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厚生労働省 より メンタルヘルスに関する様々な情報提供がされています。 

働く人メンタルヘルス・ポータルサイト（心の健康確保と自殺や過労死などの予防） 

 

http://kokoro.mhlw.go.jp/ 

 

 

 

社会保険労務士事務所 TIMES 
 

中田圭子社会保険労務士事務所 

 

〒530-0041大阪市北区天神橋 3-3-3 南森町ｲｼｶﾜﾋﾞﾙ６F 

2012年 10月 

■ 今月の the labor section ■ 

 

労働を取り巻く環境は刻々と変化し、労働法関連の法改正も着々と進められています。 

10 月 1 日から改正労働者派遣法の施行、高年齢者雇用安定法、労働契約法の改正が国会で

成立。 

 特に派遣法は、日雇い派遣の原則禁止や、グループ内での「第 2 人事部」にならないように

するのが目的のグループ企業内派遣の制限など、企業にとって労働力の確保や、流動的な捉え

方に変化をもたらす改正となっています。ご注意ください。 

 

「労働契約法の改正」により、“不合理な労働条件の禁止”（第 20 条）が新設。 

しかし、法律自体に罰則はありません。では、違反したらどうなるのでしょうか。 

※労働契約納施行について 厚生労働省 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120814K0010.pdf 

 

第 20 条は公布日（8 月 10 日）から起算して 1 年を超えない範囲内で政令で定める日が施行日となり

ます。無期契約労働者と有期契約労働者の労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、職務の内

容（業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度）、職務の内容および配置の変更の範囲などを考慮して、

個々の労働条件ごとに判断されます。 

 定年後の労働条件の変更などは定年後の職務の内容などが定年前と相違していたなら、不合理とはさ

れません。 

 労働契約法の第 20 条は、民事効力のある規定とされています。 

 不合理となった部分は無効な契約となり、無効になった労働条件は基本的には無期契約労働者と同じ

労働条件になることが認められ、（平 24.8.10 基発第 0810 第 2 号）法第 20 条に基づき、「不法行為

として損害賠償が認められ得ると解される」としています。 

http://kokoro.mhlw.go.jp/
http://kokoro.mhlw.go.jp/
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120814K0010.pdf
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日本年金機構から（平成２４年９月） 

１０月１日から、資格取得の適正化の徹底が図られます。 

● 基礎年印番号が未記入だと年金手帳添付されないと、健康保険・厚生年金被保険者資格取得

届は受理されません。http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6222 

「日本年金機構からのお知らせ」が毎月発行されています、こちらからご覧ください。 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3787 

 

                                               

■ 今月の Topics ■ 

● 「子ども家庭省」創設を検討 政府 

● 健保組合が 3,400 億円の赤字 

● 離職率が 0.1 ポイント低下 

● 通勤手当の社会保険料算定からの除外を議論 

● 厚労省が若年者の「業種別離職率」を公表へ 

● 生活保護受給者が最多更新 211万人に 

● 「勤労者 心の電話相談」相談件数が過去最多 

● 病院に「たばこ相談員」配置の方針 厚労省 

● 非正規労働者が 46 万人増 

● 65 歳以上の人口が初の 3,000 万人超え 

● 「円高続けば賃金・雇用調整を検討」製造業の 20％ 

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

●「子ども家庭省」創設を検討 政府 

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

政府は、総合的な子育て支援を実施するために「子ども家庭省」（仮称）などの新省庁創設を含

めた検討会議を発足させることを明らかにした。この検討会議は、内閣府・文部科学省・厚生労

働省の３政務官で構成し、２年後をめどに方針をまとめる考え。 

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

●健保組合が 3,400 億円の赤字 

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

健康保険組合連合会は、2012 年３月末時点で存在する健康保険組合の収支状況を発表し、

2011 年度の決算は 3,489 億円の赤字となったことがわかった。赤字は４年連続で、約４割の

組合で保険料が引き上げられたにもかかわらず、支出が収入を上回った。 

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

●離職率が 0.1 ポイント低下 

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

厚生労働省が 2011 年の「雇用動向調査」の結果を発表し、離職率（労働者全体のうち退職し

たり解雇されたりした人の割合）が 14.4％（前年比 0.1 ポイント低下）となったことがわかっ

た。入職率（転職を含め新たに仕事に就いた人の割合）は 14.2％（同 0.1 ポイント低下）だっ

た。 

〔関連リンク〕 平成 23 年雇用動向調査結果の概況 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6222
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3787
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 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/12-2/index.html 

