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■

高年齢者雇用安定法改正
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/ind
ex.html
高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り何例にかかわりなく働き続きえることができる社会
の実現を目指します。
確かに、年齢だけで人の能力を測ったり（経験や知識や人間性、そしてその給与等を含める処
遇）は以下の世に合わないと思います。というのは、どの企業の経営者たちも、そろって”が
んばっている社員は認めたい”と口をそろえて言われますから。
しかし、これを制度として法制化すると、一律どんな人であったも雇い続けてなくてはならな
いことが企業にとってリスクにしかならない。
65 歳までの雇用を確保することは、企業にとってリスクではないはずです、生産性向上に貢
献できる人材を育てるというスケジュールを法の改正で勝手に伸ばされた、または人材の活用
手段を押し付けられようとすることには、企業はリスクと想定し、それを回避する策に翻弄さ
れます。
今その手段を企業のパワーになるような制度作りをお手伝いしていますが、制度と法律とそし
て働く社員のモチベーションの成り立ちづくりが難しい。これから、もっともっと考えていく
べき問題になります。

★★★
25 年度から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分（以下「厚生年金報酬比例
部分」という。
）の支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、現状のま
までは、無年金・無収入となる者が生じる可能性がある。
このような状況を踏まえ、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が
労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止するなどの改正を行っ
たものである。★★★
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協会けんぽ保険料 2013 年度も 10％に据え置き
厚労省「追い出し部屋」問題で新たに調査へ
国保の収納率改善も 3,022 億円の赤字
製造業の就業者が半世紀ぶりに 1,000 万人割る
ローソンが 20 代後半～40 代の年収３％アップへ
若者や女性の就労支援に向けて閣僚会議を開催
大学生の内定者 26％が将来転職も視野に
解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討
内部告発、５割超が前向き
「若者応援企業」厚労省が認定へ
2012 年の非正規労働者が過去最高を更新

●協会けんぽ保険料 2013 年度も 10％に据え置き
全国健康保険協会（協会けんぽ）は、2013 年度における全国平均保険料率（労使折半）について、
2012 年度と同じ 10％に据え置く方針を決めた。都道府県別の保険料率についても変更は行わない。
収支均衡のためには平均で 10.07％に引き上げる必要があったが、準備金を取り崩して現行の保険
料率を維持する考え。

●厚労省「追い出し部屋」問題で新たに調査へ
厚生労働省は、大手企業を中心に「追い出し部屋」と呼ばれる部署が増加している問題に関して、調
査が終了した５社のほか、新たに３社を調査する方針を示した。違法な退職強要などの有無を確認す
るため、部署設置の目的や業務について、人事担当者などから任意で聞き取り調査を行う。今後、同
様の部署の広がりが明確になれば、部署を設置した企業数の調査も検討する考え。

●国保の収納率改善も 3,022 億円の赤字
厚生労働省は、2011 年度における国民健康保険の財政状況を発表し、保険料の収納率が 89.39％
（前年度比 0.78 ポイント増）となり、２年連続で改善したと発表した。これにより赤字額は前年度
から 879 億円減少したが、一般会計からの繰入金を除いた実質収支は 3,022 億円の赤字となって
いる。

●製造業の就業者が半世紀ぶりに 1,000 万人割る
総務省が 2012 年 12 月の「労働力調査」の結果を発表し、製造業における就業者が 998 万人（前
年同月比 35 万人減）となり、51 年ぶりに 1,000 万人を下回ったことがわかった。生産拠点の海
外移転や不況による人員削減により、就業者数はピーク時（1992 年 10 月）の 1,603 万人から約
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20 年で 600 万人以上も減少した。

●ローソンが 20 代後半～40 代の年収３％アップへ
ローソンは、2013 年度から 20 代後半～40 代の社員の年収を平均３％（平均約 15 万円）引き上
げることを発表した。年２回支給している賞与に上乗せする。同社の新浪社長は政府の産業競争力会
議のメンバーとなっており、デフレ解消策として所得拡大を掲げる政府の方針に率先して賛同した形
となる。

