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安部政権が打ち出した日本の成長戦略と雇用の在り方

「成熟産業から成長産業への失業なき労働移動」
これについて「解雇自由の原則」取り入れるべきかどうか、意見が分かれるところではあり
ますが、
厚生労働省は、経営難の企業が従業員を解雇せずに休業などで調整する場合に支給する「雇
用調整助成金」と、転職を支援する「労働移動支援助成金」の予算規模を今後２年で逆転させ
ることにしています。
リーマンショックや東日本大震災の時には、この雇用調整助成金の役割は大きかったのです
が、結局はお金を積んで辞めさせない ”社内失業者”を増やしているだけのこと、という悪
弊を生んだことも事実です。
リストラしないといけない状態である企業も、この制度を使いながら先送りが出来た、
敢えて言うと「辞めたほうがよいかもしれない」場合であっても、会社は人の育成は自社だけ
にとどまることだけで役目を果たすような風潮がありました。
国の政策としての「雇用の安定」は一つの会社に労働者を貼り付けることだけにお金を使い
ました。企業も人に対する考え方に当てはめるしかなく、これでは人も企業も成長目的を達成
することはできなかった。これが間違った結果であったと政府は認め、これからの成長戦略に
はここを切り替えたことを私は高く評価します。
いつまでたっても根強く残る「終身雇用」が処遇面で格差をうむのは、大企業のポスト不足と
中小企業の有能な人材不足が原因ではないでしょうか。
行き過ぎた雇用維持は、労使ともへのデメリットを多く含んでいたことを政府がある意味認
めたわけです。ですが、人を辞めさせることにシフトしたわけではありません、ここは大事な
ところです。
ここから活きるのは企業が企業規模に関わらず人の能力にどこまで大事に考えるかどうか。
「人を大事にする」ことは、組織活動においては「人の能力を大事にする」ことだと私は考
えています。
やっと、ここにお金と労力を使うことが一部の企業についておざなりだった部分、国の政策を
手伝って理解してもらえるようになることでしょう。
企業もこれからは先を見据えた人の教育にお金や力を発揮して、10 年後の発展を絵に描ける
ようになってきた、これは世が明るくなったきた兆しといえる気がします。
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今月の Topics



賃上げ減税の適用条件を緩和へ



「裁量労働制」を拡大 厚労省方針



「在宅勤務」導入時の情報管理に指針 総務省



消費増税分から社会保障制度の充実に 5,000 億円



障害者雇用の基本計画を閣議決定



公共工事入札制度 若手技術者活用で優遇へ



「高額療養費制度」70 歳未満の低所得者の負担軽減を検討



「解雇規制緩和」の対象は専門職に限定



日雇い派遣禁止等を見直しへ 規制改革会議



政府が成長企業への公的年金投資を検討



均等法省令改正で「間接差別」の内容を見直しへ 厚労省

●賃上げ減税の適用条件を緩和へ
政府・与党は、企業減税についての最終案をまとめ、「給与総額を５％以上増やした企業」に対して
検討されていた税優遇の適用条件を「２％以上」に緩和することが明らかになった。来春からの消費
増税による景気の腰折れ防止に向け、企業の投資を促す。

●「裁量労働制」を拡大 厚労省方針
厚生労働省は、労働者が働く時間を柔軟に決定することができる「裁量労働制」を拡大する方針を固
めた。対象となる業務を広げ、手続きも簡単にできるようにする。来年の通常国会への労働基準法改
正案の提出を目指す。

●「在宅勤務」導入時の情報管理に指針 総務省
総務省は、企業の在宅勤務（テレワーク）導入時の情報セキュリティーの指針を、2016 年度をめ
どに作成することを明らかにした。情報漏洩を不安に感じ、導入をためらっている企業のために情報
管理の方法を示し、テレワークの普及を進める。

●消費増税分から社会保障制度の充実に 5,000 億円
内閣府は経済財政諮問会議において、来年４月からの消費増税分から社会保障制度の充実に充てる予
算額は 5,000 億円程度になるとの試算を示した。低所得者の国民健康保険料軽減や保育所の整備な
どに使われる見込み。

●障害者雇用の基本計画を閣議決定
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政府は 2013～17 年度の「第３次障害者基本計画」を閣議決定し、
「50 人以上の企業で雇用され
る障害者数 46.6 万人」といった具体的な数値目標を初めて明記した。社会情勢の変化に対応するた
め、第２次計画までは約 10 年間の計画となっていたが、第３次では５年計画とした。

