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ビル

『社会保険労務士法人ｆｕｌｆｉｌｌ（フルフィル）』設立のご挨拶
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび「中田圭子社会保険労務士事務所」は、
「社会保険労務士法人 ｆｕｌｆｉｌｌ（フルフィル）」
を設立いたしました。これもひとえに皆様のご支援の賜物と心より感謝いたします。

『ｆｕｌｆｉｌｌ』（フルフィル）の語源は、
〈職務・義務・責任を〉遂行する、果たす。〈約束を〉履行する、守る。
Contribution（貢献の提供）
Responsibility（責任の提供）
Growth（成長の共有）
を、益々充実した形で業務提供していく気持ちを表すべく命名いたしました。
心新たに、職員一同、力を結集いたしまして、皆様のご期待に報いるべく、さらなる努力を尽くし、
企業発展に貢献できる業務提供を目指して参ります。
どうぞ、今後ともご支援ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
平成 28 年 2 月吉日
代表特定社員 中田 圭子

fulfill one's duties 任務を果たす。
fulfill one's promises 約束を果たす。
fulfill a cherished dream 念願の夢を叶える。
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今月の Topics
◎

2016 年度診療報酬決定 中医協が答申

◎

２子以降の児童扶養手当加算額が最大２倍に

◎

「障害年金請求キット」の交付も 年金機構が対応方針を発表

◎

「同一労働同一賃金」法制化へ 政府が方針固める

◎

バス事業者監査業務効率化のための仕組み導入 国交省方針

◎

「GPIF の株式直接運用解禁」見送りへ

◎

実質賃金が４年連続減 厚労省調査

◎

「軽減税率法案」国会提出 対象品目の線引きが争点に

◎

公的年金 2016 年度は年金支給額据え置き

◎

2015 年の有効求人倍率 1.20 倍

◎

年金相談業務改善のため事前予約制を導入

24 年ぶりの高水準

2016 年度診療報酬決定 中医協が答申
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2016 年度の診療報酬改定について、中央社会保険医療協議会（中医協）が厚生労働大臣に答申を行った。「か
かりつけ薬剤師」の仕組みの新設や在宅医療推進や退院支援に積極的に取り組む病院への加算増など、「地域
包括ケアシステム」の実現を誘導しつつ中長期的に医療費抑制に結び付くと期待される項目について報酬が上
積みされている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第２子以降の児童扶養手当加算額が最大２倍に
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、ひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、第２子以降の加算額を増やすことなどを盛り込んだ
児童扶養手当法改正案を閣議決定した。2016 年 12 月支給分から、所得に応じて第２子加算額を最大１万円（現
在 5,000 円）、第３子以降の加算額を同 6,000 円（現在 3,000 円）に拡充する。

SR-fiflii ＠Time P.2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「

「障害年金請求キット」の交付も 年金機構が対応方針を発表

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本年金機構は、障害年金の支給申請者に対し、必要書類一式をまとめた「障害年金請求キット」を渡す方針
を明らかにした。約８割の年金事務所が同機構の指示に反して障害年金支給申請書を希望者に渡していなかっ
たとの調査結果を受けたもの。また、適切な対応を行うために職員向けの窓口対応の手引きを導入するほか、
障害年金の専門職員を順次配置する方針。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「同一労働同一賃金」法制化へ 政府が方針固める
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、パートタイム労働法・労働契約法の改正と派遣社員の待遇に関する新法策定により、「同一労働同一
賃金」を法制化する方針を固めた。新法制では、非正規社員の仕事の習熟度や技能などを評価する基準として
「熟練度」を新たに設け、これを賃金に反映させることが検討されている。労働政策審議会の審議を経て、早
ければ今秋の臨時国会に提出する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
バス事業者監査業務効率化のための仕組み導入 国交省方針
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
長野県でのスキーツアーバス事故を受け、国土交通省は、監査の実効性を高めるための方針を示した。監査業
務の効率化を目的として、バス事業者に対し監査に必要な書類をリスト化して一定の場所に保管することを義
務付ける。また、監査で法令違反が見つかった場合に改善状況を約 30 日以内に報告させる仕組みを導入して、
行政処分までの時間短縮を図る。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━-「GPIF の株式直接運用解禁」見送りへ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）による株式の直接運用解禁について、社会保障審議会年金部会は、
「認めるべきでない」という意見が多数を占めたとして、大筋現状維持が望ましいとする報告書を取りまとめ
た。年金運用改革に係る最終的な対応は今後、政府・与党で議論されるが、GPIF による直接運用解禁は見送
りとなる見通し。