●若者や女性の就労支援に向けて閣僚会議を開催
政府は、若者や女性の雇用促進を目指して関係閣僚が議論する「若者・女性活躍推進フォーラム」の
初会合を開き、雇用状況を踏まえた対策の検討をスタートさせた。重点的に検討する項目として、
「社
会人の学び直し支援」
、
「仕事と子育ての両立支援」
、
「ジョブカードを活用した再チャレンジの促進」、
「高校や大学でのキャリア教育」の４つを示した。

●大学生の内定者 26％が将来転職も視野に
全国大学生活協同組合連合会が行った「学生生活実態調査」によると、就職活動で内定を得た学生の
26.7％が、将来転職や中途退職を考えていることがわかった。終身雇用や年功序列制度が崩壊し、
学生側も自分の就職先を冷静に捉えていることが浮き彫りとなった。

●解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討
政府の規制改革会議は規制改革の主な検討課題を明らかにし、正社員の解雇をめぐり、どのような条
件なら合理性があると認めるかの基準を明確化するよう提起した。解雇権の濫用として無効判決が出
た場合に、職場復帰の代わりに労使が金銭で労働契約を終了したとみなす解決策の導入も検討する。
6 月にまとめる成長戦略に反映する。

●内部告発、５割超が前向き
サラリーマンを対象に行われたアンケート調査（実施：共同ピーアール）で、勤務先の不祥事を知っ
た場合に内部告発をしようと考えている人が 53.3％に上ることがわかった。前回（2003 年）の調
査を 7.3 ポイント上回っており、前向きな人が増えているが、
「匿名でなら告発する」という人の割
合が多く、2006 年に施行された公益通報者保護法が十分に機能していないとの不満が強いことも
わかった。

●「若者応援企業」厚労省が認定へ
厚生労働省は、新年度から優良な中小企業への橋渡しをするため、若者の採用と育成に積極的な「若
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者応援企業」の認定制度をスタートさせる。要件としては、入社３年後の離職率、有給休暇や育児休
業の取得実績など「働きやすさ」の目安となる指標や教育訓練の内容を公表すること、としている。

●2012 年の非正規労働者が過去最高を更新
総務省が 2012 年平均（速報）の労働力調査詳細集計を発表し、雇用者に占める非正規労働者（派
遣やパートなど）の割合が 35.2％（前年比 0.1 ポイント上昇）となり、３年連続で過去最高を更新
したことがわかった。実数としてみると、前年より２万人増えて 1,813 万人（前年比２万人増）で
最高となったが、正規労働者は、3,340 万（同 12 万人減）となった。

今月の NEWS

2013 年度の各種保険料額・保険料率が決まりました
◆国民年金の保険料額
２月５日に発出された告示（平成 25 年厚労告第 18 号）により、平成 25 年度の保険料額
は、前年度より 60 円引き上げられ、15,040 円になります。
これは、15,820 円（国年法 87 条の３に定められた、平成 25 年度の法定の保険料額）に
0.951（平成 25 年度の保険料改定率）を掛けて算出された額です。
なお、保険料を前納した場合には、毎月納付するよりも割り引かれた額での納付となります。
それぞれ次の額となりますが、納付方法により割引率が異なりますので注意が必要です。
（１）１年間の保険料を前納
・176,700 円（3,780 円の割引き）…口座振替
・177.280 円（3,200 円の割引き）…現金納付またはクレジットカード納付
（２）６カ月間の保険料を前納
・89,210 円（1,030 円の割引き）…口座振替
・89,510 円（730 円の割引き）…現金納付またはクレジットカード納付
（３）１カ月間の保険料を早期納付（その月の保険料をその月末に納付）
・14,990 円（50 円の割引き）…口座振替
なお、１カ月間の保険料を現金で早期納付した場合、またクレジットカードで毎月納付する
場合には割引の適用はありません。
◆協会けんぽの都道府県単位保険料率
２月６日に告示（平成 25 年厚労告第 19 号・第 20 号）が発出され、平成 25 年度の協会
けんぽの都道府県単位保険料率については、据置きとされることとなりました。
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◆雇用保険料率
昨年 12 月 19 日に告示（平成 24 年厚労告第 588 号）が発出され、平成 24 年度の料率を
据え置き、一般の事業で 1.35％、農林水産・清酒製造の事業で 1.55％、建設の事業で 1.65％
となりました。
◆厚生年金保険の保険料率
今年８月分（９月納付分）までの保険料率は、一般 16.766％、船員・坑内員 17.192％と
なっていますが、９月分（10 月納付分）からは、一般 17.12％、船員・坑内員 17.44％と
なります。