●公共工事入札制度 若手技術者活用で優遇へ
政府・与党は、建設業の人手不足が深刻化していることを受け、若手技術者を活用する企業を優遇す
るなど、新たな公共工事の入札制度を、早ければ 2014 年夏から導入する方針を示した。復興やイ
ンフラの更新、東京オリンピックの施設整備など、今後も公共工事が続くと見られ、若手
の人材育成が急務であるため。

●「高額療養費制度」70 歳未満の低所得者の負担軽減を検討
厚生労働省は、高額療養費制度を大幅に見直す案を社会保険審議会の部会に示した。70 歳未満で所
得が多い層（約 1,300 万人）に対して自己負担を増やす一方、所得の少ない層（約 4,000 万人）
については負担を減らす案が有力で、2015 年１月の実施を目指すとしている。

●「解雇規制緩和」の対象は専門職に限定
「国家戦略特区」の検討を進める有識者ワーキンググループの八田達夫座長は、特区での解雇等の規
制緩和対象を、弁護士などの専門職と大学院卒者に限定することを明らかにした。労働時間の特例に
ついては見送りとなり、今月から始まる臨時国会での法案提出に向け調整に入る。

●日雇い派遣禁止等を見直しへ 規制改革会議
政府の規制改革会議は厚生労働省に対し、現在は原則禁止されている「日雇い派遣」や「専ら派遣」
等について、抜本的に見直すよう求める意見書をまとめた。今後、労使双方の代表が参加する同省の
審議会で議論し、年内に結論を出す予定。

●政府が成長企業への公的年金投資を検討
政府は公的年金の運用改革の一環として、成長企業の株式に重点的に投資する考えを示した。成長企
業を後押しすることによって企業の収益アップも見込む。約 120 兆円を運用する年金積立金管理運
用独立行政法人（GPIF）による来年度からの運用開始を予定している。

●均等法省令改正で「間接差別」の内容を見直しへ 厚労省
厚生労働省は、昇進や職種変更に関して、合理的理由のない転居を伴う転勤に応じることを条件にす
る「間接差別」を禁じる方針を明らかにした。育児や介護などの理由で転勤が難しい人が不利になら
ないようにするためで、男女雇用機会均等法の省令を改正して「間接差別」の内容を見直す。年内の
省令公布を目指す。
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今月の NEWS

労働基準監督署による最近の送検事例（労災関連）
 東京労働局が送検事例を公表
東京労働局では、労働基準監督署が送検した事例をホームページ上で公表しています。ここ
では、労災事故に関連した最近の送検事例を見てみましょう。

 労災かくしで道路旅客運送業者を書類送検
平成 24 年２月、タクシー会社の駐車場で労働者がハイヤーを洗車していたところ、転倒し
て手首を骨折し、休業４日以上に及ぶ労災事故が発生しました。
労働安全衛生法では、
「休業４日以上」を要する労災については、遅滞なく所轄労働基準監督
署長に「労働者死傷病報告」を提出することを義務付けていますが、この会社は労災の発生
を隠ぺいするため報告書を提出していませんでした。
中央労働基準監督署は、タクシー会社と営業所長を労働安全衛生法違反の容疑で、平成 25
年８月に東京地方検察庁に書類送検しました。

◆ 工事現場の墜落死亡災害で書類送検
平成 24 年４月、高架橋の防風柵新設工事現場で、建設工事業者の労働者（当時 19 歳）が、
つり足場の組み立て作業中に足場から約 13 メートル下の運河上に墜落して死亡しました。
労働者につり足場の組立て作業を行わせる場合は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を
修了した者の中から作業主任者を選任し、作業主任者に作業の進行状況および保護帽と安全
帯の使用状況を監視させなくてはならないところ、この工事業者は、選任した作業主任者が
当該現場に不在であり作業の進行状況と安全帯の使用状況を監視していないことを知りなが
ら、被災労働者らに作業をさせていたことが判明しました。
亀戸労働基準監督署は、工事業者と工事部長を労働安全衛生法違反の疑いで、平成 25 年９
月に東京地方検察庁に書類送検しました。

