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GW です。今年のカレンダーでは大型連休とはならなかったのですが、あれほど心配された”消費
税増税底冷え感”、皆様はどのようにお感じなられましたでしょうか。私は大阪駅周辺の人の数、
ここ何年間でもっとも賑わっていたように思えました。
他国で起きた多くの若者が亡くなるという悲惨な事故、「安全」はお金では決して買えない、人の
大事に考えている心で維持できる、と感じました。絶対に二度と起こしてはいけない事故ですが、
どんなに法律や罰則を厳しくしても、大事なことを大事なことと捉えられる”律する”言動が必須
です。会社もあらゆる場面で決断を強いられます、このときに重要なことは、私たち日本人が一番
と常に思う「自律と倫理」、人の気持ちの乱れが、大きな悲劇を招いたとしか思えません、とても
残念なことです。
社会保険労務士

中田 圭子

□■ 厚生労働省 最新情報 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
・労働時間等設定改善推進助成金
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/110602_01a.pdf
・「高度外国人材活用のための実践マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-okugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubuGaikokujinkoyoutaisakuka/0000044870.pdf
・雇用保険法改正により拡充された教育訓練給付の対象となる教育訓練の指定基準について～
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044552.html
・パートタイム労働者の雇用管理の改善のために
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
・パートタイム労働法が変わります ～短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法
律が公布されました～
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html
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今月の Topics
◎ 74 基金が「特例解散」へ

約 86 万人に影響

◎ 中小企業の深刻な後継者不足が明らかに

中小企業白書

◎ 派遣の半数が「正社員」としての雇用を希望
◎ 現金給与総額が３カ月ぶりにｿﾞｳｶ

残業代などが押上げ

◎ 来年度からの介護報酬引上げを検討
◎ 建設現場で人手不足が悪化

不足率が 2.8％に

◎ 「がん患者の就労支援」実施企業は１割
◎ 社内保育所の運営費を国が補助
◎ 女性の再就職支援へ 首相が支援拡充方針
◎ 危険運転に対する罰則強化についての政令を閣議決定

74 基金が「特例解散」へ

約 86 万人に影響

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
来年度にかけて、74 の厚生年金基金が特例解散する方向で調整していることがわかった。これにより、
年金受給者約 45 万人、現役社員の加入者約 41 万人の、計約 86 万人が影響を受ける。なお、３月時点で
全国 527 基金のうち 195 基金が解散する方針を厚生労働省に伝えている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小企業の深刻な後継者不足が明らかに

中小企業白書

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2014 年度版「中小企業白書」により、経営者の高齢化が進む中、後継者不足が深刻になっている実
態が明らかになった。これが休廃業数の増加につながっているとの指摘もなされており、今後は親族以
外に事業を引き継ぎやすくする仕組みづくりが求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
派遣の半数が「正社員」としての雇用を希望
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本人材派遣協会の調査で、派遣労働者の 48.3％が、将来の働き方として正社員を希望していることが
わかった。しかし、同調査によると、派遣先企業から正社員としての採用を打診されたことがある人は
18.1％で、本人が希望していても正社員となるのは難しいのが現状。なお、派遣社員として働き続けたい
人の割合は 14.7％だった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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現金給与総額が３カ月ぶりに増加 残業代などが押上げ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省「毎月勤労統計調査」（３月）により、現金給与総額が 27 万 6,740 円（前年同月比 0.7％増）
となり、３カ月ぶりに増加したことがわかった。ただし、これは残業代などの「所定外給与」やボーナス
などの「特別給与」の上昇によるもので、基本給などの「所定内給与」は 22 カ月連続で減少している
（24 万 656 円・同 0.4％減）。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
来年度からの介護報酬引上げを検討
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会（介護給付費分科会）は、来年度に介護サービスの報酬を
引き上げる検討に入った。離職率が高い介護職員の待遇を改善することで、深刻化する人手不足を食い
止める狙い。今年末までに引上げ幅を決定し、2015 年４月からの適用を目指す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建設現場での人手不足が悪化