 

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

● 通勤手当の社会保険料算定からの除外を議論 

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

厚生労働省は、社会保険料の算定対象に含まれている通勤手当について、対象から除外するかど

うかを議論する検討会を設置した。ただ、保険料収入の減少を補うための料率引上げにつながり

かねず、同省では財政に与える影響を調査したうえで年内にも結論を出す考え。 

 

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

●厚労省が若年者の「業種別離職率」を公表へ 

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

厚生労働省は、若者が「定着率の高い会社」を見分けられるようするため、入社してからの離職

率を公表する方針を示した。求人企業の「働きやすさ」をわかりやすくするのがねらい。業種や

企業規模をどこまで詳しくするかを今後議論し、10 月にもホームページで公表する考え。 

 

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

●生活保護受給者が最多更新 211 万人に 

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

厚生労働省が生活保護に関する集計結果を発表し、今年５月時点で生活保護を受給している人が

211 万 816 人（前月比 8,735 人増）で、過去最多を更新したことがわかった。働ける世代の

受給者増が目立ち、同省では、雇用情勢が厳しいことから今後も増加傾向が続くとみている。 

 

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

●「勤労者 心の電話相談」相談件数が過去最多 

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

独立行政法人労働者健康福祉機構は、2011 年度における「勤労者心の相談室」への相談件数

が２万 9,209 件（前年度比 1,391 件増）で過去最多を更新したと発表した。同機構では、雇

用環境の悪化と震災の影響による失業で、将来に不安を覚える人が増加したことが要因とみてい

る。 

 

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

●病院に「たばこ相談員」配置の方針 厚労省 

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

厚生労働省は、禁煙を指導するアドバイザーとなる「たばこ相談員」を全国のがん診療提携拠点

病院（397 病院）に配置する方針を明らかにした。禁煙に関する指導のほか、病院の禁煙外来

の紹介などを行うもの。政府は 2010 年度に 19.5％だった喫煙率を 2022 年度までに 12％

に引き下げたい考え。 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/12-2/index.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

● 非正規労働者が 46 万人増 

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

厚生労働省が 2012 年版「労働経済の分析」（労働経済白書）を発表し、2011 年の非正規労

働者数が 1,802 万人（前年比 46 万人増）となり、雇用者全体の 35.1％（同 0.7 ポイント増）

となったことがわかった。同省では、「求職者支援制度を充実させ、正規雇用への道を開く政策

が重要」と指摘している。 

〔関連リンク〕 「平成 24 年版労働経済の分析」 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jnnj.html 

 

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

●65 歳以上の人口が初の 3,000 万人超え 

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

総務省が、敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し、65 歳以上の人口が 3,074 万人（前

年比 102 万人増）となりはじめて 3,000 万人を超え、総人口に占める割合が 24.1％に達し

たことがわかった。1947 年以降に生まれた「団塊の世代」が 65 歳に到達し始めたためで、

今後も増え続ける見通し。 

 

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

●「円高続けば賃金・雇用調整を検討」製造業の 20％ 

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

厚生労働省が 2012 年版「労働経済の分析」（労働経済白書）を閣議報告し、今後も円高が続い

た場合、製造業の企業の約 20％が、従業員の賞与や残業時間の削減を検討すると答えたことが

わかた。また、非製造業でも 9.2％の企業が同様の削減を実施すると回答した。 

〔関連リンク〕 「平成 24 年版労働経済の分析」 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jnnj.html 

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

 

 

今月の NEWS 

 

希望者全員の 65 歳までの雇用を義務付け！「改正高年齢者雇用安定法」が成立 

 

◆来年４月１日施行 

８月 29 日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」（改正高年

齢者雇用安定法）が成立しました。この改正法は、来年４月１日から施行されます。 

 

◆改正法の主な内容 

（１）継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止 

現在、65 歳未満の定年を定めている企業が、高年齢者雇用確保措置として「継続雇用制度」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jnnj.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jnnj.html
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を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する「基準」を労使協定で定めることができます

