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五月病を乗り越えられなかったのか、早期離職の話もチラホラ。苦労して採用したのに・・・と、担当者の苦悩の声
も聞かれます。今回は日本生産性本部等のデータから今どきの若手社員の考え方について書いてみました。

若手社員の気持ちの変化

「一生勤めようと思う」
春◆

秋■

2012 年の「新入社員の意識調査」で「今の会社に
一生勤めようと思っている」という回答が、
春と秋で過去最大の下落という結果となりました。
一方、同調査で「上司・先輩の指導育成」に対し、
「期待以上に良い」と答えた回答は増加傾向。
それでは、半年でのこの大きな心の変化は一体
何が原因なのでしょう？
仕事で夢をかなえる？

実は、同調査で「自分には
仕事を通じてかなえたい夢がある」という回答も、
春と秋で過去最高の下落が見られました。
東北大震災のボランティアなども経験した若者が
「社会貢献」「自己実現」を夢みて就職したものの、
実際の業務の多忙さや想像していた仕事とのギャップで、
半年後には「夢」と「仕事」を関連づけられなくなり、
勤続への意欲が失われたのが一因とされています。

「仕事でかなえたい夢がある」
春◆

秋■

出典：日本生産性本部「新入社員の意識調査 2012」

世代により変わる「働く理由」
何のために働くか？「働く理由」の調査で興味深いデータがあります。
いつの時代も上位の答えは、経済的に豊かになるため「リッチ」、楽しい
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【働く理由】
リッチ
エンジョイ
チャレンジ

生活をする「エンジョイ」、自分の能力をためす「チャレンシﾞ」の 3 つ。
30
データはありませんが、戦後は皆「リッチ」が目的だったことでしょう。
25
3 つは同水準で推移していましたが、近年は「エンジョイ」が断トツです。
20
また、情報誌「R25」で２５～34 歳の男性に「社会人になってから親から
15
小遣いをもらったか？」のアンケートで半数近くが「もらった」と回答。
10
生活に困らない若者は、「なりわい」より「やりがい」を求めています。
5
「やりがい」は目に見えず、簡単に手に入れられるものでもない…さらに、
0
楽しいばかりではない現実の職場や業務に、若者は夢破れるのかもしれません。 S５８年 H６年 H２３年
（日本生産性本部のデータを
もとに独自に作成）
あいまいで不安定な若者のモチベーションを維持させるのが上司の仕事と
いう人もいますが、皆さんの職場ではいかがでしょうか？
参考になれば幸いです！！

気になるニュース

アベノミクス詐欺にご用心！！

新情報
安倍晋三首相の経済対策「アベノミクス」を引き合いに、言葉巧みに詐欺まがいの
投資などを持ちかけられるケースが各地で確認されています。
！！
円安が進み、日経平均株価が連日高値を更新するなど、市場がアベノミクス効果に
湧いているその陰で、詐欺師たちは、新たな金もうけの手段を画策している模様です。
手口としては、「アベノミクス効果で、お手持ちの株に配当金が出ました」などとウソの話を
持ちかけ、手数料名目でカネを振り込ませるものや、「新政権の経済政策で円安になって、○○
○が値上がりしそうだ」などと複数の登場人物で投資勧誘をする「劇場型」もあるとのこと。
事例①

「政権が代わり、これから景気が良くなるのでＣＯ２（二酸化炭素）の排出量も

多くなる」と、東海地方の６０代の男性に電話があった。ＣＯ２の排出権が高騰しそうだ
から投資しないかと勧誘され、自宅を訪れた人物に現金１００万円を手渡してしまった。
東海地方の７０代の主婦に、証券会社の社員を名乗る人物から電話があり「政権
事例②
が代わり国土の改革が行われる。年率９・９％の債券に出資しないか。県内２００人の年
金受給者に書類を送っている」と話したという。主婦は不審に思い、最寄りの消費生活セ
ンターに相談した。
自営業の５０代の男性に電話があり、プラチナの先物取引に投資するよう勧誘。
事例③
関係者が訪問してきて説明し、男性は４００万円入金した。その後、業者から「新政権の
経済対策で円安になり、値上がりしそう。取引は１０００万円に増やした方がいい」と持
ちかけられ、さらに６００万円を振り込んだ。その後、送られてきた明細で６８０万円の
損失が出ていることが判明した。
国民生活センターは「政権交代など社会の動きに便乗するのは詐欺の典型。今後増える恐れが
ある」と注意を呼びかけています。気をつけましょう！