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

SR-fiflii ＠Time P.3

実質賃金が４年連続減 厚労省調査
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が「毎月勤労統計調査（速報）」を発表し、2015 年の実質賃金は前年比 0.9％減となり４年連続の
マイナスとなったことがわかった。働く人１人当たりの現金給与総額（名目賃金）は２年連続で伸びたが低水
準（0.1％増）で、物価の上昇が先行し賃金増が追い付いていない実態が明らかとなった。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「軽減税率法案」国会提出

対象品目の線引きが争点に

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、消費税の軽減税率制度の創設を柱とする 2016 年度税制改正の関連法案を閣議決定し、国会に提出し
た。今月 16 日にも法案の審議に入り、３月末までの成立を目指す。軽減税率の対象は「酒類と外食を除く飲
食料品」と「定期購読する週２回以上発行の新聞」だが、対象範囲のあいまいさなどが争点となる見込み。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公的年金 2016 年度は年金支給額据え置き
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2016 年度の公的年金支給額は 2015 年度と同じに据え置かれることが厚生労働省の発表により明らかになった。
マクロ経済スライドも発動されない。支給額は、国民年金は月 6 万 5,008 円、厚生年金は月 22 万 1,504 円（端
数処理の違いにより、昨年度より 3 円減）となる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2015 年の有効求人倍率 1.20 倍

24 年ぶりの高水準

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2015 年の有効求人倍率（平均）は 1.20 倍（前年比 0.11 ポイント増）だったことが厚生労働省の発表で明ら
かになった。人手不足を背景に 1991 年（1.40 倍）以来、24 年ぶりの高水準となった。総務省が同日発表した
完全失業率（速報値）は 3.4％（同 0.2 ポイント減）で、1997 年以来、18 年ぶりの低い水準だった。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年金相談業務改善のため事前予約制を導入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本年金機構は全国の年金事務所の事前予約を一括して受け付ける電話予約センターを新設し、年金相談を原
則事前予約制にすることを明らかにした。相談業務の待ち時間解消がねらいであり 10 月をめどに開始する。
このほか、離島や山間地でのテレビ電話の導入や年金事務所の分室（サテライト）の設置を 2017 年秋に予定
している。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今月の読み物
社長の平均年齢が高い業種・都道府県は？
◆社長の年齢と交代状況を調査
帝国データバンクから「2016 年全国社長分析」が発表されました。
これは、同社が保有する 2015 年 12 月末時点の企業概要ファイル（約 146 万社収録）から、株式会社お
よび有限会社 114 万 9,108 社のデータを抽出して調査を行ったものです。

◆社長の平均年齢は？
全国の社長の平均年齢は「59.2 歳」で、過去最高を更新しました。1990 年以降一貫して上昇を続けて
おり、着実に高齢化が進んでいます。
業種別に見ると、最も高かったのは「不動産業」（61.1 歳）で、以下、「製造業」（60.7 歳）、「卸売
業」（60.2 歳）が続いています。
年代の分布を見ると、「不動産業」では 70 代・80 代の社長が他業種に比べ多いことが平均年齢の高さ
に繋がっています。また、「製造業」では 30 代・40 代の社長が少ない傾向が見られます。
都道府県別に見ると、最も平均年齢が高かったのは岩手県（61.3 歳）で、最も低かったのは滋賀県（57.8
歳）となっています。
◆社長の交代率は？
社長交代率（＝1 年の間に社長の交代があった企業の比率）は「3.88％」となり、3 年連続で前年を上
回っており、リーマン・ショック以来低下傾向にあった交代率は回復の兆しが見え始めています。
また、2015 年に社長交代を行った企業の前代表の年齢は、平均で 67.0 歳となっています。

