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ワールドカップです。
もう、お祭り騒ぎで「国民的行事」と言っても過言ではないほどの盛り上がりですね。残念ながら
我が日本チームは国民一心の期待をよそに決勝には進めなかったけれど、楽しませてもらったこと
には違いはありません。
オリンピックと同様、世界一流のプレーを観る、お祭りは何かと騒がしくもあり、楽しくもあり、
ですね。

次世代育成支援対策推進法が改正です。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/dl/kurumin01.pdf

平成 27 年 3 月末までの時限立法でしたが、１０年間 平成 37 年 3 月末まで延長されることにな
りました。大きくは一般事業主行動計画に新たに、①非正規雇用の労働者の取り組みの対象である
ことを盛り込むこと。②働き方の見直しに資する取り組みを進めることが重要である旨を盛り込む
ことと。とされています。

男女雇用均等法改正

第 7 条「間接差別」の対象範囲が拡大します。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/140128_1_5.pdf

今まで”総合職の労働者を募集、採用する際に”となっていたのが”すべての労働者の募集、採用、
昇進、職種の変更をする際に”と厳しく範囲が限定されています。
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今月の Topics
◎

求人倍率が 17 カ月連続で改善

◎

労働相談内容 ２年連続でパワハラが最多

◎

「フレックスタイム制」の拡大を検討 厚労省

◎

非正規雇用社員向けの資格制度を創設へ

◎

「マイナンバー制度」民間企業向けの管理指針を作成へ

◎

介護・自動車整備等も外国人技能実習制度の対象に

◎

労働時間規制緩和対象は「年収 1,000 万円以上」の専門職に限定の方針

◎

「改正年金法」が可決・成立

◎

現金給与総額が２カ月連続で増加

◎

ニートが前年から３万人減少 60 万人に

◎

成年後見制度の利用者が過去最多の 17 万人

求人倍率が 17 カ月連続で改善
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が４月の有効求人倍率を発表し、17 カ月連続で上昇して 1.08 倍（前月比 0.01 ポイント上昇）
となり、バブル崩壊後の最高値（2006 年７月）に並ぶ高水準となったことがわかった。総務省の発表に
よる同月の完全失業率は前月と同じ 3.6％だった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働相談内容 ２年連続でパワハラが最多
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、2013 年度に労働局などで受け付けた労働相談（24 万 5,783 件）のうち、「パワハラ（い
じめ・嫌がらせ）」に関するものが５万 9,197 件（前年度比 14.6％増）となり、２年連続で最多となっ
たと発表した。「解雇」の４万 3,956 件（同 14.7％減）、「自己都合退職」の３万 3,049 件（同 11％増）
が続いた。

〔関連リンク〕
「平成 25 年度個別労働紛争解決制度施行状況」を公表します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047179.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「フレックスタイム制」の拡大を検討 厚労省
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が「フレックスタイム制」を利用しやすくするための法改正を検討していることがわかった。
労働時間が計画に満たなかった場合でも有給を充てることにより給料が減らない仕組みをつくる。
来年の通常国会に労働基準法の改正案を提出する見込み。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非正規雇用社員向けの資格制度を創設へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、非正規雇用者の待遇改善や正社員化を促進するため、非正規雇用者を対象とした資格制度を創
設する方針を明らかにした。６月末に決定する新成長戦略に盛り込み、来年の通常国会で職業能力開発
促進法などを改正し、2016 年度からの導入を目指すとしている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「マイナンバー制度」民間企業向けの管理指針を作成へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、2016 年１月からスタートする「社会保障と税の共通番号（マイナンバー）制度」に関して、民
間企業におけるマイナンバーの取扱いについての管理指針を作成する方針を示した。民間企業や有識者
を交えて具体案を検討し、今秋にも公表したい考え。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
介護・自動車整備等も外国人技能実習制度の対象に
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府の産業競争力会議が今月末に閣議決定する新成長戦略の骨子をまとめ、技能実習制度を拡充し、「介
護」「林業」「自動車整備業」「店舗運営管理業」「惣菜製造業」も対象に追加する方針を明らかにし
た。人口減による労働力不足を外国人の活用により補う考え。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働時間規制緩和対象は「年収 1,000 万円以上」の専門職に限定の方針
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、労働基準法で定める労働時間規制を緩和し、時間ではなく成果によって評価する働き方の対象
者について、「少なくとも年収 1,000 万円以上」の専門職に絞る方針を明らかにした。今月末にまと
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める成長戦略に盛り込み、来年の通常国会に労働基準法改正案を提出、2016 年春からの施行を目指す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「改正年金法」が可決・成立
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国民年金保険料の納付を猶予する対象者を現行の「30 歳未満」から「50 歳未満」に拡大することなどを
柱とした改正国民年金法などの関連法が参議院本会議において可決・成立した。10 月１日から順次施行
される。
〔詳しくはこちら〕 「改正年金法」が 6/4 に成立しました！

