
NK office times p.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12月 

■ 今月の the labor section ■ 

 

早いもので今年もわずか！？ 

いよいよ、年末調整も近づいてまいりました。 

平成 24 年所得税法も変わりました、法人税関係は税理さんにご相談くださいね。本格的に適用さ

れ る の は 年 末 調 整 又 は 来 年 1 月 か ら の 給 与 計 算 時 で す 。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h24kaisei.pdf 

 ・住宅税制の改正 

 ・医療費控除の改正 

 ・平成 22 年改正で平成 24 年分から適用～生命保険料控除改組 

 ・平成 24 年改正で平成 25 年分から適用～給与等が 1,500 万円超の場合の給与所得控除改正、

および退職所得課税の改正 

 などなど。ご注意ください。 

 

労働契約法の改正により、実務的な社内ルールの見直しも必要となります。 

法改正と会社ルールに無理な乖離があり、社員との大切な約束事（労働契約）に水を差すことのな

いように、ご注意くださいね。 

 現在、労働基準法で、 

 人を雇い入れるとき（労働契約の締結時） 

 必ず書面をもって伝えるべき事項があります（労基則第５条） 

  ・労働契約の期間 

  ・就業の場所、業務 

  ・始終業時刻、所定外労働の有無、休憩、休日、休暇等 

  ・退職に係る事項（解雇の事由服務） 

  ・給与の決定、計算方法、支払方法、給与の締め切り、支払の時期   

  ・契約更新の基準について書面による明示が望ましい（平 20・1・23 基発第 0123005 号） 

 この最後の項目について厚労省モデル労働条件通知書には「更新の有無」欄があります。 

 法律的には現行のものでも可能です。 

  

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h24kaisei.pdf
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日本年金機構から（平成２４年１０月） 

「資格取得の適正化の徹底」 

● 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 

「国民年金保険料の後納制度」 

● 国民年金保険料は、納期限より 2 年を経過した場合、時効によって納付することができなく

なりますが、過去 10 年間の納め忘れた保険料については、平成 24 年 10 月 1 日から平成

27 年 9 月 30 日までの 3 年間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納

付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。（「後納制度」といいます。） 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 

 

法改正特集 

「労働契約法」改正 平成 24 年８月 10 日公布施行（一部について） 

● 雇止め法制化 

● 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換～無期転換ルール 

● 不合理な労働条件の禁止 

高年齢雇用安定法、パート労働法による規制も検討材料です。 

 

「高年齢者雇用安定法」改正 平成２５年４月１日施行 

● 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 

● 継続雇用先企業の範囲の拡大 

● 違反企業に対する企業名公表規定の導入 

● 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定 

改正にかかる実務的な留意点 

□ 年金が受給できる継続雇用者と受給できない継続雇用者の労働条件、給与規定の改定な

どの問題点 

□ 継続雇用者の就労希望と会社のマッチング 

□ 現行で継続雇用者に対する今後の対応 

上記、労働契約法もかかわる問題です、慎重にかつ有効な制度導入をいち早くご検討ください！ 

                                               

 今月の Topics  

●能力給の割合を増やす企業が過半数 経団連アンケート 

●会計検査院 厚労省に「技能修得費」の改善を要求 

●教育関連や飲食業に就職した大卒者 約半数が３年で離職 

●求人倍率が３年２カ月ぶりに悪化 0.81 倍に 

●シルバー人材センターで働く高齢者らに健保適用へ 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6222
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3787
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
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●雇用保険料の未納が過去 20 年で最多 ４億 4,900 万円に 