◆廃業か？事業承継か？
同社が行った別の調査では、休廃業・解散した企業の代表者の年齢は 60 代が最多、続いて 70 代となっ
ており、社長の年齢が 60 代後半に差し掛かったタイミングでの事業承継か、その前後で休廃業・解散を
選択する企業が多いことが明らかになっています。
中小企業では、以下にスムーズに事業承継を行うかが重要なポイントとなっています。
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「外国人雇用」をめぐる最新状況（平成 27 年 10 月時点）
◆厚労省がデータを公表
外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援など
が目的とされ、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間など
を確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者（特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除
く）です。
このほど厚生労働省より、平成 27 年 10 月末時点の外国人雇用の届出状況が公表されました（なお、
数値は事業主から提出のあった届出件数を集計したもので、外国人労働者全数とは必ずしも一致しませ
ん）。

◆届出状況のポイント
（１）外国人労働者の状況
外国人労働者数は 90 万 7,896 人で、前年同期比 12 万 269 人、15.3％増加（平成 19 年に届出が義務化さ
れて以来、過去最高を更新） しています。
国籍別では、中国が最も多く 32 万 2,545 人（外国人労働者全体の 35.5％）。次いでベトナム 11 万 13 人
（同 12.1％）、フィリピン 10 万 6,533 人（同 11.7％）、ブラジル 9 万 6,672 人（同 10.6％）の順です。
対前年伸び率は、ベトナム（79.9％）、ネパール（60.8％）が高くなっています。
在留資格別では、「専門的・技術的分野」の労働者が 16 万 7,301 人で前年同期比 13.6％増加。また、永
住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」は 36 万 7,211 人で同 8.4％増加していま
す。
（２）事業所の状況
外国人労働者を雇用している事業所数は 15 万 2,261 カ所で、前年同期比 11.1％の増加（平成 19 年に届
出が義務化されて以来、過去最高を更新）しています。
（３）産業別の状況
外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに、製造業が最も多く、製造業は外国人労働者数全
体の 32.6％、外国人労働者を雇用する事業所全体の 24.9％を占めています。

民間版の労災保険「使用者賠償責任保険」とは？
◆契約件数が伸びている！
「使用者賠償責任保険」の契約件数が伸びているそうです。
うつ病などによる労災認定件数の増加や賠償額の高額化を背景に、大手損害保険３グループの 2015 年度
の契約件数は前年度比約 1.5 倍となっています。
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この伸び傾向は今後も続くものと予想されています。
◆「使用者賠償責任保険」とは？
「使用者賠償責任保険」は、労災認定された事案について、企業の安全配慮義務違反などを問われ法律
上の損害賠償責任を負った場合に備えるものです。
企業が損害賠償責任を負った場合、労災保険金を上回る補償の提供や和解金の支払いのために保険金が
支払われます。
近時は損害賠償額が高騰傾向にあり、1 億円を超える賠償が求められるケースも少なくありません。中小
企業の場合、これだけの金額を支払えば経営の危機に至ることも想定されます。
こうしたリスクへの備えとしてニーズが高まっているのです。
◆リスクを勘案した検討を
労働災害が発生する危険性は全企業にありますので、すべての企業において使用者賠償責任保険への加
入を一度検討する必要があると言えるでしょう。
保険料と自社の業種や規模、これまでの労働災害の発生状況等から考えられるリスクを勘案して加入を
検討してみることが、今後のリスク回避のための一助となるかもしれません。