http://www.horei.co.jp/sjs/blog/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現金給与総額が２カ月連続で増加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が４月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、現金給与総額が 27 万 4,761 円（前年同月 0.9％
増）となり、２カ月連続で増加したことがわかった。残業代などの「所定外給与」や、賞与などの「特
別給与」は増加したが、基本給などの「所定内給与」は 23 カ月連続で減少した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ニートが前年から３万人減少 60 万人に
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府が 2014 年版「子ども・若者白書」を閣議決定し、15～34 歳の若者で仕事を持たず学校にも行ってい
ない「ニート」の割合が 2.2％（前年比 0.1 ポイント減）となったことがわかった。人数は前年から３万
人減少して 60 万人となった。
〔関連リンク〕 平成 26 年版 子ども・若者白書（概要版）
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/pdf_indexg.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成年後見制度の利用者が過去最多の 17 万人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高裁判所は、2013 年末時点における成年後見制度の利用者が 17 万 6,564 人（前年比約１万人増）とな
り、集計開始以来最多となったことを発表した。弁護士や司法書士など、親族以外が後見人となるケー
スが年々増加しており、約６割を占めている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「改正労働者派遣法」が成立したらどんな影響が？
● 審議は遅れ気味
現在開会中の通常国会（会期末は 6 月 22 日）では、
「改正雇用保険法」
「改正パート労働法」など
が成立しました。各方面から注目を浴びている「改正労働者派遣法案」については現時点で審議
は遅れ気味であり、今国会での成立が危うい状況ですが、成立した場合にはどのような影響が考
えられるのでしょうか？
【改正法案の内容】
（１）特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別の廃止（すべて許可制に）
（２）専門 26 業務の廃止
（３）派遣労働者個人単位の期間制限（３年）と派遣先の事業所単位の期間制限
（３年、一定の場合に延長可）の創設
（４）派遣元事業主に対し派遣労働者へ新たな派遣先を提供すること等の義務付け
（５）派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進

● 人材会社が受ける影響
株式会社アイ・アム＆インターワークスでは、人材会社および派遣労働者を対象に、改正労働
者派遣法に関するインターネット調査を実施し、その結果が発表されました。改正内容のうち
最も影響を受けるものについて人材会社の回答は次の通りでした。
（１）派遣期間の上限が「１業務あたり３年」から「１人あたり３年」に変更されること（64.5％）
（２）専門 26 業務と自由化業務の区分がなくなること（13.6％）
（３）雇用期間が終了する派遣社員に次の就業先を紹介すること（9.1％）

● 派遣社員が受ける影響
同様の質問に対する派遣社員の回答のトップも人材会社と同様でした。
（１）派遣期間の上限が「１業務あたり３年」から「１人あたり３年」に変更されること（33.3％）
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（２）派遣という働き方から抜け出す機会を失ってしまう気がする（28.7％）
（３）専門 26 業務と自由化業務の区分がなくなること（14.0％）

● 非正規労働者をどのように活用するか
今回の派遣法改正は、派遣労働者の非正規労働者としての処遇改善と雇用の安定化につながる
との見方もあり、当然に派遣先にも大きな影響を与えます。自社において派遣労働者を含めた
非正規労働者を今後どのように活用していくのかを検討しなければなりません。