 労基署関連のドラマがスタート
労基署が送検を行うのは特に重大な事案の場合に限られますが、
「労働安全衛生法違反」以外
にも、
「労働基準法違反」や「最低賃金法違反」等で送検を行うことがあります。
なお、この 10 月から、労働基準監督官を主人公としたドラマ「ダンダリン」
（日本テレビ・
水曜 22 時～）の放送がスタートしたこともあり、今後、労働基準監督署や労働基準監督官
に注目が集まるかもしれません。
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職場での受動喫煙率は何パーセント？
 職場での受動喫煙率の状況
厚生労働省の調査により、他人の煙草の煙を吸わされる「受動喫煙」がある労働者の割合が
２人に１人（51.8％）となったことがわかりました。
この調査は、2012 年の「労働者健康状況調査」で、従業員 10 人以上の１万 3,332 事業
所とそこで働く１万 7,500 人を対象として行われました。
喫煙者の減少や企業の対策強化により、受動喫煙率は、５年前の前回調査の３人に２人
（65.0％）よりは改善しましたが、依然として２割近い職場では受動喫煙対策が取られてい
ない、また、職場の喫煙を不快に感じたり体調を崩したりする労働者が３割もいるなどの状
況があります。

◆ 受動喫煙防止に向けた法改正・助成制度
厚生労働省は「平成 29 年度までに、受動喫煙を受けている労働者の割合を 15％以下とす
る」という目標の達成を目指していますので、今後も法改正や新たな制度の実施がなされる
見込みです。受動喫煙防止対策を企業に義務付ける労働安全衛生法の改正案も、再び国会に
提出されそうです。
厚生労働省では、労働者の健康を確保するため、平成 23 年 10 月から受動喫煙を防止する
ための助成金制度を行っています。
この制度は、中小企業事業主を対象に、職場での受動喫煙を防止するため喫煙室の設置など
を行う際に利用されています。今年５月の改正で助成対象が全業種に拡大され、補助率もア
ップ（上限 200 万円）されました。

◆ 喫煙と健康管理
近年は愛煙家には厳しい時代になっていますが、喫煙者自身にとっても、他人の煙は嫌な人
が多いのではないでしょうか？
また、高血圧等、身体に異常のある方については、喫煙により脳・心臓疾患のリスクが著し
く高くなるとも言われています。
この機会に、健康管理という面からの、職場の受動喫煙対策を検討してみてもよいかもしれ
ません。

人事院調査結果にみる民間企業の勤務条件の最近の動向
◆ 調査の概要
人事院が、毎年民間企業に対して行う調査の 2012 年分の結果が、このほど公表されました。
（１）労働時間の短縮制度、（２）休暇の付与、（３）業務災害および通勤災害に対する法
定外給付制度の状況等について調査し、常勤の従業員数 50 名以上の企業（6,852 社）から
回答を得ました。
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◆ 「三六協定」により延長できる労働時間数
1 カ月単位で三六協定を締結している企業において、協定により延長できる労働時間数は、
「45 時間」が 49.6％、「30 時間超 45 時間未満」が 31.9％でした。また、1 年間では
「360 時間」が 53.7％、「300 時間以上 330 時間未満」が 26.5％でした。
特別条項付き三六協定を適用した場合の延長時間数については、1 カ月間の延長時間数を
「60 時間超 80 時間以下」とする割合が 46.7％、「45 時間超 60 時間以下」が 22.4％、
「80 時間超 100 時間以下」とする割合が 18.2％でした。また、１年間の延長時間につい
ては、「720 時間超」が 33.2％、「660 時間超 720 時間以下」が 18.3％、「540 時間
超 600 時間以下」が 13.2％でした。

◆ 休暇の付与の仕方
正社員の夏季休暇制度がある企業の割合は 60.9％で、このうち 58.4％の企業で有給として
いました。夏季休暇制度がない企業の割合は 38.9％でした。
なお、有期雇用従業員について見ると、フルタイムの場合に正社員と同じ夏季休暇制度があ
る企業の割合は 50.0％で、1 週間当たりの労働時間数が正社員の４分の３以下の有期雇用従
業員（以下、「４分の３以下の従業員」）では 40.8％でした。
年次有給休暇では、フルタイムでは 81.6％の企業が一定期間経過後から付与していましたが、
４分の３以下の従業員では 87.8％と、有期雇用従業員の間でも付与の仕方に違いが見られま
した。

◆ 業務災害および通勤災害に対する法定外給付制度
従業員が業務災害または通勤災害にあった場合に、労災保険による給付の他に独自給付を設
けている企業の割合は、業務災害の場合、死亡で 56.3％、後遺障害で 50.0％、通勤災害の
場合、死亡で 51.3％、後遺障害で 45.1％でした。