不足率が 2.8％に

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３月の建設労働需給について、建設現場での必要人数に対する不足人数の割合を示す不足率が、前月比
0.5 ポイント悪化して、2.8％だったことがわかった（国土交通省発表「建設労働需給調査結果」）。こ
れは、調査開始以来、2006 年９月と並ぶ最も高い比率。なお、建設現場での人手不足は、
2011 年７月から２年９カ月続いている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
がん患者の就労支援」実施企業は１割
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省の調査により、がんと診断された従業員への支援状況について、通院日を有休扱いにす
るなどの就労支援を実施している企業は１割にとどまることがわかった。同省では、働けるがん患者が
退職を余儀なくされる状況にあることを重く見て、今後、就労支援を進める企業への後押しを強める方
針。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働時間規制の見直しを検討

政府合同会議

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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安倍首相は、経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議において、現在の労働時間規制を見直し、
「社員本人の希望」や「労使の合意」を前提に多様な働き方ができる労働時間制度を検討することを明ら
かにした。６月にまとめる成長戦略の柱として盛り込む考え。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社内保育所の運営費を国が補助
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、来春から、自社の従業員以外の子どもも預かる民間企業の社内保育所に、国と自治体が運営費の
４割以上を補助する制度を作る方針を明らかにした。約４万 4,000 人（2013 年 10 月時点）に上る待機児
童の減少および働きながら子育てをする女性の支援を目指す。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
女性の再就職支援へ 首相が支援拡充方針（4 月 19 日）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安倍首相は、育児などで退職した女性の再就職支援を拡充する方針を明らかにした。中小企業が実施す
るインターンシップに実習生として参加する場合に支給される助成金（１日最大 7,000 円）の対象者を
拡大して、正社員経験者のない人も受給できるようにする。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
危険運転に対する罰則強化についての政令を閣議決定（4 月 18 日）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、飲酒や薬物摂取、特定の病気等の影響により交通事故を起こした場合の罰則を強化する「自動車
運転死傷行為処罰法」に関して、一定の症状を伴う統合失調症やてんかんなど６つの病名を適用対象に
定める政令を閣議決定した。同法は５月 20 日施行。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

改正安衛法案による「ストレスチェック」実施による企業への影響
◆ 改正法案の内容
今国会で成立する見込みの「改正労働安全衛生法案」ですが、その主な内容は次の通りとなっています。
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（１）化学物質管理のあり方の見直し
（２）ストレスチェック制度の創設
（３）受動喫煙防止対策の推進
（４）重大な労働災害を繰り返す企業への対応
（５）外国に立地する検査機関等への対応

●「ストレスチェック制度」の概要
上記（１）～（５）のうち、最も注目されている項目は（２）の「ストレスチェック制度の創設」
ですが、その内容は次の通りです。
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師等によるストレスチェックの実施（希
望者のみ）を事業者に義務付ける。ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義
務とする。
・ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医
師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いたうえで、必要な場合には、作業の転換、
労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

●

改正法案成立に伴う企業への影響
改正法案が成立した場合、企業にはどのような影響があるのでしょうか？
まず、ストレスチェックは健康診断の際に行われることが想定されるため、健診項目が増えることに
より健診にかかる費用がアップする（企業の負担が増える）ことが考えられます。
また、今まで潜在化していた従業員の精神疾患（うつ病など）がストレスチェックの実施を契機に顕
在化することも考えられますので、これらの従業員への対応（労働時間の短縮、担当業務の見直し、
休職制度の適用、労災申請への対応等）が迫られる可能性もあります。
いずれにしても、施行日（ストレスチェック制度の創設については「公布から１年６カ月」
）に向け、
対応を検討しておくことが必要だと言えるでしょう。

「非正規社員の正社員化」の動きと「限定正社員」！？
◆

小売、流通、外食を中心に増加

Nk-office Time P.5

先日、衣料専門チェーン「ユニクロ」を運営する株式会社ファーストリテイリングが、現在約３万
人いるパート社員・アルバイト社員のうち、半数以上の約１万 6,000 人を今後２～３年かけて正社
員に登用していくことを発表したとの報道がありました。
同社以外にも、流通業や外食産業などにおいて、大手企業を中心に「正社員化」の動きが広がって
いるようです。

◆「正社員化」のねらい
この「正社員化」の広がりの背景には、以下のような企業の思惑があるようです。
・
「経験豊富な非正規社員のノウハウを活用したい」
・
「待遇改善によって優秀な人材を定着させたい」
・
「景気回復の影響による人材不足状態を解消したい」
・
「社員のやる気をアップさせて業務の質を高めたい」