「働きやすい・働きがいのある職場」にするための取組み

● 高まる“人手不足感”
雇用情勢が良くなりつつある現在、人手不足感が高まってきています。特に建設業や介護事業、
飲食業、サービス業等においてこの傾向は顕著です。企業にとって近年の死活問題とも言える
「人材確保」や「採用後の職場定着」を図るためには、働きがいのある職場づくりが重要です。
そんな中、厚生労働省が設置したプロジェクト企画委員会では、
「働きやすい・働きがいのある
職場づくり」を促進するため、中小企業が活用できる各種ツールを作成しました。

● 「ツール」の内容
同委員会が作成したツールの内容は、下記の３つです。
（１） ポータルサイト「働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト」
中小企業の取組み事例、中小企業事業主向けの支援策や調査報告書の概要を掲載したポータルサイ
ト

（２）
「働きやすい・働きがいのある職場づくり事例集」
「評価・処遇」
「人材育成」
「業務管理・組織管理」
「人間関係管理」に取り組む中小企業の事例を
業種別・取組み別に紹介した事例集

（３）
「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」
雇用管理制度などの取組み状況と「働きやすさ」
「働きがい」との関係などについて、中小企業の
人事担当者と中小企業で働く従業員を対象に調査した報告書

Nk-office Time P.6

● ポータルサイトにおける事例紹介
上記（１）のポータルサイトでは、
「働きやすい・働きがいのある職場づくり」の事例が紹介さ
れています。自社の参考にしてみてはいかがでしょうか。
・入社半年後の新入社員を対象として「新入社員フォローアップ懇談会」を実施し、社員の定着
を図っている。
（製造業）
・社員間の情報共有システムを構築し、各職場における仕事や課題の状況を全社員で共有できる
ようにして職場での問題対応に活用している。（情報通信業）
・メンター制度を核にした育成・評価制度の導入によって従業員の働きがいや働きやすさを追求
している。
（サービス業）
・目標管理面談や毎月の面談を通じて職員の希望や提案を吸い上げ、ジョブ・ローテーションや
業務改善に活用している。
（福祉関連業）
・数年前から導入した新たな評価処遇制度のもとで、多面的評価・評価結果のフィードバック・
給与等との連動を実施している。（建設業）

「改正パートタイム労働法」省令や指針に注意！
● 改正パートタイム労働法の概要
４月 23 日に公布された改正パートタイム労働法（以下、
「改正法」）では、賃金の決定、教育訓
練の実施、福利厚生施設の利用その他待遇の面で正社員との差別的取扱いが禁止されるパート
労働者の範囲の拡大、また、待遇の決定についてパート労働者の納得性を高めるために行う雇
入れ時の説明義務等が規定されましたが、これらの具体的な取扱いは省令や指針に規定されま
す。現在、厚生労働省（労働政策審議会雇用均等分科会）において、省令や指針の見直しの議
論が進められており、実務への影響が大きいことからその行方が関心を集めています。

● 「一律○円」による通勤手当の支給は要注意？
改正法 10 条 1 項は、正社員との均衡確保の努力義務の対象となる賃金について「通勤手当、退
職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く」と規定していますが、
「職務に密接に関連し
て支払われるもの」については均衡確保の努力義務の対象となるよう、省令が見直される予定
です。雇用均等分科会の資料では、
「距離や実際かかっている経費とは関係なく一律の額で通勤
手当として支払っているような場合については、職務関連として整理されるのではないか」と
されており、７月下旬に公布される予定の改正省令でどのように規定されるか注意を要します。
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● 苦情等相談窓口の設置および周知について

改正法では、上記の通り、雇入れ時の事業主による説明義務が規定されるとともに、16 条で、
パート労働者からの相談に応じるための体制の整備を義務付けています。これにより設置され
る相談窓口が、改正省令では雇入れ時に文書交付等により明示すべき事項に追加される見通し
ですので、体制の整備だけでなくその周知も行わなければならないこととなります。

７月から協会けんぽの申請書・届出書が新しくなります
● 加入者・事業主等の利便性に配慮
健康保険給付の支給を申請する際、各種申請書・届出書を提出して行いますが、７月１日より、
協会けんぽのこれらの様式が OCR 様式への刷新に伴いフォーマットが大きく変更されます。
申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、
それらが従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記
入の手引き」が用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。