●上場企業の希望退職募集が前年比 1.9 倍のペースで推移 

●新卒者約 20 万人が就職で「ミスマッチ」 

●財政難の厚年基金は５年で解散、10 年後に制度廃止へ 

●配偶者控除の廃止は見送りへ 

●協会けんぽの保険料率 2013 年度は 10.1％に上昇との試算 

●「共通番号制度」法案 衆院解散により廃案、先送りに 

●年金減額法案、年金生活者支援給付金法案成立 

●民間企業の障害者雇用率が過去最高の 1.69％ 

●非正社員率が増加 総務省 

●70～74 歳医療費負担、特例措置を来年度より廃止 

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

●能力給の割合を増やす企業が過半数 経団連アンケート 

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

経団連は、企業の人事・労務に関するアンケート調査で、「年功的な昇給割合を減らし、能力査

定の昇給割合を増やす」と回答した企業が 58.0％に達し、過半数を占めたことを発表した。経

団連では、「経営環境が厳しい中、企業は社員の貢献度を一層重視している」と分析している。 

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

●会計検査院 厚労省に「技能修得費」の改善を要求 

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

会計検査院は、生活保護費の１つで就職支援のために支給される「技能修得費」について、2009

～2010 年度に支給された１万 3,550 件のうち約 36％の 4,948 件（支給総額１億 2,323 万

円）が、「資格取得や就職といった成果につながっていない」と指摘した。私的に流用されたケ

ースもあり、同院では厚生労働省に改善を求めた。 

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

●教育関連や飲食業に就職した大卒者 約半数が３年で離職 

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

厚生労働省は、新規学卒者の離職状況に関する調査結果を発表し、2009 年３月に大学を卒業

して就職した 43 万人のうち 12 万人（約 28％）が３年以内に会社を辞めていることがわかっ

た。業種別では「教育、学習支援業」（48.8％）、「宿泊、飲食サービス業」（48.5％）などの離

職率が高かった。 

〔関連リンク〕 新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移（厚生労働省） 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/24.html 

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

●求人倍率が３年２カ月ぶりに悪化 0.81 倍に 

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

厚生労働省が９月の有効求人倍率を発表し、0.81 倍（前月比 0.02 ポイント悪化）となったこ

とがわかった。前月比での悪化は３年２カ月ぶりで、特に製造業の新規求人数の落ち込みが目立

った。また、総務省が発表した９月の完全失業率は 4.2％で、前月比で横ばいだった。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/24.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●シルバー人材センターで働く高齢者らに健保適用へ 

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

厚生労働省は、シルバー人材センターなどで請負形式により働く高齢者らが作業中に怪我をした

にもかかわらず、労災保険も健康保険も適用されず医療費の自己負担を余儀なくされている問題

で、こうしたケースについて健康保険を適用して救済する方針を示した。今後、社会保障審議 

会で詳細を詰め、来年の通常国会に関連法改正案を提出する考え。 

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

●雇用保険料の未納が過去 20 年で最多 ４億 4,900 万円に 

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

会計検査院は、全国 17 労働局が行った雇用保険料の徴収状況をまとめ、2011 年度までの３

年間に約 290 事業所が保険料計約４億 4,900 万円を納付していなかったことがわかった。未

納額は過去 20 年の調査で最多で、同院では、派遣労働者の雇止め対策等の制度改正が続き、事

業者の理解が十分でなかったことなどが原因とみている。 

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

●上場企業の希望退職募集が前年比 1.9 倍のペースで推移 

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

東京商工リサーチが、上場企業における 2012 年の希望退職に関する調査結果を発表し、希望

退職者数が１万 6,779 人（今年１月から今月７日までの公表分）にのぼっており、総募集人数

がすでに前年（8,623 人）の約 1.9 倍に達していることがわかった。リーマン・ショックの影

響が大きかった 2009 年（２万 2,950 人）に迫る可能性もある。 

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

●新卒者約 20 万人が就職で「ミスマッチ」 

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

内閣府は、今春卒業した大学生（約 56 万人）について、卒業者数と同数の約 56 万人分の正社

員求人があったにもかかわらず約 20 万人が就職していなかったとする推計結果を発表した。約

20 万人分の求人の多くが中小企業だったため、大企業志向の強い学生との間にミスマッチが生 

じているようだ。 

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

●財政難の厚年基金は５年で解散、10 年後に制度廃止へ 

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

厚生労働省が厚生年金基金制度の見直し案を示し、積立不足を抱えている基金については５年以

内に解散させたうえで、10 年かけて制度を廃止する方針であることがわかった。年内にも改革

案をまとめ、来年の通常国会に関連法案の提出を目指すとしているが、健全な基金や野党な 

どは反対している。 

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

●配偶者控除の廃止は見送りへ 

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

政府・民主党は、配偶者控除について、2013 年度税制改正での廃止は見送り、当面は継続す

る方針を示した。民主党は 2009 年の衆院選のマニフェストにおいて配偶者控除の廃止を掲げ
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たが、４年連続で見送られる。 