が、この仕組みが廃止され、希望者全員を継続雇用の対象とすることが義務付けられるよう

になります。 

なお、厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象として、上記

の「基準」を引き続き利用できる経過措置（12 年間）が設けられています。 

 

（２）継続雇用先企業の範囲の拡大 

定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけではなくグループ内の会社（子会社、関

連会社等）まで広げることができるようになりました。 

なお、この場合には、継続雇用について事業主間における契約が必要とされます。 

 

（３）違反企業名の公表規定の導入 

高年齢者雇用確保措置（定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれ

か）を実施していない企業に対して、労働局・ハローワークが指導・勧告を行い、それでも

違反が是正されない場合には企業名を公表することがあります。 

 

◆実務上重要となる「指針」の策定 

今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関して、「指針」が策定され

る予定です。この指針では、「業務の遂行に堪えない人」（健康状態の悪い人、勤務態度の悪

い人等）をどのように取り扱うか（継続雇用の対象から外してよいか）などが定められる予

定ですので、実務上は非常に重要となります。 

 

 

有期労働契約に関する新ルール！「改正労働契約法」のポイント 

 

◆今後の人事労務管理に大きな影響 

８月３日に国会で成立した「改正労働契約法」が、同年８月 10 日に公布されました。 

この改正法は「有期労働契約」に関する新しいルールを定めるものであり、企業における有

期労働契約者の人事労務管理に大きな影響を与えるものです。 

 

◆改正法が定める３つのルール 

（１）有期労働契約の無期労働契約への転換 

有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたとき、労働者の申込みがあった場合には、

労働者に「無期転換申込権」が発生し、これを行使した場合には、使用者はこれを承諾した

ものとみなされます。 

つまり、５年を超えて有期労働契約が反復更新された場合には、これを期間の定めのない

労働契約（無期労働契約）に転換しなければならないのです。 

なお、原則として、６カ月以上の「空白期間」（クーリング期間）がある場合には、前の契

約期間を通算しないこととされています。 

（２）「雇止め法理」の法定化 
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最高裁判所の判例で確立しているとされている「雇止め法理」に関して、その内容が法律

に規定されました。一定の条件を満たした場合には、使用者による労働者の雇止めが認めら

れないことになります。 

（３）期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条

件の相違を設けることが禁止されます。 

 

◆改正法の施行日と実務対応 

上記改正内容の施行日ですが、（２）については公布日（８月 10 日）から施行されていま

す。（１）・（３）については公布日から起算して１年を超えない範囲内で施行されます。 

企業としては、人件費等に関して大きな負担が生じる可能性のある改正です。また、就業

規則や雇用契約書の作成・見直し、契約更新を行わない有期労働契約者への雇止めの通知等、

今後の実務対応も重要となります。 

 

 

  「経営人材」「幹部人材」を確保できていますか？ 

 

◆約８割が「次世代リーダーの確保ができていない」  

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが実施した「経営人材育成実態調査」

（従業員 1,000 人以上の企業が対象。263 社が回答）によると、「経営人材」の育成に関す

る課題について、「育成方法が確立されていない」との回答に「あてはまる」「ややあてはま

る」と回答した企業が約８割に上ることがわかりました。 

また、「育成に求められるスピードが速まっている」（94.5％）、「求められる能力の質が変

化している」（89.5％）という回答も見られました。 

 

◆「幹部人材」選抜のプロセスにおける傾向 

幹部人材の選抜プロセスについては、日本生産性本部が実施した調査（大手を中心とした

企業の教育研修担当者 232 人が対象）によると、「役員が対象者を人選」（53.4％）、「人事

部が対象者を人選」（51.9％）、「各部門の責任者が対象者を人選」（50.4％）が上位となり、

「社長が対象者を人選」（24.1％）、「公募してから選抜」（15.8％）は少数派でした。 

また、選抜基準については、「資格・役職」（94.7％）や「人事考課・人事情報」（66.2％）、

「年齢」（54.1％）が上位となっています。 

 

◆どのような研修を行っているか？ 

幹部教育のプログラムで取り入れられている具体的なメニュー・テーマとしては、「経営実

務に関する知識」（55.6％）、「経営課題へのアクションラーニング」（42.1％）、「現在の経

営トップとの対話」（33.8％）、「ロジカルシンキング」（27.1％）、「プレゼンテーションス

キル」（22.6％）との回答が続きました。 

全体的に、実務につながる研修を行っている企業が多いようです。 
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◆中小企業においても対応が求められる 

