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いつもお世話になっております。本メールは、1～2 週間に 1 回提供しています。 

 ＜コンテンツ＞    

 ◆◆ 今週のひとこと 

◆◆ ＴＯＰＩＣ 

◆◆ 気になる労務管理―第 40 回当面する企業経営課題に関する調査結果 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆ 今週のひとこと 

 

■  「おめでとうございます」でいいですか？ 

 

キャリアカウンセリングの勉強中に、ロールプレイの相手役の方が「今度結婚したんです」

と言われたので、「おめでとうございます」と応じたところ、指導役の方から戒められまし

た。「相手の方が嬉しいと思っているとは限りませんよ、困っているかもしれませんよ」と

いうことでした。結婚すれば誰でも嬉しいものだと勝手に思い込み、うかつに安易な応答を

してはいけないのだということに気付きました。 

 

一方、お正月は、誰でも何処でも「おめでとうございます」という言葉を乱発しますが、い

いのでしょうか？ 

 

2020 年は、働き方改革で休みが増えるでしょうが、休みが増えるといっても、嬉しい人ば

かりではないかもしれません。オリンピックで外国の人がたくさんやってくるといっても、

困る人がいるかもしれません。医療が発達して寿命が延びるといっても、喜べない人がいる

かもしれません。 

 

今年の正月は、相手の様子を見ながら「おめでとうございます」と言うように努めることと

しました。 

 

そうしないと一休さん（一休宗純）の次の短歌のように言われてしまうかもしれません。 

－「正月や 冥途の旅の 一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」 
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☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

◆◆ ＴＯＰＩＣ 

このコーナーでは、最近の労働関係の動きの中から、民営職業紹介事業に関係のある話題を

紹介しています。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■１  有効求人倍率は 1.62 倍／厚生労働省 

 

厚生労働省は、12 月 27 日、11 月の有効求人倍率を発表しました。これによりますと有効

求人倍率（季節調整値）は 1.57 倍で前月と同水準、新規求人倍率は 2.32 倍で前月に比べて

0.12 ポイントの低下となりました。また、同日、総務省は、「労働力調査」（基本集計・速報）

を公表しましたが、11 月の完全失業率（季節調整値）は 2.2％で前月に比べ 0.2 ポイント低

下となりました。 

＜詳しくは＞ 

（求人倍率） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00027.html 

（完全失業率） 

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html 

 

 

■２  高齢者就業対策の充実及び中途採用に関する情報公開を建議／労働政策審議会 

 

労働政策審議会は、12 月 25 日、職業安定分科会雇用対策基本問題部会が取りまとめた報告

が同部会において審議・了承されたこと等を踏まえ、高齢者就業対策の充実を図ること及び

中途採用に関する情報公開の仕組を創設することを厚生労働大臣に建議しました。これを

受けて、厚生労働省においては、今後法的整備を含め所要の措置を講ずることとなりました。 

 

〔建議の概要〕 

 

【Ⅰ】 高齢者就業対策の充実 

 

１．65 歳までの雇用機会の確保 

現行の高年齢者雇用安定法による 65 歳までの希望者全員の雇用確保措置（定年廃止、定年

延長、継続雇用制度）の導入に向けた取組を引き続き行うことが必要。 
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２．70 歳までの就業機会の確保 

70 歳までの就業機会の確保について事業主が一定の措置を講ずることを求める法制度の整

備をはじめとした環境整備が必要である。 

－現行の雇用確保措置に、再就職、フリーランス・起業、社会貢献活動も加えることが適当。 

－事業主が講ずる措置の対象者の限定を可能とすることが適当。 

－過半数労働組合又は労働者の代表者との十分な話し合いが必要。 

－厚生労働大臣の指導助言、計画の作成要請などの措置を講じることが適当。 

－制度の着実な運営のため、国への報告に 70 歳までの措置状況を追加することが適当。 

 

【Ⅱ】中途採用に関する情報公開 

 

１．企業規模 

労働者数 301 人以上の企業とすることが適当。 

 

２．情報項目 

正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合（直近 3 事業年度）とすることが

適当。 

 

３．公表方法 

ホームページ等の利用など、求職者が容易に閲覧できる方法によることが適当。 

 

＜詳しくは＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08662.html 

 

 

■３  賃金等請求権の消滅時効の在り方について建議／労働政策審議会 

 

労働政策審議会は、12 月 27 日、労働条件分科会が取りまとめた賃金等請求権の消滅時効の

在り方についての報告に基づき、講ずべき措置を厚生労働大臣に建議しました。これを受け

て、厚生労働省においては、今後法的整備を含め所要の措置を講ずることとなりました。 

 

〔建議の概要〕 

 

１．賃金請求権の消滅時効 

賃金請求権の消滅時効期間は、民法一部改正法とのバランスも踏まえ、5 年とすべきである。 

ただし、当分の間、現行労基法第 109 条に規定する記録の保存期間に合わせて 3 年の消滅
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時効期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払い賃金等に

係る一定の労働者保護を図るべきである。そして、改正法施行後、労働者の権利保護の必要

性を踏まえつつ、賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響を検証し、改正法施行から 5

年経過後の見直しを踏まえて必要な検討を行うべきである。 

また、退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間（5 年）を維持す

べきである。 

 

２．賃金請求権以外の請求権 

年次有給休暇請求権、災害補償請求権、その他の請求権（帰郷旅費、退職時の証明、金品の

返還（賃金を除く。））については、現行の消滅時効期間（2 年）を維持すべきである。 

 

３．記録の保存 

賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は 5 年としつつ、当分の間は 3 年とすべきであ

る。 

 

４．付加金 

賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は 5 年としつつ、当分の間は 3 年とすべきであ

る。 

 