トピックス

国会で成立した法律案をご紹介

健康保険法等の一部を改正する法律案
①

協会けんぽの財政基盤の強化・安定化のため、平成 22 年度から平成 24 年
度までの間講じてきた、国庫補助の 13％から 16.4％への引き上げ措置を２年
間延長する等、協会けんぽへの財政支援措置を講ずる。
→ この措置により、現行の協会けんぽの保険料率「平均 10.0％」が平成 26 年度ま
で維持できる見通しです！
② 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、
労災保険の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の
給付対象とすることを法律に規定する。 等
→ シルバー人材センターの会員が、業務中にけがをして、労災保険の
対象にならない場合、１０月から健康保険を利用できるようになります。

トピックス

労働保険 年度更新の時期です

平成２５年度の労働保険の年度更新手続きの時期がきました。早めに準備して納付
期限までに済ませましょう！

申告・納付期限

７月１０日（水）

（申告書記入時の注意点）
１．雇用保険対象外の労働者、免除されている労働者分は労災保険、雇用保険分を
区別して、それぞれ算定する。
２．一般拠出金の料率は 1,000 分の 0.05。計算ミスが多い箇所です。
（※一般拠出金は確定保険の労災保険分にかかります。
）
３．保険料計算時の 1 円未満の端数は「切り捨て」
４．申告書の記入訂正はＯＫ、訂正印不要。ただし、納付書の金額訂正は不可なの
で、書き直し。

ＮＥＷＳ ＨＥＡＤＬＩＮＥ
■一般中退共の予定利率は１．０％で据え置き
一般の中小企業退職金共済制度の予定利回りについて、現状の１％に据え置く
こと決まりました。積立不足解消のために、現行の１％からの引き下げを検討し
てきましたが、このところの円高修正・株高で運用益が確保されたため、据え置くことに。積立
不足はかなり解消される見込み。しかし、運用益がでた場合に加入者に半分を支給する「付加退
職金」は支給停止。積立不足が完全に解消されるまで支給しない方針。

■７０～７４歳の医療費の窓口負担１割を継続
平成 25 年 4 月から、1 割負担が 2 割負担へ変更となる予定でしたが、平成 26 年 3 月まで 1 割
負担が据え置かれることになりました。3 割負担の区分の方と、障がいにより後期高齢者医療制
度に加入している人の負担区分は変更ありません。

■産前産後休業期間の社会保険料免除

H２6 年４月施行で決定

この改正は、平成 24 年 8 月に公布され、施行日については「2 年以内の政令で定める日」と
されていました。施行日を定めた政令が公布され、平成 26 年 4 月 1 日からスタートすることと
なりました。育児休業同様の配慮とし、保険料（厚生年金・健康保険）を免除。

■マイナンバー法成立

H28 年 1 月から導入

国民一人一人に個別の番号をつけ、税の確定申告や給付申請の手続きを簡単にするほか、本人
確認の証明になるカードが交付され、年金保険料や納付状況が自宅のパソコンでも確認できるよ
うなります。

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
！！
書籍

強運を呼び込む 51 の法則

本田建

新潟市の鈴木進治様から頂いた本。著者は「ユダヤ人大富豪の教え」などを
代表とするお金や成功に関する書籍のベストセラー作家です。
この本は「運」がテーマですが、「運」は後天的に身に付けることができると
定義付けています。私が特に共感した「最強の運を呼び込む」の第 6 章から
少しだけ紹介します。
平凡であることをあきらめる 一人だけ目立ったり、周りと違う行動をとったりすることには、
不安を覚えるもの。自分にもそういう傾向を感じます。人から何と言われているのかも気になりま
すしね…。でも、無難に過ごすことに NO と言えなければ、運気の波を起こして成長することな
ど出来ない！その通りだと思います。
運は願いの深さに比例する なぜ「運がよくなりたい」と願うのか？それによって運が決まって
くる。自分だけのことを考える人のところには、運はやってこない。誰かを幸せにしたい、地域に
貢献したい、国や世界を良くしたい・・・それぞれの願いの深さで違ってくる。うなずけました。

書籍

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年

村上春樹

毎度、ニュースになる村上春樹さんの新刊。私にとって「ノルウェイの森」
以来の村上作品だったので、どんなに難解でアンニュイな世界が繰り広げられ
ているかと思いきや、意外に読みやすく設定も面白い。
多崎つくるは、20 歳のとき、親友たちからある日突然、自分だけ絶交を
言い渡された。それも、理由も分からないまま。深い心の傷を抱えながら 30 代半ばとなり、出会
った女性をきっかけに、当時の親友を一人ずつ訪ねる旅に出る。
推理小説やサスペンスが好きな方は「結局、真相はどうなの？」「会話がまわりくどい！」等と
ツッコミたくなると思います。しかし、この本を楽しむには、枝葉にこだわらず村上ワールドの雰
囲気にとことん浸るのが得策。