上記は大企業を中心とした調査になりますが、中小企業においても幹部育成における課題

は大きいことが予想されます。 

自社の経営上の課題を見極めて、新たな時代に対応できる人材の育成が今後ますます求め

られてくることでしょう。 

 

 

 

  「無年金時代」の備えに一役買います―年金払積立傷害保険 

 

◆年金の「2013 年問題」 

昭和 28 年４月２日から 36 年４月１日生まれの男性と、昭和 33 年４月２日から 41 年

４月１日生まれの女性は、60 歳になっても特別支給の老齢厚生年金が支給されず、61 歳か

らの支給となります。 

このように、平成 25 年４月１日以降、今まで 60 歳から支給されていた特別支給の老齢

厚生年金が 60 歳からは支給されなくなるため、60 歳で退職すると「無年金・無収入」とな

る期間が生じる可能性があり、年金の「2013 年問題」として話題を呼んでいます。 

８月には改正高年齢者雇用安定法も成立し、60 歳以降も働き続ける人がこれまでより増える

ことが見込まれていますが、労働者本人の体調等によっては働き続けることが難しい人もい

ます。 

そこで、最近、損害保険会社が販売する「年金払積立傷害保険」が注目を集めています。 

 

◆「年金払積立傷害保険」の仕組み 

この保険は、保険料を分割で一定期間払い込むと、あらかじめ設定した給付金の支払開始

日以降に給付金を年金形式で受け取ることができるものです。また、保険期間中は、ケガに

よる死亡・重度後遺障害が補償されます。 

最も幅広い年代を受け入れている損害保険会社では「15～64 歳」までの人が加入するこ

とができ、「公的年金だけでは老後の生活が心配」という方で、特に若年層から人気を集め、

発売後１年間で５万件以上の契約者を集めている損害保険会社もあるそうです。 

 

◆加入時に注意すべきこと 

生命保険会社が販売する個人年金で、10 年以上の期間にわたって給付金を受け取る個人年

金保険では、保険料控除の対象となり所得税が軽減されるメリットがありますが、本商品で

は保険料控除の対象とはなりません。 

また、給付総額は、払込保険料額を上回るよう設定されていますが、途中解約をした場合

の解約返戻金については、払込総額を下回る可能性があります。 
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  「厚生年金基金脱退」を認める判決と加入事業者への影響 

    

◆厚生年金基金「やむを得ぬ理由の脱退認める」 

長野県建設業厚生年金基金の加入事業所が、財政状況の悪化を理由に基金からの脱退を求

めていた訴訟で、８月 24 日、長野地裁は「やむを得ない理由」があるとして脱退を認める

判決を言い渡しました。 

 

◆訴訟の経緯 

原告である昌栄土建興業は、2011 年１月、加入する長野県建設業厚生年金基金に対し、

財政悪化や使途不明金の発覚などを理由に脱退を申請。ところが、同基金の代議員会は脱退

を認めなかったため、同年６月に控訴しました。 

基金側は、「加入している基金の脱退が相次ぐと存続できなくなる」として、脱退には代議

員会の議決が必要だと主張しましたが、同基金では 2010 年に 23 億円の使途不明金が発覚

しており、また、当時の事務局長の指名手配などの特殊な事情が「脱退を認めるやむを得な

い理由」として、脱退を認める判決が下されました。 

同基金は９月４日に東京高裁へ控訴、厚生労働省にも控訴審への参加を求めており、今後

の行方が注目されます。 

 

◆全国 576 基金のうち約半数は代行割れ 

厚生年金基金は運用の低迷が続いており、2011 年度末では全国 576 基金のうち、約半

数の 286 基金が代行部分に損失を抱える「代行割れ」状態となっています。 

加入している厚生年金基金から脱退するには、自社の積立不足分を一括納付することが条

件ですが、体力のある企業だけが抜け、逆に経営の苦しい企業のみが取り残されることとな

れば、今後、ますます厳しい状況となると考えられます。 

現状の制度では、「弱者だけが基金に残る構図」と言わざるを得ません。 

 