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

●協会けんぽの保険料率 2013 年度は 10.1％に上昇との試算 

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

全国健康保険協会（協会けんぽ）は、来年度の保険料率（全国平均）が最大で 10.1％となり、４年

連続で引上げになるとの試算結果を発表した。2017 年度には最大 11.5％になる可能性があり、そ

の場合の１人当たりの負担は今年度より年間で約２万 7,000 円増加する。 

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

●「共通番号制度」法案 衆院解散により廃案、先送りに 

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

政府は、国民１人ひとりに番号を割り振り、住所や所得などを政府や自治体がまとめて把握・管

理し、社会保障の効率化を進める共通番号（マイナンバー）制度を始める目標を、2015 年１

月から１年延ばすことを明らかにした。衆議院の解散によって今国会に提出している同法案が時

間切れで廃案になる見通しとなったため。 

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

●年金減額法案、年金生活者支援給付金法案成立 

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

特例措置により 2.5％高くなっている年金額を本来水準まで引き下げる国民年金法等改正案が、

16 日の参院本会議で成立した。これにより 2013 年 10 月から 2015 年４月にかけて３段階

で引下げが行われる。年間所得 77 万円以下の年金受給者に月額最大 5,000 円を支給する年金

生活者支援給付金法案も成立し、2015 年 10 月の実施を目指す。 

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

●民間企業の障害者雇用率が過去最高の 1.69％ 

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

厚生労働省は、今年６月１日時点での民間企業（従業員 56 人以上）で働く障害者の割合（障害

者雇用率）が全労働者の 1.69％となり、前年の同じ時点より 0.04％増え、過去最高を更新し

たことを発表した。障害者雇用促進法により義務付けられている法定雇用率 1.8％を達成した企

業は、昨年より 1.5％増の 46.8％だった。 

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

●非正社員率が増加 総務省 

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

総務省が発表した７～９月期平均の労働力調査によると、雇用者全体（役員をのぞく）に占める、

パートや派遣社員などの非正社員の割合は 35.5％で、前年同期より 0.3 ポイント増えたことが

わかった。非正社員は前年同期より 25 万人増の 1,829 万人であったが、正社員は 3,327 万

人で、同７万人減となった。 

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

●70～74 歳医療費負担、特例措置を来年度より廃止 

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

厚生労働省は、2013 年度から 70 歳に到達する人に順次、２割の医療費負担を 

求める検討に入った。すでに 70 歳以上の人は１割のままとし、これまで 70～74 歳 
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医療費を１割としていた特例措置をやめる。消費増税を前に世代間の公平を 

求める内容だが、衆院解散・総選挙も絡み実現するかは不透明。 

 

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

今月の NEWS  

 

動き始めた「厚生年金基金制度」の改革 

 

◆制度改革に向けた大きな一歩 

厚生労働省は、11 月２日に「厚生年金基金制度に関する専門委員会」の第１回会合を開き、「厚

生年金基金制度の見直しについて（試案）」を示しました。 

同省では、この試案をベースとして、「厚生年金基金制度改革」を行いたい意向であり、今後の

動向が注目されます。 

 

◆示された「試案」の内容 

上記委員会で示された厚生年金基金制度（以下、「基金」）の見直しに関する「試案」の主な内容

は、次の通りです。 

（１）特例解散制度の見直しによる「代行割れ問題」への対応 

基金の「代行割れ問題」については、従来は「特例解散制度」により、分割納付の特例や厚生年

金本体への納付額の特例が設けられてきました（時限措置）。しかし、母体企業の負担能力が著

しく低下している基金では、特例措置を用いても解散できない状況です。 

そこで、現行の特例解散制度の基本的な考え方・枠組みを維持しつつ、一定の見直しを行うとし

ています。見直し後の特例解散制度は５年間の時限措置とするようです。 

（２）企業年金の持続可能性を高めるための施策の推進 

日本の経済基調が低成長に変化し、金融市場の変動幅が拡大する中、持続可能な企業年金を普及

させるため、企業年金の選択肢の多様化を進めるとしています。 

また、中小企業の企業年金を維持する観点から、基金から他の企業年金への移行を支援するため

の特例措置を設けるとしています。 

（３）代行制度の見直し 

代行部分の債務（最低責任準備金）の計算方法について、有識者の指摘等を踏まえ、厚生年金本

体との財政中立の範囲内で適正化を図り、代行制度の今後の持続可能性に関する検証や厚生年金

本体の財政に与える影響等を踏まえ、10 年間の移行期間を置いたうえで、代行制度を段階的に

縮小・廃止していくとしています。 

また、移行期間中の制度運営にあたって、解散認可基準等の見直しも行うようです。 

 