● 新しくなる様式は 29 種類
申請書・届出書には健康保険給付に関するものの他、保険証再交付等に関するもの、任意継続
に関するもの、
健診に関するものがありますが、
これらのうち 29 種類の様式が新しくなります。
対象となる様式について、主なものは協会けんぽのホームページで確認することができます。

● 負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出
従来、負傷（けが）を理由として健康保険給付を申請する場合は、
「傷病手当金支給申請書」や
「高額療養費支給申請書」の「負傷原因記入欄」に記入することとされていましたが、新様式
にはその欄が設けられていません。新様式に移行した後は、添付書類として「負傷原因届」に
記入して提出することとなりますので、注意が必要です。
なお、
「傷病手当金支給申請書」は全４ページに変更となります（１～２ページ目が申請者情報・
申請内容、３ページ目が事業主の証明、４ページ目が療養担当者の意見書）。

● 新様式の入手方法等
７月１日以降、協会けんぽの窓口に置いてある様式やホームページからダウンロードできる様式は、
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新しいものに切り替えられます。また、ユーザー登録をすれば全国のセブンイレブンの「ネットプ
リント」
（有料）サービスでも入手することができます。なお、7 月１日以降すぐに旧様式が使えな
くなるわけではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続きができるよう新様式への切替えに
ついて協力を呼びかけています。

平成 26 年版「パートタイマー白書」にみる人材の過不足感
● 人材の過不足感に関する調査
「パートタイマー白書」は、株式会社アイデムにより平成９年度から刊行されている調査報告
書です。この中に、人材の過不足感に関する調査結果があります。この調査は、正社員と非正
規雇用の従業員（パート・アルバイト、契約社員、派遣社員）を雇用している企業に対して実
施しています。

● 若年層の正社員が不足
自社の従業員に対する過不足感を雇用形態別・年代別に問うと、いずれの形態においても、若
い年代で不足感が高いようです。
特に、正社員においてその傾向は顕著で、20 代正社員が「不足」とした企業は 56.3％となって
いますし、30 代正社員では 47.3％と半数近くに上ります。他の年代の正社員に対する不足感が
40 代：22.0％、50 代：8.3％、60 代以上：4.2％となっているのと比較すると、若年層の不足感
よくわかります。
また、業種別では、
「建設業」
「運輸業」の約６～７割の企業で、20 代・30 代の正社員が「不足」
していると回答しており、若手人材の獲得は大変なようです。

● パート・アルバイトの年代別過不足感

パート・アルバイトでも、若い年代のほうが、不足感が強い（20 代：25.2％、30 代：20.5％）
ですが、正社員の不足感のほうがより強いようです。業種別に見ると、「飲食店、宿泊業」「生
活関連サービス・娯楽業」では、20 代パート・アルバイトが「不足」していると回答した企業
が約５割に上り、他の業種よりも割合が高くなっています。
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● 契約社員・嘱託社員／派遣社員の年代別過不足感

契約社員・嘱託社員については、どの年代に対しても「ちょうどよい」という回答が８割を超
えています。派遣社員についても約９割の企業が「ちょうどよい」との回答でした。非正規労
働者を正社員化する企業が多くなってきていますが、人材不足への対応として、特に若年層の
囲い込み競争は今後さらに激化しそうです。

「個別労働紛争解決制度」の利用状況発表 トラブルの特徴は？
● 平成 25 年度の実施状況は？
厚生労働省から「平成 25 年度個別労働紛争解決制度」の施行状況が公表されました。「個別労
働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブ
ルの未然防止や早期解決を支援する制度で、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、
紛争調整委員会による「あっせん」の３つの方法があります。

● パワハラが２年連続最多に
平成 25 年度は、前年度に比べていずれの方法でも件数が減少しました。ただし、総合労働相談
の件数は前年度比 1.6％減となったものの、６年連続で 100 万件を超え、高止まりしています。
助言・指導申出件数は、約１万件（同 3.3％減）、あっせん申請件数は約 5,700 件（同 5.5％減）
となっています。
また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容で、いわゆるパワハラにあたる
「いじめ・嫌がらせ」が５万 9,197 件と２年連続で最多となっていることが注目されます。相
談内容の内訳として、パワハラの次に多いものは、順に「解雇」
（４万 3,956 件）、
「自己都合退
職」（３万 3,049 件）となっています。