◆脱退を希望している他の基金に影響も 

ある年金コンサルティング会社では、今年２月に発覚した「ＡＩＪ投資顧問」による年金

消失問題を機に、脱退に関する相談が例年の倍以上になったとのことです。 

今回の判決では、使途不明金などの特殊な事情があるとはいえ、基金に加入している事業

者に影響を与える可能性は十分にあります。 

仮に今後、脱退が増えると仮定すると、脱退企業からの多額な資金が入ることにより、一

時的には基金の財政は良くなるかもしれませんが、中期的にみれば本質的な解決にはならず、

さらに厳しい状況になるでしょう。 
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  従業員の健康診断をめぐる最近の動き 

 

◆通過待ちの改正労働安全衛生法案 

国会通過待ち（継続審議）となっている改正労働安全衛生法案は、職場のメンタルヘルス

疾患増加に対応するため、健康診断に併せて従業員の精神的健康の状況を把握するための検

査を義務付ける内容となっています。 

この改正に対応するため、厚生労働省では、メンタルヘルスについて専門的な対応を行う

ことのできる医療機関を養成するための事業（外部専門機関選任事業）を始めることになっ

たそうです。 

これまで健康診断の場で医師による問診はありましたが、「その場で従業員の精神的健康の

状況まで把握することは困難ではないか」といった議論もあったようです。実際の検査はこ

うした専門医療機関の利用も想定されているようです。 

 

◆健保組合からの健康診断を医療機関に仲介するサービス 

企業の健康保険組合から受注した健康診断を医療機関へ紹介する仲介サービスについて、

利用料金の下落が続いているそうです。健保財政の悪化に加え、新規参入のサービス提供会

社が増えたことが要因です。サービスの基本料金が１人当たり 3,000～3,500 円ほどで、

５年前に比べて約３割も安くなっているとのことです。 

健保組合が医療機関へ独自に健康診断を依頼するよりも人件費が削減でき、仲介サービス

を利用する健保組合は増加しているそうです。 

 

◆「健康管理」は「コスト管理」 

従業員が健康であればこそ、会社の生産性も高まります。長期休業者の発生や欠員補充に

伴う新人の指導等は、他の従業員にも負担を与えます。 

従業員の健康管理は、会社の安全衛生管理体制や健保財政等のコストに直接的・間接的に

影響を及ぼします。今後の動きに注目したいところです。 

 

 

  若手社員の「仕事・転職・キャリア意識」に関する調査 

    

◆所得増加は「将来の貯蓄」のため 

株式会社キャリアデザインセンターが実施した「仕事・転職・キャリア意識に関する調査」

（25～34 歳・大卒以上の若手社員 620 名が対象）によると、前年と比べて現在の年収が

「増加した」とする回答が約 4 割に達し、「減少した」は約 1 割にとどまったことがわかり

ました。 

現在よりも明確に所得を上げたいと回答した人の割合は約６割となり、理由としては「将

来のための貯蓄」を挙げています。 

消費の節約を積極的に行いたいと考える人は前回調査よりも増加しているとのことで、若

手社員の堅実な特徴がうかがえます。 
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◆転職意識はあるが社内での昇進にも意欲 

転職については、８割以上の人が「より良い会社があれば、現在の会社を辞めて転職して

もよい」と考えているという結果になりました。 

一方、出世や昇進への意欲・関心は最近の調査で上昇傾向です。10 年後も現在の会社で仕

事を続けるイメージを持つ人が増加し、最近５年間では最も高い値となっています。 

 

◆「リーダー経験」より「専門性向上」を重視 

働く理由としては、「自分の生活のため」「自由に使えるお金を得るため」「将来の貯蓄のた

め」が上位に挙がっており、「自分の成長のため」「周囲の人から認められたい」等の理由は

減少傾向にあります。 

仕事においては、「リーダー経験」よりも「専門性向上」を重視する傾向が強く、「優秀な

上司」が仕事上の成長要素として必要であるという意見は前回調査よりも増加しました。 

また、仕事の目標として、「社外でも通用する経験・能力を身につける」「年収を上げる」

が上位に挙がっていますが、「社内外の人脈作り、社内評価」を目標とする人の割合が増えて

います。 

 