2013 年における中小企業の経営環境・施策について
◆経営環境に最も影響のありそうな要因は「国の政策変化」
学校法人産業能率大学が中小企業の経営者を対象に実施した「2013 年の経営環境認識や経
営方針・施策」に関する調査（従業員数６～300 人の企業経営者 645 人が対象）によると、
「今年の経営活動に影響のありそうな要因」についての回答（上位３つ）は、次の通りとな
りました
（１）国の政策の変化（55.0％）
（２）需要の不足（37.5％）
（３）国際情勢の悪化（35.3％）
政権交代による政策変化を気に留めている経営者が相当程度いるようです。
◆人材不足への懸念が強まる
また、同調査では、経営環境に影響のありそうな要因として、
「人材の不足」
（28.4％）が５
位に挙がっています。
採用活動に関する質問においても、来春（2014 年４月）入社の新卒採用活動を「予定あり」
とする回答が 24.8％、今年の中途採用活動について「予定あり」とする回答が 58.3％とな
るなど、採用意欲が増加傾向にあることなどから、企業の人手不足への懸念が現れてきてい
るといえます。
◆2013 年の経営施策１位は「利益率向上」
2013 年に取り組みたいことを尋ねたところ、
「利益率の向上」が 39.1％と最も高く、次に
「営業力の強化」
（37.1％）
、
「市場のシェアの拡大」
（35.0％）、
「顧客満足度の向上」
（31.8％）
が続いています。
その他、
「従業員の教育・育成」
（22.8％）についても、ここ数年では増加傾向にあるようで
す。
◆事業承継計画を策定している企業はやや増加
事業承継については、半数超が「考えている」、約 35％が「考えていない」と回答し、
「自分
の代で廃業にしたい」がおよそ９％となりました。
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承継方法としては「親族に承継したい」が 42.8％、
「親族以外の従業員・役人に承継したい」
が 32.2％となり、親族に譲渡したいと回答した人の割合は２年前の調査より若干低下したよ
うです。

印紙税がかからない「でんさい」がスタート
◆「でんさい」とは？
2008 年 12 月に施行された「電子記録債権法」により、事業者の資金調達等の円滑化を図
るため、手形に替わる新たな決済手段として電子記録債権を電子債権記録機関の記録原簿に
電子記録することで発生・譲渡できるようにした、新しい決済手段です。
全国銀行協会が設立し、全銀行が参加する電子債権記録機関「でんさいネット」が２月 18
日よりサービスを開始することから、注目を集めています。
◆「でんさい」制度を創設した目的
以前から、事業者が売掛債権などを指名債権や手形の形で譲渡することによる資金調達のた
めの取引は行われていましたが、
「債権の存在や帰属を確認するためのコストがかかる」、
「二
重譲渡のリスクがある」
、
「人的抗弁の対抗を受けるリスクがある」、「流動性に乏しい」など
の問題点がありました。
他方、手形については、
「盗難・紛失のリスクや発行・管理・運搬のそれぞれにコストがかか
る」、「印紙税の負担がある」などの問題がありました。
そこで、こうした問題を解決するものとして、また、事業者の資金調達の多様化・円滑化に
つなげるものとして電子記録債権「でんさい」の制度が創設されたのです。
◆利用するメリットは？
従来の手形の場合、発行・管理・運搬にコストがかかるだけでなく、紛失リスク等の問題も
ありましたが、電子記録債権はペーパーレスのためこうしたリスクがなく、印紙税が課税さ
れないことも、手形発行企業・受取り企業双方にとっての大きなメリットとして挙げられま
す。
また、電子記録債権を発生・譲渡させるには、必ず電子債権記録期間の記録原簿に記録を発
生させることが必要となることから、債権の存在の確認や帰属の確認が容易にでき、二重譲
渡のリスクもありません。
さらに、手形割引のように金融機関に譲渡して現金化したり、あるいは回し手形のように二
次納入企業に譲渡してその支払いに充てたりすることができるほか、いくらでも分割できる
というメリットもあるため、これまで資金調達に充てにくかった債権を活用できるようにな
るといった効果も期待されています。