● 正社員が当事者になる割合は減少傾向
紛争の当事者である労働者の就労形態としては、総合労働相談については、
「正社員」９万 7,573
件（39.7％）
、
「パート・アルバイト」４万 604 件（16.5％）、
「期間契約社員」２万 6,696 件（10.9％）、
「派遣労働者」１万 31 件（4.1％）となっています。
過去 10 年の推移で就労形態別の当事者の属性を見ると、正社員は減少傾向にあり、期間契約社
員が増加傾向、パート・アルバイトや派遣社員については横ばいという状況です。これは、他
の「助言・指導」
「あっせん」の方法でも、同様の傾向のようです。
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助言・指導は１カ月以内に 96.8％が、あっせんは２カ月以内に 94.5％が手続きを終了するなど、
“簡易・迅速・無料”という特徴をアピールしている制度ですが、できれば利用する必要がな
いよう、日頃から適切な労務管理を心がけたいですね。

「効果的な社内研修」を実施できていますか？
● なかなか効果が出ない現実…
従業員の能力アップや成長を図るために、社内研修を行う企業は多くあります。しかし、その
効果が上がっているかと問われると、疑問符がつくケースも多いところです。
「何から手をつけ
たらよいのかわからない」、「研修にかけられる予算はあまりない」、「社内に研修を行うことが
できる人材がいない」、
「時間をかけた割には成果が現れない」など、悩むことも少なくありま
せん。

● 研修の成果を上げる取組み
しかし、ちょっとした工夫で、効果的な社内研修を行うことは十分可能です。例えば、公益財
団法人日本生産性本部では、研修の成果を上げている会社のポイントとして、次の５点を挙げ
ており、非常に参考になります。
（１）目的やゴールを明確にしてプログラム化する
（２）研修テーマを絞り参加者にも事前に周知する
（３）研修のステータスを上げる（研修を日常業務に優先する重要なものと位置付ける）
（４）研修と実務の結び付きを強める
（５）階層間をつなげた教育研修を行う

意識・意欲を高めるために受講者に参加費を自己負担させたり、より現実の必要性に即した研
修とするために一般社員に研修を企画させたりするといった取組みを行っている企業もあるよ
うです。

● 継続した取組みが肝要
なかなか効果が出ないと研修にかける意欲も失われがちですが、企業の成長には従業員の能力
アップや成長が不可欠であることは間違いありません。長期的な視点で、継続して取り組み続
けることが大切です。まずは上記に挙げた５点ができているか、社内研修のやり方を見直して
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みるところから始めてみてはいかがでしょうか。

人手不足産業でも採用できた事業所とできなかった事業所の違い
● 医療・福祉、建設業における人手不足が深刻
厚生労働省が発表した「人手不足産業における高卒求人の充足状況」によると、平成 25 年度の
高卒者向け求人は、製造業、医療・福祉、建設業、卸売・小売業などで多かったですが、これ
らの産業の充足率をみると、医療・福祉で 31.3％、建設業で 34.2％と低く、人手不足の深刻化
による充足率の向上が課題となっています。

● 採用できた事業所・できなかった事業所の差は？
充足率が低かった医療・福祉と建設業において、高卒求人票を用いて採用できた事業所とでき
なかった事業所の違いをみると、医療・福祉では、早期（平成 25 年７月末まで）に求人を出し
た事業所の割合が、採用できた事業所で 77.2％、採用できなかった事業所で 58.7％となり、差
が見られました。
また、求人票に「採用・離職状況」の記載があった事業所の割合は、採用できた事業所で 73.6％、
採用できなかった事業所で 60.4％となっています。建設業でも、早期に求人を提出した事業所
の割合については、採用できた事業所（69.2％）が採用できなかった事業所（45.1％）を大き
く上回りました。これらのことから、「早期の求人提出」、「求人票における積極的な情報提供」
が充足に大きな影響を与えている要因と考えられます。