◆若手社員は安定志向か？ 

今どきの若手社員は、「より条件が良い会社があれば転職したい」という気持ちは持ちつつ

も、貯蓄等を目的として社内での昇進への意識も高く、終身雇用制度への支持も高いなど、

実際には安定志向の面が見られます。 

慎重・堅実タイプの若手社員をいかに活用できるかは、企業において今後の課題となるで

しょう。 

 

 

  年間の休日数、気になりますか？ 

 

◆年間休日数の平均は 124 日 

転職サービス「DODA」（株式会社インテリジェンス）の行った、休日に関するアンケー

ト調査（25～39 歳の正社員・契約社員のホワイトカラー系職種男女 5,000 人を対象）に

よると、年間休日数の平均は 124.0 日だったそうです。 

【休日数の内訳】 

・通常休日（法定・所定）…102.8 日 

・夏季休暇…4.3 日 

・年末年始休暇 5.2 日 

・有給休暇（実取得）10.1 日 

・特別休暇 1.5 日 

 

◆職種別の休日数 

調査対象となった 56 の職種別に見たときの、年間休日の多さは、「製造系－研究開発」
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（134.1 日）、「製造系－設計／開発」（134.0 日）、「営業系－MR（医薬情報担当者）」（133.0

日）と続き、上位 10 職種のうち４職種が製造系でした。 

また、夏季休暇の日数でも製造系が多く、お盆に製造ラインを止める工場が多いことが影

響しているようです。 

 

◆有給休暇について 

有給休暇（実取得）の日数については、「金融系－ファンドマネジャー／アナリスト」（14.5

日）、「企画・管理系－調査／リサーチ」（13.7 日）、「サービス系－スーパーバイザー」（13.1

日）、「システム系－IT コンサルタント」（12.6 日）、「金融系－投資銀行業務」（12.5 日）が

上位を占めました。 

こうした職種では、個人の仕事内容の融通が利き、有給休暇を取得しやすいようです。 

 

◆企業の生産性を高めるために 

コスト削減・人件費削減が限界近くまで進行している会社も多く、これから生産性を高め

るためには、従業員のやりがいに応えたり、従業員満足度を上げたりすることが必要になっ

てくるでしょう。 

転職市場では、年収やその企業でのやりがいが判断基準となっていますが、休日日数や有

休の取りやすさも、実は気にされているのではないでしょうか。 

 

 

  平成 24 年度「地域別最低賃金額」の状況 

 

◆37 府県で中央審の示した引上げ額を上回る 

９月 10 日に富山県地方最低賃金審議会が答申を発表し、47 都道府県の 24 年度地域別最

低賃金額がすべて出揃いました。 

７月 26 日に中央最低賃金審議会（以下、「中央審」）から「７円」との引上げ額の目安が

示されていましたが、結果として全国平均で 737 円から 749 円へと「12 円」の引上げと

なり、８割超の 37 府県で中央審が示した引上げ額を上回る結果となりました。 

最も引上げ額が大きかったのは北海道と大阪府の 14 円で、最も小さかったのは栃木県、

山梨県、和歌山県の５円でした。 

 

◆６都府県で生活保護費を下回る 

平成 23 年度は北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広

島の 11 都道府県で最低賃金が生活保護費を下回る「逆転現象」が起こっていたため、労働

者のモチベーションダウンにつながる等、問題視されていました。 

平成 24 年度は、これら 11 都道府県のうち青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の５府県で逆

転現象が解消されることとなりました。 

 

◆最高額と最低額の格差は拡大 

平成 24 年度地域別最低賃金の最高額は東京都の 850 円、最低額は島根県、高知県の 652
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円で、両者の差は 198 円となっています。 

この最高額と最低額の差を平成 23 年度と比較してみると、最高額 837 円（東京都）と最

低額 645 円（岩手県、高知県、沖縄県）の 192 円であったものが、拡大する結果となって

います。 

 

◆９月 30 日以降順次発効予定 

今回発表された地域別最低賃金額は、最も早いところ（三重県）で９月 30 日から発効し

ます。すでに官報に公示済みの 31 都府県においても発効年月日が確定しています。 

16 道府県においては、異議申立期間の経過を待って、異議がなければ、最も遅い富山県に

おいても 11 月４日には発効する予定となっています。 

 

 

 

 

 

  「産休期間中の社会保険料免除」に伴う効果 

 