現物給与」の価額の取扱いが変更に
◆適用価額は、原則「勤務地」が基準
報酬、賞与または賃金が、金銭・通貨以外のもので支払われる場合（現物給与）に、その現
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物給与がいくらに相当するかは、その地方の時価により、厚生労働大臣が定めることとされ
ています。
従来、現物給与の価額の算出にあたっては、原則として「適用事業所の所在地」が属する都
道府県の価額が適用されていました。本社および支店等を合わせて１つの適用事業所とされ
ている適用事業所は、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が属する都道府
県の現物給与の価額が適用されてきました。
◆取扱いの変更は４月１日から
この取扱いが、平成 25 年４月１日から変更されます。
現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更されることとなり、
「被保険者の勤
務地」が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となります。
◆具体的には？
具体的には次の通りです。
（１）原則
現物給与の価額の適用にあたっては、被保険者の勤務地（被保険者が常時勤務する場所）が
所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。
（２）派遣労働者
派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道
府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
（３）在籍出向、在宅勤務等
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業
所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その
者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
（４）トラックの運転手や船員等
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用
される事業所が所在する都道府県（船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の
住所が属する都道府県）の現物給与の価額を適用する。
自社の社員で該当する可能性がある場合には、注意が必要です。

「改正高年法」施行目前！ 定昇など賃金制度の動向
◆活発化する賃金をめぐる動き
平成 25 年の春闘がスタートし、ローソンが 2013 年度から 20 代後半～40 代の社員の年
収を平均３％（平均約 15 万円）引き上げることを発表したり、先頃行われた政府と経済３
団体トップとの会談で、安倍首相から、デフレ脱却に向けて業績が改善した企業から賃金を
引き上げるよう要請が出たり、賃金をめぐる動きが活発化しています。
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◆約４割の企業では定期昇給を導入していない
公益財団法人日本生産性本部が 2012 年 10 月～11 月にかけて実施した「第 13 回日本的
雇用・人事の変容に関する調査」によると、年齢や勤続年数に応じた定昇がある賃金カーブ
の設計となっている企業は過半数（55.2％）を占めているものの、「定期昇給はない」とい
う企業も約４割（39.6％）となったことがわかりました。
定昇制度の導入率を過去の調査と比較すると、2000 年が 87.3％、2004 年が 62.2％と
なっており、徐々に導入率は低下しています。
◆定昇を導入している企業の約半数が見直しを検討
定昇制度がある企業での今後の定昇制度の取扱いについては、「現状のまま」が 42.4％とな
った一方で、
「定期昇給によって上がる水準を抑制したい」が 25.9％、
「一定年齢までは定昇
はやむを得ないが、もう少し早めの年齢で止めたい」が 21.2％となり、合計で 47.1％は見
直しを考えていることがわかりました。
企業規模が 5,000 人以上になると「現状のまま」という企業は 12.5％まで減少し、「定期
昇給によって上がる水準を抑制したい」が 37.5％、「一定年齢までは定昇はやむを得ないが
もう少し早めの年齢で止めたい」が 25.0％で、合計 62.5％となり、さらにその傾向が強ま
っていることがわかります。
◆年齢・勤続給を導入する企業は減少
基本給に採り入れられている賃金体系を見ると、管理職層では、役割や職責あるいは職務の
価値を反映させる「役割・職務給」の導入率が 79.2％と高く、職務遂行能力の高さを反映さ
せる「職能給」の導入率はついては、やや下がって 65.6％となっています。また、年齢や勤
続年数を反映させる「年齢・勤続給」については、22.7％となっています。
非管理職層についても同様の傾向がみられますが、どちらに関しても言えることは、
「年齢・
勤続給」は、調査開始から下がり続けているということです。
４月からの「改正高年齢者雇用安定法」の施行による 65 歳までの雇用義務化に伴い、再雇
用者の賃金の賃金水準を引き下げることを検討する企業が増えることも予想され、賃金をめ
ぐる動きはますます目まぐるしくなりそうです。