● なぜ人が集まらないのか？
高校の進路指導担当教諭に対して、充足率の向上が課題となっている３産業（建設業、医療・
福祉、宿泊業・飲食サービス業）に生徒が応募しない理由を聞いたところ、宿泊業・飲食サー
ビス業では、「休日が少ない・労働時間が長い・勤務時間が不規則等、労働時間の問題」、建設
業と医療・福祉では、
「仕事がきつそう・面白くなさそう等、仕事内容（職種）の問題」という
回答割合が高かったようです。

● 充足率向上のために必要な改善点
必要な改善点について、高校の進路指導担当教諭からの意見をまとめると、
「医療・福祉」では、
給与・休日・労働時間等労働条件を改善し、社会的評価・イメージを向上させる取組み、日勤・
夜勤といった就業規則が不規則でも生活のリズムが崩れない配慮、OJT の充実と資格取得までの
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制度や支援の充実などが挙げられました。
「建設業」では、将来性やスキルアップのビジョンを示すことや、３Ｋのイメージを払拭する
取組み、労働条件の改善、
「宿泊業・飲食サービス業」では、長時間拘束される労働条件改善の
ための交代制シフトの導入や正社員としての仕事内容とキャリアアップの将来像を示すことな
どが挙げられました。

不当な差別は勧告の対象に！ 障害者雇用に関する動向
● 「障害者への差別禁止」と「職場環境の配慮」を義務化
昨年成立した改正障害者雇用促進法により、再来年の 2016 年４月から、企業が障害者を雇用す
る際の差別禁止や、職場環境の配慮が義務化されます。
これらに違反した企業は指導や勧告の対象になるようです。同省は労使の意見も踏まえ、2015
年３月末までに指針を策定する予定です。

● 差別の禁止に関する指針のポイント
厚生労働省が発表した報告書によると、対象となる障害者の範囲は障害者雇用促進法に規定す
る障害者、対象となる事業主の範囲はすべての事業主です。
募集・採用、賃金、配置、昇進などの各項目に沿って禁止される差別を整理する必要があると
し、各項目について、障害者であることを理由にその対象から障害者を排除することや、その
条件を障害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当するとしています。
また、障害者を有利に取り扱うことや、合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した
結果として異なる取扱いを行うことなどは、差別に当たらないとしています。

● 合理的配慮の提供に関する指針のポイント
障害者、事業主の範囲は「差別の禁止に関する指針」と同じです。募集・採用時には、障害者
から事業主に対し、支障となっている事情などを事前に申し出、採用後には、事業主から障害
者に対し、職場で支障となっている事情の有無についての確認などが必要になってくるようで
す。
また、事業主は合理的配慮に関する措置を障害者と話し合い、合理的配慮に関する措置を確定
した際には、内容と理由を障害者に説明するなどの対応が必要になってくるようです。
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合理的配慮の具体的な例としては、募集および採用時におけるものとして、視覚障害の方に対
する募集内容の音声等での提供や、聴覚・言語障害の方に対する筆談等による面接などが挙げ
られています。
採用後におけるものとして、肢体不自由な方に対しては、机の高さを調節すること等、作業を
可能にする工夫を行うことや、精神障害の方に対しては、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通
院・体調に配慮することが挙げられています。

● 今後の行政による取組み
同省は、指針の策定に加え、行政による様々な取組みが重要であるとし、事業主や労働者に対
する障害の特性などに関するパンフレットの配布、セミナーの実施などの啓発活動や、合理的
配慮の適切な提供に向け、具体的な事例の収集・情報提供やジョブコーチ（障害者が職場に適
応するための援助者）の質的な充実などの対策を講じていくようです。

7 月の税務と労務の手続提出期限［提出先・納付先］
10 日
○ 健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限＜7 月 1 日現在＞［年金事務所または健保組合］
○ 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］
○ 特例による源泉徴収税額の納付＜1 月～6 月分＞［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］
○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞
［労働基準監督署］
○ 労働保険料の納付＜延納第 1 期分＞［郵便局または銀行］

15 日
○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜6 月 30 日の現況＞の提出［税務署］
○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］
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31 日
○ 所得税予定納税額の納付＜第 1 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、4 月～6 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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