◆施行は２年以内 

「産休期間中の社会保険料免除」は、次世代育成支援の観点から出産前後の経済的負担を

軽減し、子どもを産みながら働きやすい環境を整えることを目的として「社会保障・税一体

改革成案」に盛り込まれ、８月 10 日に成立し、22 日に公布されました。 

これにより、産休期間中の厚生年金保険料・健康保険料が労使ともに免除されることにな

りました。 

施行日は「公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日」となっ

ており、現時点では明らかになっていません。 

 

◆産前・産後休業期間中の保険料徴収の特例 

「産前・産後休業期間中の保険料徴収の特例」とは、厚生年金の被保険者について、育児

休業期間中に加え、産前・産後休業期間中（産前６週間〔多胎妊娠の場合 14 週間〕、産後８

週間のうち、被保険者が業務に従事しなかった期間）も、同様に年金保険料が免除（健康保

険料についても同様）され、将来の年金給付に反映させる措置を行うというものです。 

なお、保険料の免除は被保険者の申出によって行われ、事業主および被保険者双方の保険

料が対象です。 

 

◆産前産後休業を終了した際の標準報酬月額改定の特例 

「産前・産後休業を終了した際の標準報酬月額改定の特例」とは、育児休業後についての

措置と同様、産前・産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで

保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の３カ月間の報酬月額を基

に、標準報酬月額が改定されるというものです。 

なお、育児休業終了後についても同様の措置がとられます。 
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◆改正に伴う効果 

改正による効果としては、「産休期間中の社会保険料」という負担が労使ともになくなるこ

と、実賃金に比して割高な社会保険料負担が短期間で是正されることが挙げられます。 

また、すでに実施されている「育児休業期間中の社会保険料免除」と相まって、女性にと

って、出産から育児までの期間について、仕事との両立の道筋が見えやすくなる点が大きな

効果と言えるでしょう。 

 

10 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］  

 

10日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞［労働基準

監督署］ 

31日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 3期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業 4日未満、7月~9月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第 2期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業

安定所］ 

★ 今月の公的支援情報は、次ページへ！ 

 

中田圭子社会保険労務士事務所 
TEL: 

06-6718-4596 

 

FAX: 

06-6718-4598 

 

E-MAIL: 

 〒530-0041 大阪市北区天神橋 3-3-3 

南森町イシカワビル 6F 
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公的支援情報のページ 

均衡待遇・正社員化推進奨励金 共通教育訓練制度 

 

【支給額】 

 

中小企業 大企業 

40 万円 30 万円 

 

【奨励金の対象となる共通教育訓練制度】 

以下のすべてに該当することが必要です。 

（1）パートタイム労働者・有期契約労働者の職務に必要な能力を付与したり、キャリア形

成を図るため、正社員と共通のカリキュラム内容、時間などで実施するものであり、

以下の①～③のいずれにも該当しないこと 

① 初任者研修や接遇研修など、基礎的な知識や能力を付与するためのもの 

② 指導員、講師などによる講義等が全く含まれないもの 

③ パートタイム労働法等の労働関係法令により実施が義務づけられているもの 

（2）教育訓練の内容がパートタイム労働法等の労働関係法令により実施が義務付けられて

いるものではないこと 

（3）生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動とは別に行われる教育訓練

（Off-JT）で、その時間の賃金の他、受講料、交通費などの諸経費を全額事業主が負

担するものであること 

（4）教育訓練は 1 人につき 6 時間以上であること 

（5）制度が適用されるための合理的な条件が明示されていること 

 

【対象となる事業主】 

（1）雇用するパートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした共通教育訓練制度を労働

協約または就業規則に新たに定めたこと 

（2） 2 年以内に中小企業は延べ 10 人以上、大企業は延べ 30 人以上に教育訓練を実施し、

修了させたこと 

（3）当該教育訓練を修了した労働者の 2 分の 1 以上が雇用保険の被保険者であること 

（4）正社員に適用する教育訓練制度を共通教育訓練制度と同時またはそれ以前に導入して

いること 

（5）共通教育訓練制度の適用日および支給申請日において正社員を雇用していること 

 

パートタイム労働者・有期契約労働者に対する教育訓練制度を導入し、実

際に述べ 10 人（大企業は 30 人）以上に実施した事業主に支給されます。 

POINT 