労災保険給付の振込先として「ゆうちょ銀行」の口座が利用可能に
◆２月 12 日からゆうちょ銀行も OK
これまで、労災保険給付の振込先としてゆうちょ銀行の口座を利用できるのは、労災年金の
みでした。
この取扱いが変わり、平成 25 年２月 12 日以降、次の給付についても、ゆうちょ銀行の口
座を指定できるようになりました。
（１）療養（補償）給付たる療養の費用（「検査に要した費用」は除く）
（２）休業（補償）給付
（３）介護（補償）給付
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（４）アフターケア通院費
（５）障害（補償）一時金
（６）遺族（補償）一時金
（７）障害（補償）年金前払一時金
（８）障害（補償）年金差額一時金
（９）遺族（補償）年金前払一時金
（10）特別遺族一時金
（11）葬祭料（葬祭給付）
（12）定額の特別支給金
（13）未支給金
◆厚労省ホームページから書式をダウンロード
上記の給付等の請求に使用する書式については、厚生労働省ホームページからダウンロード
することができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/
◆若年層での労災事故の増加
近年の傾向では、熟練技術者の減少から、若年層や経験の浅い労働者の深刻な労災事故が増
加していると言われています。
新規採用者への安全衛生指導とあわせて労災保険や社会保険の説明もしてあげると、社員も
安心して力を発揮できることでしょう。

「退職強要」の有無に関する調査結果について
◆調査はなぜ、どのように行われたか？
大手企業に「追い出し部屋」と呼ばれる部署が次々とできている問題については、先月の事
務所便りでも取り上げましたが、厚生労働省は「退職強要の有無等に関する調査」を実施し、
その内容を 1 月 29 日に公表しました。
この調査は、製造業大手企業などで上記のような部署が存在し、転職を勧めたり、退職を迫
ったりするケースがあるとの報道を受け、同省の職員が実態を把握するために、報道された
企業に対して直接聴き取る方法で行われました。
◆「追い出し部屋」の業務内容と状況
聞き取り調査によると、業務量の減少に伴い、一定の従業員を集め、それまでの業務とは異
なる業務をさせている部署の存在が確認されました。
具体的には、他社に外注していた業務を内製化し、取引先から請け負った社外の業務と一緒
に従事させている部署や、技術の進歩やデジタル化で縮小される業務に従事していた社員を
集め、新たな業務に就かせるための研修を行う専門の部署などがあったようです。
実際の業務の状況についてみると、業務量が比較的少ないため労働者が部屋で待機すること
がある日があるものの、稼働率を上げるよう努めており待機者はわずかであるとする企業や、
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それまで配属されていた部署よりも軽易な場合があるとする企業がありました。
◆厚生労働省の対応
今回の調査において、厚生労働省は「明らかに違法な退職強要を行っている企業は確認され
なかった」としています。
ただし、調査対象となった企業に対し、
「経営状況が悪化したためにやむなく労働条件の変更
や雇用調整を行わなくてはならない場合であっても、法令や労使間で定めたルールを遵守す
ることはもちろん、事前に十分な話し合いを行うことは、労使間の紛争を防止するために必
要である」と指摘しています。
また、
「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」と題したパンフレットを用い、退職強
要や解雇などに関する裁判例の内容等を改めて示し、啓発指導を行ったようです。
◆今後、追い出し部屋はなくなるか？
今回の調査を踏まえ、同省は、今後も大規模な雇用調整事案等を把握した場合には、各都道
府県労働局等において機動的に啓発活動に取り組んでいくとしています。
また、産業雇用安定センターが行う出向・移籍のあっせんサービスの活用や、企業自身によ
る再就職援助の要請、ハローワークによる関係機関と連携した再就職支援を行うことなどを
掲げ、「追い出し部屋」については、今後も調査を進めていくようです。