◆「限定正社員」の活用
なお、ファーストリテイリングでは、勤務地限定（店舗限定）で働くことができ、雇用期間に定めの
ない「限定正社員」の仕組みを取り入れるとのことです。
この「限定正社員」は、正社員と非正規社員の中間に位置する雇用形態であり、勤務地の限定のほか、
職種・職種や労働時間などを限定するものもあり、最近では「多様な正社員」や「ジョブ型正社員」
などとも呼ばれています。
現在、
「限定正社員」の仕組みを積極的に取り入れていこうとする政府・厚生労働省の動きがありま
すが、何らかの「限定」があることにより、通常の正社員よりも待遇（賃金水準）が低く設定される
ことが一般的です。

◆「限定正社員」に対する懸念
限定正社員には、育児や介護が必要なため「自宅の近くでしか働けない」
「長時間は働けない」等、
正社員として働くことに何らかの制約のある人に対して「正社員」の道を開くメリットがあるとされ
ています。
しかし、
「賃金を低く抑えるための口実として使われる」
「通常の正社員よりも解雇されやすい」など
といった懸念の声も挙がっています。
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詐欺罪に問われることも！

助成金

（両立支援助成金）の不正受給事例

◆「不正受給」に該当するケースとは？
助成金の支給申請に際して、事実通りに申請してしまうと助成金を受給できなかったり、期待した額
の助成金を受給できなかったりするため、存在しない書類や実態と異なる書類を作成・提出して助成
金を受給しようとすることは「不正受給」に当たります。
実際に助成金を受給しない場合であっても、申請するだけで不正受給になるため注意が必要です。
以下では、厚生労働省から発表されている「両立支援助成金」の不正受給事例をご紹介します。

◆不正受給事例（１）
事業主Ａは、助成金の申請にあたり「事業所内保育施設の建設に要した費用の領収書の写し」の提出
が必要でしたが、助成金に詳しい外部者から「他の事業主はみんなこのようにかしこくやっている」
と助言を受け、建設会社に依頼して実際に支払った金額よりも高額な額面の領収書を発行してもら
い、本来受給できる金額より多額の助成金の支給を受けました。
後日、会計検査院の調査において不正の事実が判明して指摘を受けたため、事業主Ａは助成金を全額
返還するとともに、雇用関係助成金の３年間の支給停止決定を受けました。
さらに、労働局により詐欺罪（刑法 246 条：10 年以下の懲役）で刑事告発され、警察の捜査を受け
て書類送検されました。

◆

不正受給事例（２）
事業主Ｂは、助成金の申請にあたり「対象労働者の出勤簿の写し」の提出が必要でしたが、もともと
出勤簿を作成していませんでした。
このため、助成金に詳しい外部者が出勤簿を作成し、その写しを添付して支給申請しましたが、記載
内容が実際の出勤状況と違うことが判明したため、事業主Ｂの助成金は不支給となり、雇用関係助成
金の３年間の支給停止決定を受けました。
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「コンプライアンス違反」で倒産する企業の特徴
◆増加する“コンプライアンス違反倒産”
粉飾決算や脱税、偽装などのコンプライアンス違反は、今や企業の存続すら危うくしてしまう可能性
のある重大事項となっています。
先日、帝国データバンクから、コンプライアンス違反が原因で倒産（＝コンプライアンス違反倒産）
した企業について調査・分析した結果が発表されました。
この調査は 2005 年度から実施されており、この調査で判明した 2013 年度における「コンプライア
ンス違反倒産」
（負債 1 億円以上の法的整理のみ）は、過去最多の 209 件（2005 年度は 74 件、2012
年度は 200 件）となりました。

◆違反の類型別に見ると…
主なコンプライアンス違反の類型は次の通りです。
（１）粉飾（52 件）
（２）業法違反（33 件）
（３）資金使途不明（22 件）
（４）不正受給（17 件）
（５）雇用（16 件）
上記のうち、
「不正受給」には助成金や介護報酬などの不正受給が含まれ、
「雇用」には主に労働基準
法違反が含まれています。
また、業種別に見てみると、上位から「建設業」
（56 件）、
「サービス業」
（43 件）、
「製造業」
（34 件）
、
「卸売業」
（29 件）
、
「運輸・通信業」
（28 件）の順となっています。