“朝活”はココまで進化！「エクストリーム出社」
 話題の“進化型朝活”
皆さんは「エクストリーム出社」なる活動をご存じでしょうか。これは、最近マスコミ等で
も取り上げられている、話題の“進化型朝活”です。
しばらく前から静かなブームとなっている“朝活”は、日々の仕事に追われる毎日の中で、
時間を作り出し有効活用するための方法として、始業前の朝の時間を、勉強や趣味などの活
動に充てるというものです。
例えば、勉強会に参加したり、早朝ランをしたり、ヨガやジムに通ったり…といったものが
一般的ですが、この「エクストリーム出社」は、よりアクティブな活動を行うものです。

◆ サーフィンしてから出社!?
日本エクストリーム出社協会の定義によると、エクストリーム出社とは、
「早朝から観光、海
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水浴、登山などのアクティビティをこなしたのち、定時までに出社する」ことです。
サーフィンをしてから出社する人もいるそうで、
「朝からなんて過激な（extreme）…」とも
思いますが、忙しい現代人を中心に、レジャーの常識を覆す新たな遊びとして、静かなブー
ムとなっているのだそうです。

◆ 意外な効果も…
疲れて果てて仕事にならないのではないかという疑問も当然出てくるところですが、もちろ
ん疲れはするものの、出社してからもテンションが上がったままで元気で、退社する頃にど
っと疲れが出て急に眠くなり、その流れで夜は早寝ができて翌日は早起きできるのだとか。
リフレッシュ効果もあり、仕事に対するモチベーションも上がるとのことですので、一度試
してみるのもおもしろいかもしれません。

運送事業者に対する監督指導・送検の状況
 平成 24 年の監督指導・送検
厚生労働省から、自動車運転者（トラック、バス、タクシー等）を使用する事業場に対して
行われた、全国の労働局や労働基準監督署による監督指導や送検について、平成 24 年の状
況が公表されました。
自動車運転者を使用する 6,007 事業場に監督指導が行われ、何らかの労働基準関係法令違反
が見つかったのは、全体の 82.0％（4,924 事業場）、改善基準告示違反があったのは、全体
の 60.6％（3,640 事業場）でした。
違反の内容は、多い順に以下ようになっています。
＜主な「労働基準関係法令違反」の内容＞
（１）労働時間（54.9％）
（２）割増賃金（24.3％）
（３）休日（5.7％）
＜主な「改善基準告示違反」の内容＞
（１）最大拘束時間（48.9％）
（２）休息期間（35.9％）
（３）総拘束時間（34.9％）
（４）連続運転時間（30.3％）
（５）最大運転時間（17.3％）
また、重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検が行われたのは 80 件でした。

 「脳・心臓疾患の労災認定」は最多
自動車運転者は、依然として長時間労働が常態化しており、脳・心臓疾患の労災認定件数が
最も多い職種でもあります。
平成 24 年度は 83 件の労災保険の支給決定がなされています。これは氷山の一角であり、
交通事故などで亡くなった自動車運転者の中には、長時間労働が要因であった場合もあるの
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ではないかと推測されます。また、物損事故で済んだような場合でも、修理の間、その車両
が使用できなくなれば、業務には影響が及びます。
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、
「労働基準関係法令など
の周知・啓発に努める」としています。現在、取り組んでいる企業でも、今以上に、自動車
運転者に対する労働条件の見直しと監督・指導への対応は重要な課題となってくるでしょう。

婚外子相続格差違憲判決で注目を集める「寡婦控除」
 きっかけとなった判例
法律上婚姻関係のない両親から生まれた「婚外子」（非嫡出子）の相続について、「法律婚の
子（嫡出子）の２分の１」とする民法の規定をめぐり争われた遺産分割審判において、2013
年９月４日、最高裁大法廷は、
「父母が婚姻関係になかったという、子供にとって選択の余地
がない理由で不利益を及ぼすことは許されない」とし、同規定は憲法に違反しているとして、
無効とする判断を下しました。
この決定を受け、政府は、早ければ今秋の臨時国会で民法改正案を提出する見込みですが、
相続に限らず多方面に影響が及ぶ可能性があります。その１つに、「寡婦控除」があります。