◆来年の通常国会に関連法案提出か 

AIJ 問題に端を発した厚生年金基金の問題ですが、今後、改革に向けた動きが加速していく可能

性もあり、厚生労働省では、関連法律の改正案を来年の通常国会に提出する予定です。 

 

最新調査結果にみる残業代支払いと有休消化率の現状 
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◆所定外労働時間に関する調査結果 

連合総合生活開発研究所（以下、「連合総研」）が、20～64 歳の民間企業雇用者（2,000 名）

に対して 2012 年 10 月１～６日の間に行った調査によると、2012 年９月中に所定外労働

を行った人は 39.1％で、平均所定外労働時間は38.2 時間でした。 

特に、男性の所定外労働時間を行った割合は 55.2％と多く、平均所定外労働時間は 43.0 時

間でした。 

 

◆残業代支払いに関する調査結果 

所定外労働を行った人のうち「残業手当の未申告がある」と回答した人の割合は 35.3％で、

未申告分の時間の平均は 21.3 時間でした。 

未申告ありと回答した割合は、男女の正社員・非正社員を合わせた全体の約４割ですが、特

に男性正社員に多く見られ、未申告分の時間は平均 24.8 時間でした。未申告の理由につい

ては、「働いた時間通り申告しづらい雰囲気」が 36.3％、「残業代に限度がある」が 24.2%

でした。 

残業手当の全額が支払われた人の割合は 46.9%で、「４割以上６割未満が未申告」だった人

が 5.5%、「２割以上４割未満未申告」だった人が 5.3%でしたが、まったく支払われていな

い人も 6.3%に上ったそうです。 

 

◆有休消化率に関する調査結果 

上記調査において、2011 年度に支給された有給休暇の消化率について尋ねたところ、「概ね

消化できた」と回答した人の割合は、非正社員で約４割、正社員で約２割にとどまることが

わかりました。 

厚生労働省が 2012 年 11 月１日に公表した「就労条件総合調査」においても、2011 年に

おける正社員の有休取得率は 49．3%で、前年比で 1.2 ポイント上昇して２年連続上昇した

ものの、「2020 年に 70%」との目標には遠く及ばない結果となっています。 

 

◆賃金収入も回復の兆しなし 

さらに、同調査において１年前と比べた賃金の増減について質問したところ、「減った」と回

答した人が 31.6％で、「増えた」と回答した人の 23.7％を上回る結果となりました。 

 

  高年齢者雇用の状況と改正法施行後の高齢従業員の処遇 

 

◆希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業は５割弱 

厚生労働省は、2012 年「高年齢者の雇用状況」（６月１日現在）の集計結果を 10 月中旬に

公表しました。 

これによれば、高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は 97.3％（前年比 1.6

ポイント上昇）で、大企業で 99.4％（同 0.4 ポイント上昇）、中小企業で 97.0％（同 1.7

ポイント上昇）でした。 

また、希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の割合は 48.8％（同 0.9 ポイント上昇）で、
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大企業で 24.3％（同 0.5 ポイント上昇）、中小企業で 51.7％（同 1.0 ポイント上昇）との

結果となりました。 

 

◆約４分の１は継続雇用を「希望しない」 

また、定年到達者の継続雇用の状況についてですが、過去１年間に定年年齢に到達した人（43

万 36 人）のうち、「継続雇用された人」は 73.6％（31 万 6,714 人）、「継続雇用を希望し

なかった人」は 24.8％（10 万 6,470 人）、「継続雇用の基準に該当しないこと等により離

職した人」は 1.6％（6,852 人）でした。 

約４分の１の人は継続雇用されること自体を望んでいないようです。 

 

◆継続雇用者の処遇はどのように決める？ 

高年齢者雇用安定法の改正（2013 年４月１日施行）により、労働者が希望すれば、企業は

65 歳までの雇用確保措置（継続雇用等）が義務付けられます（例外あり）。その際に問題と

なるのが、継続雇用者の「処遇」です。 

日本経団連が行った「2012 年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」の結果によ

れば、法改正に伴って必要となる対応について、44.2％の企業が「高齢従業員の貢献度を定

期的に評価し、処遇へ反映する」と回答しています。 

高齢従業員の業務内容や貢献度に応じて、処遇を決定しようとしている企業が多いようです。 

 