◆コンプライアンス違反の影響
コンプライアンス違反は、多額の金銭的影響（課徴金の納付、第三者委員会の調査費用等）がある他、
消費者や取引先へ与える影響も多大です。
財務基盤が弱い企業、顧客離れが大量発生した企業については、これらの影響により簡単に倒産する
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ことがあり得る時代なのだと言えます。

４月以降の労働・社会保険事務で留意すべき改正点
◆労働保険関係
育児休業給付の支給率（休業前の賃金に対する給付割合）が、休業開始後６カ月の間は、50％から
67％に引き上げられます。
また、教育訓練給付金が拡充され、厚生労働省の指定講座を受ける場合の支給額が受講費用の２割か
ら４割に引き上げられ、資格取得等のうえで就職に結びついた場合はさらに受講費用の２割を追加
支給します。
また、再就職後６カ月以上職場に定着することを条件に、離職前の賃金よりも再就職後の賃金が下が
った場合には、再就職手当の他に就業促進定着手当（上限あり）が支給されます。
この他、特定理由離職者等の失業等給付の給付日数に関する暫定措置が、３年間延長されました。

◆年金保険・企業年金関係
2014 年度の国民年金保険料は 15,250 円です。
また、2014 年度の年金額は、0.7％引き下げられて 64,400 円となり、４月分の年金が支給される６
月から変わります。
さらに、４月１日以降に妻が死亡した父子家庭にも遺族基礎年金が支給されることとなった他、産休
期間中の保険料免除制度が４月からスタートし、この対象となるのは４月 30 日以後に産休が終了す
る被保険者です。
この他、厚生年金基金制度の原則 10 年後廃止を定めた、いわゆる「厚生年金基金見直し法」が４月
１日より施行されています。

◆医療保険関係
３月末までに 70 歳に達している方を除いて、70～74 歳の方の医療費の窓口負担が本来の２割負担と
なりますが、高額療養費の自己負担限度額については据え置かれることとなります。
また、後期高齢者医療の保険料率が改定され、2014 年度から 2015 年度の保険料額は全国平均で月額
5,668 円（見込）となります。
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◆介護保険関係
第２号被保険者が負担する介護保険料が月額平均 5,273 円（見込）となりますが、実際の保険料額は
被保険者の加入する健康保険の種類によって異なります。

20 分で 8 時間分の疲労回復効果!?

侮れない「昼寝」の効用

◆健康づくりのための「睡眠」のポイント
11 年ぶりに改定されることとなった「健康づくりのための睡眠指針」では、若年・勤労・熟年の世代
別に、年齢等に応じた睡眠のポイントを示しています。
勤労世代については、疲労回復・能率アップのため、毎日６時間以上８時間未満の睡眠を取るようア
ドバイスしています。睡眠不足が続くと「寝だめ」で回復を図ろうと考えがちですが、効果はないと
しています。
また、就業時間中に眠気が生じた場合には、午後早めの時間に 30 分以内の昼寝をすると作業能率の
改善に効果的であるとしています。

◆短時間睡眠「パワーナップ」の効用
「パワーナップ」とは、アメリカの社会心理学者ジェームス・マースが提唱する睡眠法で、時間当た
りの睡眠の効用を最大限に引き出す方法とされています。
昼食後、午後３時までの間に 20 分の仮眠を取ると、８時間寝たのと同じくらいの疲労回復効果があ
り、その後の作業効率が上がるとしています。
アメリカ海兵隊にも取り入れられるほど浸透しているようで、オーストラリアでもドライバーの疲
労による事故リスクを軽減するため、15 分ほどのパワーナップを勧めているところがあるそうです。

◆職場で実践する場合のやり方
最も効果的なのは、昼休みの前半にランチを食べ、コーヒーを飲んでから後半に 20 分の昼寝をする
方法です。寝る前にコーヒーを飲む理由は、コーヒーに含まれるカフェインの効果が目覚める頃に現
れるようにするためです。
寝る時の姿勢は、椅子にもたれるか机に突っ伏すのが良いとされています。横になるとすぐに深い眠
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りに落ちてしまい、20 分で起きるのが難しくなってしまうからです。
そして、最も重要なのは「20 分」という時間を守ることです。昼寝時間が長くなると深い睡眠に入
ってしまい、起きることが難しくなってしまいますし、夜の睡眠にも悪影響が出てしまいます。
睡眠不足が続いて疲れを感じるというときには、ぜひ試してみてください。