５．施行期日 

民法一部改正法の施行日（令和 2 年 4 月 1 日）とすべきである。 

 

＜詳しくは＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08740.html 

 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

◆◆  気になる労務管理 

このコーナーでは、「行政の動き」「統計の動き」「労務管理」「研究・報告」等のテーマの中

から、適宜取り上げて紹介しています。本号では、年初に当たり、「労務管理」のテーマか

ら、企業経営者が当面する経営課題について紹介します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■  第 40 回当面する企業経営課題に関する調査結果／民間調査 

 

（一社）日本能率協会は、企業が抱える経営課題を明らかにし、これからの経営指針となる

テーマや施策の方向性を明確にすることを目的に、企業経営者を対象に、経営課題に関する

調査を実施しています。 
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2020 年の年初に当たり、企業経営者が当面する経営課題をどのように考えているかを見て

みるために、昨年 10 月 28 日に公表された第 40 回当面する企業経営課題に関する調査結果

を見ておきましょう。この調査は 2019 年 7～8 月に 3,715 社の経営者を対象に実施し 480 

社からの回答を得たものです。調査結果の主要なポイントは以下のとおりです。 

 

〔結果の概要〕 

 

１．現在の経営課題としては、「収益性向上」と「人材強化」の重要度が高まる 

現在の経営課題は、第 1 位「収益性向上」(44.4%)、第２位「人材の強化」(41.0%)という

結果になった。昨年度に比べると、「収益性向上」の比率が 1.2 ポイント、「人材の強化」の

比率は 1.5%増加している。 

また、「５年後」の経営課題としては、第１位「事業基盤の強化・再編、事業ポートフォリ

オの再構築」（12.7%）、第２位「人材の強化」（12.1%）、第３位「新製品・新サービス・新

事業の開発」（9.8%）が挙げられた。 

 

２．約８割の企業が 10 年後に向けて事業構造を「変える必要がある」と回答 

事業構造改革の必要性についての認識を尋ねたところ、「大きく変える必要がある」「 変え

る必要がある」と答えた割合が 、５年後については４割強、10 年後では約 8 割に達して

いる。  

 

３．SDGs の認知や取組みが広がる 

国連が提唱している SDGs （Sustainable Development Goals） の認知状況を尋ねたところ、 

「知っている」が 51.5％ 、「ある程度、知っている」が 25.4％となった。また、SDGs に

沿った活動の取組み状況については、「具体的な目標を設定して取り組んでいる」が 14.2％、

「具体的な目標の設定はしていないが、 SDGs に沿った活動を行っている」が 26.7％とな

り、 両者を合わせると、４割超の企業が SDGs に向けた取組みをしているという結果が見

られた 。 

 

４．進む RPA の活用 

ビッグデータや A I （人工知能）、 IoT あるいはロボティクスなど、様々なデジタル技術の

活用が注目されている。人手不足の中、生産性向上につながると注目されている RPA 

（Robotic Process Automation）の活用状況について尋ねたところ、 全体では「既に導入済

みである」企業が 21.7%と、昨年から約２倍にスコアを伸ばした。また、「現在、導入を進

めている」「今後、導入する計画を持っている」まで含めると、合計で 48.8 ％と約半数と

なり、多くの企業が RPA に対してポジティブに動いている。 
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５．目標管理制度の効果は「ある程度」が多数 

個人やグループの目標管理制度として多くの企業が導入している MBO(Management by 

Objectives) について、 職員の成長、組織の活性化、業績の向上に対してどの程度寄与して

いるかを尋ねたところ、従業員規模に関わらず、いずれの項目についても、「ある程度寄与

している」が多数を占めている。 

 

６．人材マネジメントのトレンド：「キャリア採用」「雇用延長」が広がる 

通年採用拡大や外国人雇用の拡大、社会人のリカレント教育など、人材マネジメントにおい

て関心の高まっているトピックスを提示し、それらの取組みが今後２～３年のうちに広が

ると思うかを尋ねた。 

－「雇用延長」と「キャリア採用」について、「大いにそう思う」「そう思う」の合計が 5 割

に達し、 他の項目よりも比率が高くなっている。 

－最近、関心の高まっている「兼業・副業の実際の活用」については、「どちらとも言えな

い」が 34.2 ％と多数を占めており、労働時間の管理等、運用面での課題が影響しているも

のと思われる。 

－新入社員の通年採用については、「大いにそう思う」「そう思う」の合計が 38.8% となっ

ている。 IT スキルなど高い専門性をもった人材や留学生等の採用においては通年型が期

待される一方で、全体的な一括採用の見直しについては、まだ 検討が必要とされている よ

うだ 。 

 

＜詳しくは＞ 

https://jma-news.com/archives/aw_newsrelease/3377 

 

 

・・・・・・ 民紹協からのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◆職業紹介責任者講習◆ 

 

職業紹介責任者の方はもとより、職業紹介責任者が行う従事者に対する教育として事業報

告書に記載が可能です。是非当協会の講習を教育の機会としてご活用ください。 

 

〇東京:1/14（火）、1/23（木）、1/28（火）、2/5（水）、2/13（木）、2/21（金）、2/27（木） 

〇大阪:1/16（木）、1/30（木）、2/17（月）、3/12（木）、3/26（木） 

〇広島:1/21（火） 

〇愛知:3/5（木） 
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＜参照＞ 

http://www.minshokyo.or.jp/course/index.html 

 

 

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

★このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。 

 

□登録のお申込み、バックナンバーの閲覧はこちらから 

http://www.minshokyo.or.jp/seminar/mminfo.html 

□配信中止の手続は、こちらから 

http://www.minshokyo.or.jp/seminar/mminfo.html 

□発行 民紹協 総務課 

  ©公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 

  許可なく転載することを禁じます。 
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