   スマホ等の「ブルーライト」が眼の健康に及ぼす影響 

 

◆「ブルーライト」って何？ 

パソコンやスマートフォン、携帯用ゲーム機やタブレットの液晶ディスプレイ、また LED 照

明などから発せられる光のうち、可視光線で最も強い青色光を「ブルーライト」といい、他

の色の光のように眼の角膜や水晶体で吸収されず、網膜まで達します。 

青色光よりさらに強い紫外線については、長時間浴びると角膜炎等の眼病を生じることが明

らかになっていますが、青色光も、眼の中で光を散乱させ、眩しさを感じる原因となること

がわかっています。 

 

◆目の健康にどのような影響を与える？ 

青色光は眩しさを感じる原因であることから、長時間青色光を発する光源を見続けると、眼

精疲労を引き起こす可能性が指摘されています。また、人間は青色光を見ると「今は活動時

間である」と感じ取り、脳が覚醒することから、夜遅くに青色光を見続けることで体内時計

が狂ったり、睡眠障害を引き起こしたりする可能性が指摘され、研究が進められています。 

 

◆ブルーライト保護商品の効果は？ 

青色光を 50％カットする効果のあるメガネが、あるチェーン店では発売開始から 1 年ほど

で 75 万本超を売り上げ、パソコンやスマートフォンの液晶保護フィルムも人気を集めてい

ます。 

眼科医や大学教授らで立ち上げたブルーライト研究会では、保護メガネの使用が眼精疲労や



NK office times p.9 

 

睡眠に及ぼす影響に関する調査結果を発表していますが、いずれも一定の効果があったそう

です。 

ところが、人の水晶体には元々青色光をブロックする仕組みがあること、自然光にも青色光

が含まれること、また、目を酷使することが眼精疲労の原因となることから、まだ青色光が

有害とは言い切れないとする見方もあるようです。 

 

◆ブルーライト保護商品に頼らずに眼の疲れを軽減するには？ 

オフィスにおける眼精疲労の原因には、何と言ってもパソコンの長時間使用が挙げられます

が、モニタの明るさを落としたり画面の背景色を変えたりするだけでも、疲労感を軽くする

ことができるそうです。 

VDT作業については、厚生労働省も従事者の心身の負担を軽減するためのガイドライン等を

設けています。肩こりや眼精疲労に悩む社員がたくさんいるという企業では、これらを参考

に作業環境を見直してみるのもよいでしょう。 

 

 

  最近の労働裁判からピックアップ 

    

 ◆たばこの煙で安全配慮義務違反？ 

仕事中の受動喫煙が原因で病気になったとして、岩手県の職員男性が同県に対して損害賠償

（約 890 万円）などを求めて訴訟を起こしていましたが、盛岡地裁は請求を棄却しました

（10 月 5 日判決）。 

この男性は2008年１月ごろ公用車を運転した際、車内におけるたばこの煙が原因となって、

鼻の痛みや呼吸困難が発生し、同年４月に「化学物質過敏症」と診断され、その後、2009

年７月までの約１年間休職となりました。 

裁判では、県が「公用車の少なくとも１台を禁煙車にしなかったこと」が、安全配慮義務違

反となるかどうかが争点だったようですが、裁判長は「男性が呼吸困難を発症した 2008 年

当時、残留たばこ煙にさらされないようにすべきだとの認識は一般的ではなかった」とし、

安全配慮義務違反には該当しないと判断しました。 

 

◆エンジニアの死亡は過労によるものか？ 

システム開発会社（本社：東京都）のエンジニアだった女性が死亡した原因は過労にあった

として、女性の両親が元勤務先に対して損害賠償（約 8,200 万円）を求めていましたが、福

岡地裁は過労死と認め、約 6,820 万円を支払うよう命じました（10 月 11 日判決）。 

この女性は 1998 年に入社して福岡事業所に勤務し、2006 年からシステム改修のプロジェ

クトに携わり、午前９時から翌日の午前５時まで働くこともあったそうです。2007 年３月

に自殺を図った後に職場復帰をしましたが、同年４月、出張先のホテルで致死性不整脈のた

め死亡しました。 

裁判長は、2007 年２月の時間外労働時間が 127 時間を超え、プログラム完成などの精神

的緊張もあったとして、死亡と業務との因果関係を認めました。 
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◆契約更新拒否は解雇権の濫用か？ 