今どきの「飲みニケーション」の実態は？
◆職場の飲み会は「仕事の延長線上」？
株式会社エルネットが、同社が運営するオンラインストレージサービス（宅ふぁいる便）の
ユーザーを対象に実施した「職場の飲み会に対するアンケート」によると、職場の飲み会が
どのような場であるのかを聞いた質問では、
「やや仕事の延長線上の場」との回答が 39.0％、
「やや仕事を離れた息抜きの場」が 35.2％、
「仕事の延長線上の場」が 17.1％、
「仕事を離
れた息抜きの場」が 8.8％となったそうです。
「仕事の延長線上」であると考えている人が若干多い結果です。
◆飲み会頻度は月１、平均費用 3,000～4,000 円
「職場の仲間と飲みに行く頻度は？」の質問に対しては、「不定期」との回答が多数を占め
（62.2％）、
次いで
「月に 1 回」
（15.4％）
「
、月に 2-3 回」
（13.1％）
「月に 4 回以上」
、
（7.6％）
と続いています。
また、職場の仲間との飲み会の１回当たり平均費用は？」との質問に対する回答では、多い
順に「3,000～4,000 円」
（39.7％）
、
「2,000～3,000 円」
（27.1％）
、
「4,000～5,000
円」（21.4％）
、
「5,000 円以上」
（7.6％）、「2,000 円未満」（4.3％）となりました。
◆飲み会で感じる不快なことは？
「飲みニケーション」が叫ばれて久しいですが、転職サイト「マイナビ」を運営する株式会
社「マイナビ」が行ったアンケートによると、「だから職場の飲み会は行きたくない!」と思
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ってしまう瞬間について、次のような回答が挙がっています。
【男性】
（１）上司の説教が始まる（20.4%）
（２）飲み会の時間が長い（18.7%）
（３）会費が高い（16.2%）
【女性】
（１）会費が高い（23.6%）
（２）お酌をさせられる（22.3%）
（３）飲み会の時間が長い（19.2%）
飲み会の場で不快に感じる方もいるようですが、飲み会が職場での人間関係に与える好影響
も小さくないかもしれません。