 「寡婦控除」とは？
寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の要件を満たす場合に受けられる所得控除で、控除額は
27 万円（特定の寡婦は 35 万円）です。
所得税法上の要件とは、その年の 12 月 31 日時点において、（１）夫と死別もしくは離婚した
後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族または生計を一に
する子がいる人、
（２）夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一
定の人で、合計所得金額が 500 万円以下の人です。
いずれも民法上の「婚姻」を前提としているため、非婚女性には適用がありません。

 適用要件緩和を求める動き
これによる影響は、所得税の負担増だけではありません。寡婦控除後の所得税をもとに算定
される住民税や国民健康保険料、保育料、さらには公営住宅の入居資格やその家賃などにも
及ぶため、非婚女性はかなりの経済的負担増を強いられることになります。
そのため、日本弁護士会連合会（日弁連）では、国や地方自治体に対し「みなし寡婦」の取
扱いを求める要望書を提出しており、一部自治体では非婚女性への適用を認めるところも出
始めています。企業においてもこれらの動向に注意を払う必要があるでしょう。

快適な職場環境を実現するための「職場のパワハラ」への取組み
 急増する「職場のパワーハラスメント」
職場内でのいじめや嫌がらせ（パワーハラスメント／パワハラ）については、近年、労働局
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や労働基準監督署等への相談が急増するなど、社会的な問題として顕在化してきており、対
応に悩む職場が増えています。
厚生労働省が平成 24 年度に実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によ
ると、約４分の１の従業員が、パワハラを経験しています。
パワハラは、従業員個人にメンタル不調等を生じさせるだけでなく、職場風土の悪化等によ
る生産性の低下、企業が職場環境配慮義務違反等を問われるリスク、企業イメージの低下な
ど、企業にも大きなマイナスの影響を与えます。
これを防ぐためにも、予防・解決に向けた取組みを行うことが求められていますが、そのよ
うな取組みを行う企業は現在約半数にとどまっているようです。

 厚生労働省の取組み
厚生労働省では、このような状況を受けて、企業の取組みの好事例などを紹介した『職場の
パワーハラスメント対策ハンドブック』を作成しました。
この中では、製造業や建設業、社会福祉施設など様々な業種（全 17 社）の取組みが紹介さ
れているほか、就業規則の規定例などが掲載されており、取組みが遅れている企業が活用で
きる内容となっています。
また、このハンドブックをもとに、無料の「パワーハラスメント対策支援セミナー」が全国
約 50 カ所で開催されることとなっています。おおいに活用したいものです。

 ハンドブックの入手方法
このハンドブックは、都道府県労働局や労働基準監督署等で配布するほか、ポータルサイト
「あかるい職場応援団」
（http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp）からも無料でダウンロ
ードすることができます。

「デバイスの多様化」による仕事スタイルの変化
 個人所有の端末を仕事で利用？
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社は、全国の都市部・郊外に勤務する就
業者（1,648 名）を対象に、
「デバイスの多様化」がワークスタイルにどのような影響を及
ぼしているかについて、利用実態調査を実施しました。
この調査によると、約 98％の人が何らかの個人用端末を所有していました（２台以上所有
している人は約 50％）
。所有している端末の種類は、ノート PC（73.4％）、スマートフォ
ン Android（35.9％）
、デスクトップ PC（31.4％）となっています。
個人端末を仕事で利用することが「許可されている」のは約 36％で、そのうちの約 60％が
「規制は特になく、自由に使っている」と回答しました。

 会社支給の携帯端末をプライベートでも使用？
会社から何らかの携帯端末を支給されている人は約 28％でした。支給されている端末の種
類は、ほとんどがノート PC（約 72％）で、以下、スマートフォン Android（7.9％）、iPhone
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（4.6％）でした。
会社が支給した携帯端末のプライベート利用が「許可されている」のは約 39％で、そのう
ちの 63％が「規制は特にない」と回答しています。

 データファイルを社外に持ち出したことは？
データファイルの持出し経験がある人は約 22％に上り、その内訳は、
「他部署への異動の際」
が 49.7％、
「転職の際」が 26.2％、
「転職も異動もないがある」14.4％でした。
USB メモリに保存したり、会社のメールに添付して自分宛に送信したりすることはもはや当
たり前であり、データを持ち出すことに罪悪感がないと回答した人は 34％でした。