空調機器会社（大阪市）の元期間従業員４人が、有期雇用契約に上限を定めて契約更新を拒

否されたのは解雇権の濫用であるとして、元勤務先に対して地位確認などを求めていました

が、大阪地裁はこの請求を棄却しました（11 月１日判決）。 

当初、４人は請負社員として勤務（６～18 年間）していました。大阪労働局が 2007 年 12

月に「偽装請負」であるとして是正指導を行い、会社は 2008 年３月に４人を正社員として

雇用（期限付き）しましたが、2010 年８月末以降の契約を更新しませんでした。 

裁判長は「解雇の手続きを踏まずに期間満了によって契約が終了する点に着目して有期雇用

契約を申し込んだにすぎず、解雇権濫用とはいえない」と判断しました。 

 

  「職場の飲みニケーションは必要」は古い考え!? 

 

 ◆約６割が「職場の飲み会は必要」 

「飲みニケーションは必要だ！」という考えも今や昔の話とも思われがちですが、まだまだ

健在のようです。 

株式会社インテージが今年８月に実施した「仕事帰りの外飲み事情 2012」（ビジネスパーソ

ン意識調査）の結果が発表されましたが、この調査によれば、約６割の人が「職場の飲み会

は必要」と思っていることが明らかになりました。 

 

◆仕事帰りの飲みの相手は誰？ 

最近３カ月の仕事帰りの外飲み（職場以外の人との飲みも含む）の状況ですが、67.1%の人

が飲みに行っており、男性 20 代で 81.0%、女性 20 代で 75.0%でした。32.9%の人が飲

みに「行っていない」と回答しましたが、特に女性 30～50 代の割合が高いようです。 

仕事帰りに飲む相手の上位は、「職場の同僚（同性、異性問わず）」が最多（56.1%）であり、

「職場の同僚（同性のみ）」（33.3%）、「職場の上司」（32.6%）が続いています。 

やはり、仕事の延長で職場の人と飲みに行く人が多いようです。 

 

◆職場の飲み会は必要 or 不要？ 

職場の飲み会については、約６割（58.9%）の人が「必要だと思う」と回答し、男性のすべ

ての年代と女性の 20 代では６割以上が「必要」と回答しているのに対し、女性の 30～50

代では５割以上の人が「必要だと思わない」と回答しています。 

職場のコミュニケーションを図る１つの方法として「職場の飲み会」は有効なようですが、

20 代男女の３割以上は「上司からの誘いを断ることができない」と思っている状況もまた、

あるようです。 

 

  今後重視される安全衛生分野における取組み 

    

◆「第 12 次労働災害防止計画」の策定に向け審議中 

「第 12 次労働災害防止計画」とは、労働安全衛生に関して、平成 25 年から平成 29 年

度までの５年の間に、国（厚生労働省）が計画的・重点的に対策を行う内容を定めるもので
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す。現在厚生労働省労働政策審議会安全衛生部会に骨子案が示され、審議中ですが、この内

容から、今後の安全衛生分野の国の方針がわかります。 

 

◆高年齢労働者増加への対応 

まず特徴的なのは、高齢化や改正高年齢者雇用安定法の施行により、今後も増えるとされ

る高年齢労働者に対する取組みです。 

骨子案では、次の事項が指摘され、対策を強化する必要があるとしています。 

（１）60 歳以上の高年齢労働者数 

平成 14 年（約 400 万人）→ 平成 19 年（約 550 万人）に増加 

（２）労働災害に占める 60 歳以上の割合 

平成 19 年（16.3％）→ 平成 23 年（20.5％）に増加 

（３）平成 22 年の労働災害発生率 

〔死傷災害〕 

全年齢平均（2.14／千人当たり） 

60 歳以上（3.08／千人当たり） 

〔死亡災害〕 

全年齢平均（0.22／1 万人当たり） 

60 歳以上（0.47／1 万人当たり）…非常に高い数値 

 

◆改正労働安全衛生法とメンタルヘルス対策 

労働安全衛生法の改正（改正法案は今国会では廃案になりましたが）では、健康診断時の

ストレスチェック制度や受動喫煙対策の推進も明記され、労働者数 50 人以上の会社につい

ての重点的な対策が検討されていたようです。昨今のメンタルヘルスに関する状況を見てい

ると、今後も労働者の安全・健康管理に対する国の施策が進められていくのは確実なようで

す。 

 