就活生・内定学生・若手社員 それぞれの思い
◆就活生は企業に何を聞きたいのか？
人材採用コンサルティング会社（株式会社ジョブウェブ）が、就職活動を行っている大学生
（263 名）を対象に昨年 12 月に実施した「2014 年度卒学生・就職活動動向調査」による
と、「会社説明会で聞きたいこと」の上位３つは次の通りでした。
（１）他社との違い（77.6%）
（２）会社の雰囲気・社風（71.9%）
（３）仕事内容（68.8%）
また、
「会社説明会のプログラムにあったら良いと思うもの」という質問に対する回答の上位
３つは次の通りでした。
（１）社員との交流会（76.8％）
（２）社内見学（54.8％）
（３）内定者との交流会（49.0％）
◆「愛社精神」はあるか？
株式会社マイナビの総合情報サイト（マイナビニュース）が、内定を獲得した 2013 年４月
入社の学生（329 人）と、入社２～５年目の若手社会人（484 人）を対象に昨年下半期に
実施した「仕事に関する意識調査」によると、
「愛社精神がある」と回答した内定学生は 78.4％
（前年比 10.6 ポイント減）
、若手社会人は 43.0％（同 2.1 ポイント増）との結果が出まし
た。
内定を受けて、入社後に「愛社精神」が薄らいでいく方が多いようです。
◆企業側の考えは？
上記の結果に対して、新卒学生（新入社員）を受け入れる会社側の考えはどのようなもので
しょうか。
経済同友会が、会員企業を対象に昨年９～10 月に実施した「企業の採用と教育に関するアン
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ケート調査」では、新卒者を採用する際の選考方法として重視するのは「面接」、ビジネスの
基本能力として最も重視するのは「熱意・意欲」との回答が最多でした。
また、アルー株式会社が、新入社員（2012 年４月入社）の業務を指導する「OJT トレーナ
ー」（300 名）を対象に昨年 12 月に実施した意識調査によると、「新入社員が配属された際
に最低限できていて欲しいことで、現状なかなか身についていないこと」との問いについて、
回答数の第１位は「自分で考えて行動できる」、第２位は「挨拶ができる」との結果でした。

添乗員の派遣を受けている旅行会社は労働組合法上の「使用者」に該当するか？
◆旅行会社が派遣添乗員の団交申入れを拒否
旅行会社Ａ社の派遣添乗員Ｂが、Ａ社に対して労働時間管理（管理を行っていなかった）に
関して団体交渉を申し入れたところ、Ａ社側がこれを拒否したため、Ｂ側が「不当労働行為
である」と主張して救済を求めていた事件について、昨年、中央労働委員会により、会社側
の主張を棄却する判断が下されました（2012 年 11 月 29 日）
。
◆事件の概要
Ａ社は旅行事業に関し、労働者派遣法に基づいて、派遣会社から添乗員Ｂの派遣を受けてい
ましたが、Ｂが所属する労働組合本部および支部組合がＡ社側の労働時間管理等について団
体交渉を申し入れたところ、Ａ社側がこれを拒否したことについて、「不当労働行為である」
として、救済を申し立てました。
初審（東京都労働委員会）では、団体交渉事項のうち、Ａ社側が労働時間管理に関する議題
に応じなかったことは不当労働行為に該当すると判断し、Ａ社側に対して「誠実団交応諾」
および「文書交付」を命じたところ、Ａ社側は、これを不服として再審査を申し立てました。
そしてこの度、会社側の再審査の申立ては棄却されたのです。
◆「形式」ではなく「実態」をみて判断
再審査の申立てに対し、中央労働委員会は、
「労働者派遣法第 44 条のみなし規定によって派
遣事業主が責任を課せられている事項の措置を行っておらず、かつ労働時間を含む就業諸条
件について雇用主と同視できる程度の支配力を有している」として、会社側を労働組合法第
７条の「使用者」に当たるとの判断を下しました。
形式的には「派遣先」と「派遣労働者」の関係であっても、実態として「使用者」と「労働
者」の関係にある場合にはそのように判断される場合もあるため、注意が必要です。

3 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］
11 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］
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○ 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］
15 日
○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用の物＞［税務署］
○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町村］
○ 個人事業税の申告［税務署］
○ 個人事業所税の申告［税務署］
○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］
○ 所得税の確定申告期限［税務署］
○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］
4月1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］
○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］

TEL:

中田圭子社会保険労務士事務所
〒530-0041

〒530-0041

06-6718-4596

大阪市北区天神橋 3-3-3

南森町イシカワビル
6F
大阪市北区天神橋
3-3-3 南森町イシカワビル

FAX:
06-6718-4598

E-MAIL:
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