 携帯端末を使用する際は対策を万全に
従業員が業務で私用の端末を利用する「BYOD（Bring Your Own Device）」についての割
合はわずか７％ながら、
「シャドーIT」と呼ばれる、企業が業務で私物端末の使用を許可しな
い状況で従業員が勝手に使用するケースや、
「BYOD」のルールを定めずに使用させているケ
ースの割合は 23.4％と高かったようです。
今後、携帯端末の導入・持込みはますます多様化していくと考えられ、各職場のワークスタ
イルに適合した運用ルールの作成、社外へのデータ持出しについてのセキュリティ対策、デ
ータの送受信についての従業員へのモラル教育なども必要になってくるでしょう。

企業における「懲戒処分」の実施状況は？
 労働政策研究・研修機構の調査
近年、労使トラブルは増加傾向にありますが、それに伴い懲戒処分を実施する（または実施
を検討する）企業も増えているようです。
ここでは、独立行政法人労働政策研究・研修機構から今年７月末に発表された「従業員の採
用と退職に関する実態調査」
（常用労働者 50 人以上を雇用している全国の民間企業 5,964
社が回答）の結果から、企業における懲戒処分の状況について見てみましょう。

 懲戒処分の規定内容
まず、懲戒処分の規定が「ある」企業の割合は 94.6％で、規定のある企業を対象にその規
定の形式を尋ねたところ、ほとんどの企業（98.1％）が「就業規則」に規定していることが
わかりました。なお、
「労働協約」で定めている企業は 6.4％でした。
規定内容は、割合の高い順に「必要な場合には懲戒処分を行う旨の規定」（75.7％）、「懲戒
処分の種類」
（69.9％）
、
「懲戒の対象となる事由」
（61.9％）となっています。

 最近５年間における実施状況
ここ５年間での懲戒処分の種類ごとの実施割合は、次の通りとなっています。
（１）始末書の提出（42.3％）
（２）注意・戒告・譴責（33.3％）
（３）一時的減給（19.0％）
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（４）降格・降職（14.9％）
（５）懲戒解雇（13.2％）
（６）出勤停止（12.3％）
（７）諭旨解雇（9.4％）
なお、
「いずれの懲戒処分も実施していない」企業の割合は 39.0％でした。

 懲戒処分実施時の手続き
懲戒処分を実施する際の手続きとして法律で定められた要件はありませんが、一般的には「理
由の開示」
、
「本人の弁明機会の付与」が必要とされています。
また、
「労働組合や従業員代表への説明・協議」を行うことにより、本人以外の従業員の納得
性を高めることもできますので、実施する際には慎重な配慮が必要です。

最近よく耳にする「マタハラ」の原因と対策
 「マタハラ」の定義
「マタハラ」とは、マタニティハラスメントの略語であり、働く女性が妊娠・出産を理由に
解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的ハラスメ
ントのことを言います。働く女性にとっては、「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ３大ハラスメ
ントの１つと言われているそうです。
連合が今年５月に実施した「マタニティハラスメントに関する意識調査」によると、
「マタハ
ラという言葉も意味も知らない」と答えた人が約８割に上った一方、妊娠経験のある女性労
働者の４人に１人が「マタハラに該当する被害を受けたことがある」と答えています。

 実際にどんなハラスメントがあったのか？
連合が実施した「働く女性のための労働相談」では“マタハラ”について、以下のような相
談が寄せられたそうです。
・
「妊娠を告げたら、退職を強要された（解雇された）」
・
「会社に育児休暇の規定はないと言われた」
・
「妊娠中に残業や過重労働をさせられた」

 なぜ、マタハラが起こるのか？
上記の意識調査では、職場で“マタハラ”が起こる原因として、次の３つが上位に挙げられ
ました。
（１）男性社員の妊娠出産への理解不足・協力不足（51.3%）
（２）会社の支援制度設計や運用の徹底不足（27.2%）
（３）女性社員の妊娠出産への理解不足（22.0%）
これらの結果から、妊娠・出産・育児に関する規定や制度をしっかりと整備し、社員への周
知や啓発を行い、意識を高めていくことが大切だと思われます。
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 職場でのマタハラをなくすために
連合が作成した「働くみんなのマタハラ手帳」では、妊娠・出産と仕事を両立するための基
本的な法律をマンガ等でわかりやすく紹介しています。
また、就業規則のチェックリストなども掲載しており、誰にとっても仕事と生活の調和が可
能になるよう、職場全体の働き方の見直しを呼びかけています。

11 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］
○ 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
○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書の提出［税務署］
12 月２日
○ 個人事業税の納付＜第 2 期分＞［郵便局または銀行］
○ 所得税の予定納税額の納付＜第 2 期分＞［郵便局または銀行］
○ 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］

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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