◆対策が強化される業種は？ 

労働災害防止対策を重点的に進める業種として、「建設業」「貨物運送業」「第３次産業（小

売業）」「介護事業（社会福祉施設）」等が挙げられています。これらの業種では、業務に伴う

発生率の高い災害を防止するとしています。 

なお、恒常的な長時間労働などは、行政による是正指導・是正勧告、そして様々な労使ト

ラブル（合同労組・ユニオン等からの団交要求、多額の損害賠償請求、無用な裁判費用、新

たな労災・メンタル不全の発生…etc）の元凶となりますので、早めの取組みが大切です。 

 

  多くのビジネスパーソンが「睡眠不足」で仕事に支障 

 

◆社会人の睡眠傾向の実態 

朝夕の通勤電車等で、ぐっすり眠っている人をよく見かけますが、ピースマインド・イープ

株式会社がビジネスパーソン（701 名）を対象に行った睡眠傾向の実態調査によると、約６

割が「睡眠不足で仕事に支障が出ている」と回答したそうです。 
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また、眠れない夜に考える人物の上位は「同僚や部下」「上司」等、仕事に関連する人である

というデータも確認されています。 

 

◆平均睡眠時間５～６時間台が７割超 

NHK が実施した 2010 年度版「国民生活調査」によると、日本人の平均睡眠時間は７時間

14 分だったそうです。 

しかし、前記調査の回答者であるビジネスパーソンの平均睡眠時間は、「５～６時間台」が

71％（501 人）と大部分を占めています。一般的に心身ともに最適な睡眠時間は７～８時

間とされている中で、「７～８時間台」と回答した人は 15%にとどまりました。 

 

◆約６割の社員が睡眠不足で仕事に支障 

「睡眠不足で仕事に支障が出ていますか？」との質問には、「毎日のように出ている」「とき

どき出ている」と回答した人が合わせて 56％に上り、職場での睡眠不足による影響が明らか

となりました。 

また、「眠れないとき誰のことを考えていますか？」という質問では、１位が「仕事関連の人・

こと」（21％）、２位が「家族」（18%）という結果になりました。 

なお、「仕事関連の人」の内訳では「同僚や部下」が最多で、「上司」「取引先担当者」などが

続いています。 

 

◆良質の睡眠が仕事効率アップにつながる 

慢性的な睡眠不足は、うつ病、脳・心臓疾患、生活習慣病の悪化につながる一因となり得る

との報告もなされています。 

より良い睡眠を得ることは、ビジネスパーソンの健康増進や業務の生産性向上につながりま

すので、良質な睡眠環境を整え十分な睡眠を確保することが、個人のみならず、組織にとっ

ても重要な課題だと言えます。 

 

 

  企業におけるメンタルヘルスに関する取組みの実態 

 

 ◆上場企業を対象に実施した調査の結果 

公益財団法人日本生産性本部の「メンタル・ヘルス研究所」は、全国の上場企業（2,140 社）

を対象に実施した「メンタルヘルスの取組み」に関するアンケートの調査結果を発表しまし

た。 

この調査で、最近３年間における心の病が「増加傾向」と回答した企業は 37.6％で、前回調

査（2010 年）の 44.6％から減少し、「横ばい」と回答した企業は 51.4％で、前回調査の

45.4％から増加したことがわかりました。 

 

◆30～40 代の「心の病」の割合 

メンタルヘルスへの企業の取組みが成果をあげている一方で、依然として企業は「心の病」

を有する従業員を数多く抱えています。 
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今回の調査では、これまで最も「心の病」が多い年齢層であった「30 代」の割合が 58.2％

から 34.9％に減少する一方、40 代の割合が 22.3％から 36.2％に増加しています。 

 

◆「早期発見・早期対応」の効果は？ 

不調者の「早期発見・早期対応」（二次予防）は企業が最も力を入れ、期待もしている取組み

であり、管理職のメンタルヘルス対応としても最も期待が高いものです。 

これらの効果が出ている（「十分効果が出ている」と「まずまず効果が出ている」の合計）企

業は 51.4％でした。「あまり効果が出ていない」「効果が感じられない」「どちらともいえな

い」を合わせると 47.2％で、半数近くの企業では十分な効果を感じていないようです。 

 