大学生・大学院生が「働きたい組織」の特徴は？
◆アンケート調査の結果から
株式会社リクルートキャリア：就職みらい研究所から、「働きたい組織の特徴」に関するアンケート
調査の結果が公表されました。このアンケートは、2015 年３月卒業予定の大学・大学院生（34 万 7,992
人）を対象に行われました（回収数 9,363 人）。
大学生（全体）の働きたい組織の特徴は、
「コミュニケーションが密で、一体感を求められる」
「仕事
と私生活のバランスを自分でコントロールできる」
「ウェットな人間関係で、プライベートも仲が良
い」
「安定し、確実な事業成長を目指している」
「周囲に優秀な人材が多く、刺激を受けられる」など
の回答が多くを占めたとのことです。

◆属性別の特徴
属性別の特徴は次の通りです。
・大学生（男性・文系）⇒「全国や世界など、幅広い地域で働く」
「評価の良し悪しによって給与が
大きく変化する」などの価値観が特徴。
・大学生（男性・理系）⇒「これまでの経験（学業など）を活かして成長できる」
「経営者主導で事
業運営が行われている」などの価値観が特徴。
・大学生（女性・文系）⇒「評価の良し悪しによって給与があまり変化せず、安定的な収入が得られ
る」
「これまでの経験（学業など）とは無関係に、ゼロから学べる」などの価値観が特徴。
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・大学生（女性・理系）⇒「これまでの経験（学業など）を活かして成長できる」
「評価の良し悪し
によって給与があまり変化せず、安定的な収入が得られる」などの価値観が特徴。
・大学院生（全体）⇒「これまでの経験（学業など）を活かして成長できる」「企業固有の技術や商
品、ブランド、ノウハウなどが強みとなっている」
「歴史や伝統がある企業である」
「全国や世界
など、幅広い地域で働く」などの価値観が特徴。

◆今年の新入社員は“自動ブレーキ装置”タイプ
日本生産性本部から発表された平成 26 年度の「新入社員の特徴」は、
「頭の回転は速いものの、困難
な壁はぶつかる前に未然に回避する傾向がある」とし、“自動ブレーキ装置”タイプと命名されまし
た。何事も安全運転の傾向があり、人を傷つけない安心感はあるが、どこか馬力不足との声もあるよ
うですが、安心感と刺激が得られる環境の中でこそ力を発揮できるのは、どんな時代にも共通してい
ることなのかもしれません。

今年度の「是正指導・勧告」のポイントは？

◆前年度の申告事案の概要（東京都）
平成 25 年における東京労働局管内の労働基準監督署に対する申告（違反事実の通告）事案の概要が
公表されました。
〔申告事案件数〕申告受理件数は、過去 10 年で最少の 5,051 件まで減少（対前年比：▲592 件、▲
10.5％）しましたが、依然として労働基準法に定める最低労働基準の確保に問題が多く認められます。
〔申告内容〕賃金不払と解雇が全体の多くを占め、賃金不払が 4,210 件（同：▲533 件、▲11.2％）
、
解雇が 830 件（同：▲93 件、▲10.1％）でした。
〔業種別件数〕上位から、
「商業」
（1,232 件）、
「接客・娯楽業」
（1,031 件）、
「その他の事業」
（938 件）
でした。
東京労働局では、今後の対応として、申告事案については、労働基準法等に違反するとして労働者が
労働基準監督署に救済を求めているものであることから、引き続き申告・相談者が置かれた状況に配
慮のうえ、迅速・的確に処理を行うとしています。

◆是正指導・勧告のポイントは？
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このような状況を受け、東京労働局の平成 26 年度行政運営方針では、賃金不払や解雇等の申告事案
について、優先的に監督指導等を実施するとしています。
また、労働条件の確保として、有期契約労働については労働契約締結時の「期間の定めのある労働契
約を更新する場合の基準に関する事項」の明示、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基
準」に基づく雇止めの予告等について厳しくチェックを行うようです。
また、労働者派遣法の改正に伴い、派遣元・派遣先・職業紹介事業者等に対し、厳正な指導監督を実
施するとしています。内容は「日雇派遣の原則禁止」や「マージン率等の情報提供の義務化」、
「関係
派遣先への派遣割合制限」等が中心のようです。
自社の対応状況について、改めて確認をしておきましょう。