書籍

わりなき恋

岸 恵子

「わりなき」とは、理屈では割りきれない、
どうしようもなくやりきれない…という意味。８０歳になる岸恵子さんが高齢期
の女性の恋愛と性を描いた話題の小説です。
７０歳の国際派ドキュメンタリー作家の「笙子」と６０歳手前の超エリート
ビジネスマンの「兼太」が、パリ行のファーストクラスで出逢い、恋に落ちる。
設定があまりに別世界で、その分優雅でハイソな夢物語に酔えます。
熱に浮かされたように恋こがれ、時間を惜しんで逢いたいと願い、嫉妬の炎に
も焼かれる…年を重ねても、恋心は同じなのですね。知性あふれる大人同士の愛情表現、ぎこちな
いメールのやりとりも新鮮。忘れかけていたドキドキ感を味わいました。
さて、主人公の「笙子」は間違いなく岸恵子さん本人なのですが、「兼太」のモデルは、最近本
も出版しているトヨタの元取締役岩月伸郎氏とか！プレイボーイで評判だったらしいですよ。

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
人物

三浦雄一郎氏

！！

世界最高峰に世界最高齢

幼少期は病弱で学校は休んでばかり。小学校２年生のとき初めてスキー
と出会う。その後、本格的にスキーを始め、高校では３年連続個人優勝
するなどの実績を残した。
スキーが出来るからという理由で北海道大学に進学。作家の渡辺淳一
と同期だった。在学中に妻・朋子と出会い、結婚。
スキーヤーとして活躍し、５４歳で世界七大陸最高峰のスキー滑降を
完全達成した。しかし、その後目標を失い、６５歳のときには太り過ぎ・
高血圧・高脂血症・高血糖、不整脈まで出る不健康メタボになってしまう。一年発起して、目標に
掲げたのがエベレスト登頂。メタボ対策なら、普通の人は近所でウォーキングかランニングだろう
と思うが・・・思いつくことが違う！！ 5 年後の７０歳７カ月で達成。
その後、骨折や不整脈の手術を乗り越え、両足に重りを付け 20 kg 近いリュックを背負っての
外出や低酸素室トレーニングなどを積み重ね、７5 歳と今回８０歳での登頂に成功。エベレスト登
頂の歴史の中で最高齢登頂者となる。ちなみに、１億円を超えるといわれる登頂
費用はスポンサー契約や寄付で賄われたそう。
ところで、いつも三浦さんの最高齢ギネス記録を塗りかえていたネパール人の
ミン・バハドゥール・シェルチャンさんはどうなったか？三浦さんの成功を知り、
８１歳での登頂を試みるも胸の痛みを訴え、5 月 28 日に断念し下山したとのこと。
ｼｪﾙﾁｬﾝさん
岸恵子さんといい、三浦さんといい、後期高齢者のパワー、見習わねば！

岡村のワンポイント！ＰＣ講座
エクセルで年齢を自動計算！！

例

②

～エクセル編～
社員データをエクセルで管理している場合、年齢が
一目でわかると何かと便利ですよね。
エクセルでは、
『ＤＡＴＥＤＩＦ』という関数を使用
して、年齢を求めることができます。関数の挿入メ
ニューにはないので、例にならって直接セルに式を
入力してください。
＜例の場合＞
＝DATEDIF（Ｂ４，Ｃ１，“ｙ”）

①

お仕事
カレンダー

6/10 ●一括有期事業開始届の提出
（建設業）
主な対象事業：概算保険料 160 万円未満で
かつ請負金額が 1 億 9000 万円未満の工
● 5 月分の源泉所得税、住民税特別徴収
税の納付
6/30 ● 5 月分の健康保険料、厚生年金保険料の
納付

年齢の単位
②年齢を数える基準日のセル
①生年月日が入力してあるセル
6/30 ●児童手当現況届の提出
●個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第１
期＞
● 4 月決算法人の確定申告・10 月決算法人の
中間申告
● 7 月・10 月・翌年 1 月決算法人の消費税の中
間申告

あとがき◆当事務所より
この前まで暖房をつけていたのに、たまらず冷房のスイッチを入れる日もあり。我慢が足りないせいでしょうか・・・。