◆職場における変化は？ 

また、最近の「職場や働き方の変化」に関する質問では、次の３つが上位を占めました。  

（１）職場に人を育てる余裕がなくなってきている（76.1％） 

（２）管理職の目が一人一人に届きにくくなってきている（69.7％） 

（３）仕事の全体像や意味を考える余裕が職場になくなってきている（68.3％） 

組織のタテ・ヨコの結束性や、組織の継続性に大きな影響を与えうる変化が多くの企業で起

きているようです。 

健康でイキイキした職場づくりのため、メンタルヘルスに関する企業努力を継続していくこ

とが非常に重要だと言えそうです。 

 

  「中途採用」を成功させるためには何が必要？ 

 

 ◆求める人材像は明確ですか？ 

株式会社アイデムの研究部門「アイデム人と仕事研究所」が、正社員の中途採用に関する実

態調査を行いました。この調査は、直近１年間に正社員の中途採用面接を行った企業を対象

に行われ、1,010 社が回答しています。 

調査では、自社内の採用ビジョンについて、「求める人材像が確立されている」（「そう思う」

「どちらかといえばそう思う」の合計）が 60.1％あった一方で、37％が「確立されていな

い」と回答しています。 

また、求める人材像が確立されている企業において、採用に関わる社員の間でその人材像が

「共有されている」と回答したのは 25.2%、「どちらかといえば共有されている」と回答し

たのは 57.2%でした。 

さらに、面接で「自社の求める人材を見抜けている」と回答した企業は 55.8%で、見抜けて

いる企業ほど「求める人材像」も明確であったという比例関係があることがわかったそうで

す。 

 

◆人材像の「確立」と「共有」に必要なこと 

求める人材像があやふやであったり、採用担当者に共有されていなかったりすれば、自社の

求める人材は採用できません。求める人材像が確立されていない、あるいは確立されていて

も共有できていない原因はどこにあるのでしょうか？ 
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この原因を考えていくと、「『経営戦略』が明確になっているか」につながっていると考えら

れます。つまり、（１）経営戦略が明確になっている、（２）人材の評価方針（人事考課制度）

が明確である、（３）その評価方針が社員間で共有・合意されている（規定化・研修による理

解）、といったものが充分に遂行されて初めて、会社としてのビジョンが定まり、共有され、

会社が求める人材像が明確になるのです。 

 

◆良い人材は良い経営戦略とその管理から 

良い人材を採用するためには、まず、自社の戦略を明確にすること。そして会社がその戦略

を実行するには、その進捗を管理する人事制度の構築が不可欠です。 

面接テクニックを提供する会社なども多くあり、担当者のスキルアップ自体も重要ではあり

ますが、「良い人材が入ってこない」と思い当たる場合には、一度、人事制度について考えて

みてはいかがでしょうか。 

 

12 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 

○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］ 

本年最後の給料の支払いを受ける日の前日まで 

○年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出［給与の支払者（所轄税務

署）］ 

○給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の提出［給与の支払者

（所轄税務署）］ 

 

★ 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 

 

 

〒530-0041 

大阪市北区天神橋 3-3-3南森町イシカワビル 
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公的支援情報のページ 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 

【概要】 

6 ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または

6 ヶ月以上の有期で直接雇い入れた場合に、奨励金を支給されます。 

 

【助成内容】 

派遣労働者を直接雇い入れてから 6 ヶ月、1 年 6 ヶ月、2 年 6 ヶ月経過後、下表に掲げる

額を支給します。 

 

 期間の定めのない 

労働契約の場合 

6 ヶ月以上の期間の定めのある 

労働契約の場合 

大
企
業 

計  

５０ 

万円 

6 ヶ月 

経過後 
250,000 円 

計  

２５ 

万円 

6 ヶ月 

経過後 
150,000 円 

1 年 

6 ヶ月 

経過後 

125,000 円 

1 年 

6 ヶ月 

経過後 

50,000 円 

2 年 

6 ヶ月 

経過後 

125,000 円 

2 年 

6 ヶ月 

経過後 

50,000 円 

中
小
企
業 

計  

１００

万円 

6 ヶ月 

経過後 
500,000 円 

計  

５０ 

万円 

6 ヶ月 

経過後 
300,000 円 

1 年 

6 ヶ月 

経過後 

250,000 円 

1 年 

6 ヶ月 

経過後 

100,000 円 

2 年 

6 ヶ月 

経過後 

250,000 円 

2 年 

6 ヶ月 

経過後 

100,000 円 

 

 

派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用

する事業主の方が支給対象となります。 

POINT 