ハローワークの求人票に苦情多数！ 厚労省が対策強化
◆厚労省が相談を呼びかけている事例
厚生労働省では、ハローワークで公開している求人票の記載内容が実際の労働条件と大きく違っていた場合
には、
「ハローワーク求人ホットライン」で相談を受け、事実確認のうえ、会社に対し是正指導を行っていく
とのことです。
具体的に同省が相談を呼びかけている事例としては、「面接に行ったら求人票より低い賃金を提示された」、
「採用の直前に求人票にはなかった勤務地を提示された」、「
『あり』となっていた雇用保険、社会保険に加入
していない」などが挙げられています。

◆記載内容をめぐる具体的な対策◆7,000 件以上の苦情

ハローワーク（公共職業安定所）で公開している求人票の記載内容が、実際の労働条件とかけ離
れているという苦情が多いようです。
いわゆる「ブラック企業」が社会問題となっている昨今、求人票との食い違いがブラック企業へ
の入り口になっているとの指摘を受け、厚生労働省が平成 24 年度に全国のハローワークに寄せ
られた申出について調査したところ、求人票の記載内容と実際の労働条件が異なるといった申
出が 7,783 件に上ったそうです。

◆どんな苦情が多かったか？
求人票の記載内容に関する求職者からの申出・苦情等の具体的な内訳を見てみると、「賃金に関
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すること」
（2,031 件）
、
「就業時間に関すること」
（1,405 件）、
「選考方法・応募書類に関するこ
と」（1,030 件）が上位を占めました。
その他にも、
「雇用形態」
「休日」
「社会保険・労働保険」に関することなどについての苦情も多
かったようです。
これらの状況を踏まえ、今後は以下の対策を行い、求人票の記載内容の正確な把握に努め、求職者の
期待と信頼に応えられる職業紹介・就職支援を行っていくそうです。

中小企業における「賃金」と「雇用」の状況は？
◆中小企業のほうが賃金改善に前向き？
帝国データバンクが発表した「2014 年度の賃金動向に関する企業の意識調査」の結果によると、賃
金改善を見込んでいる企業の割合は 46.4％（前年度比 7.1 ポイント増）で、2006 年の調査開始以降、
最高の見通しとなったそうです。
賃金改善が「ある（見込みを含む）
」と回答した割合は、意外にも大企業よりも中小企業のほうが高
く、47.6％でした。
改善内容については、
「ベースアップ」
（34.0％）、
「賞与（一時金）
」
（27.8％）が上位を占めましたが、
こちらも中小企業のほうが割合は高く、
「ベースアップ」
（35.5％）、
「賞与（一時金）」
（28.2％）とな
りました。

◆３社に１社は給与水準アップ
また、日本政策金融公庫総合研究所が行った「全国中小企業動向調査」の結果では、正社員の給与水
準（2013 年 12 月時点）を前年同月と比較し、
「ほとんど変わらない」と回答した企業の割合が 64.2％
で最も多かったのですが、
「上昇した」と答えた企業の割合も 34.1％ありました。
賞与についても、
「ほとんど変わらない」と回答した企業の割合が 56.0％で最も高かったのですが、
「増加」と答えた企業も 29.3％ありました。
賃金総額（2013 年 12 月時点）の前年同月比は、
「増加」と答えた企業の割合が 46.0％、
「ほとんど変
わらない」が 43.8％でした。

◆約３割の企業で正社員が増加
次に、従業員数（2013 年 12 月時点）の前年同月比は、正社員では「変わらない」と答えた企業の割
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合が 51.4％、
「増加」と答えた企業の割合は 31.5％でした。
正社員が増加した理由を見ると、
「将来の人手不足に備えるため」が 47.3％でトップ、「受注・販売
が増加したため」
（36.3％）
、
「受注・販売が今後増加する見通しのため」（28.9％）が続きました。
一方、正社員が減少した理由については、「退職者・転職者があったが人員補充できなかったため」
が 64.6％でトップ、
「受注・販売が減少したため」
（17.2％）、
「もともと人員が過剰だったため」
（9.9％）
が続いています。

5 月の税務と労務の手続提出期限［提出先・納付先］
12 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］

6月2日
○

軽自動車税の納付［市区町村］

○

自動車税の納付［都道府県］

○

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

06-6718-4596

〒530-0041 大阪市北区天神橋 3-3-3
〒530-0041
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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