重要改正事項目白押し！ 雇用保険法等の改正で実務はどう変わる？
◆1 月下旬に国会上程
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が 1 月 29 日に国会に上程されました。これにより、雇用保険
法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の改正が予定されています。
雇用保険の適用対象者が拡大されるなど、企業にとって影響のある改正になります。具体的な改正事項
として下記の項目が盛り込まれています。

◆失業等給付に係る保険料率の見直し
失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ（改正前 1.0%→改正後 0.8%）が行われます。（施行：平成 28
年 4 月 1 日）

◆育児休業・介護休業等に係る制度の見直し
多様な家族形態・雇用形態に対応するため、（１）育児休業の対象となる子の範囲の拡大（特別養子縁
組の監護期間にある子等）、（２）育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件（1 歳までの継続雇用
要件等）の緩和等が行われます。（施行：平成 28 年 4 月１日）

SR-fiflii ＠Time P.7

介護離職の防止に向け、（１）介護休業の分割取得（3 回まで、計 93 日）、（２）所定外労働の免除制
度の創設、（３）介護休暇の半日単位取得、（４）介護休業給付の給付率の引上げ（賃金の 40%→67％）
等が実施されます。（施行：平成 29 年 1 月 1 日、介護休業給付の給付率の引上げは平成 28 年 8 月 1 日）
◆高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保および就労環境の整備
65 歳以降に新たに雇用される者も雇用保険の適用対象となります（保険料の徴収に関しては平成 31 年度
分まで免除）。（施行：平成 29 年 1 月 1 日）
シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、
派遣・職業紹介に限り週 40 時間までの就業が可能になります。（施行：平成 28 年 4 月 1 日）
◆妊娠した労働者等の就業環境の整備
妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を
防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられます。（施行：平成 29 年 1 月 1 日）
その他、雇用保険の就職促進給付の拡充（再就職手当の給付率の引上げ等）が予定されていますので、
企業としては今後、規定変更などの実務対応が必要となってきます。

厚労省が発表！ 非正規労働者の「正社員転換・待遇改善プラン」
◆「やむなく非正規」の割合を 5 年間で約半分に
厚生労働省は 1 月 28 日、派遣や契約社員など非正規労働者の「正社員転換・待遇改善プラン」を発表し
ました。
企業への助成金の拡充・新設や職業訓練、学校や地方自治体との連携などを通じて、正社員の仕事がな
い等でやむなく非正規で働く人の割合を 2016 年度以降の 5 年間で大幅に減らしていくことを目指してい
ます。
◆若年者・女性に多い「やむなく非正規」
厚生労働省によると、非正規全体のうち、やむなく非正規で働く人（不本意非正規雇用労働者）の割合
は 2014 年で 18.1％。その内訳を分析すると、若年層や派遣社員・契約社員の比率が比較的高く、また、
男性に比べ女性のほうが雇用者に占める非正規雇用の割合が高いことが、女性が貧困に陥りやすい背景
のひとつとされています。
これを踏まえ、同省では、
不本意非正規雇用労働者の割合を 2020 年度までに非正規雇用全体の 10％以下、
若年層（25～34 歳）については 2014 年の 28.4％から半減させるとしています。
◆正規と非正規の賃金格差縮小も目標に
このほか、いわゆる「多様な正社員」の推進や、正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小も目標と
して掲げています。
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2014 年の調査では、正社員の月額は 31 万 7,000 円ですが、非正規は 20 万円。非正規の場合は定期昇給
などもなく、50 代でみると約２倍の差になります。
具体的な数値目標までは掲げませんでしたが、安倍政権が掲げる「同一労働同一賃金」を進めるための
チームを省内につくるなどして、非正規の待遇改善を目指します。
◆2016 年度以降、順次対策を強化
国が非正規の正社員化や待遇改善を目指す包括的な計画を出すのは初めてで、政府は既存の制度も含め、
2016 年度以降に順次対策を強化していく方針です。

厚労省が「厚生年金加入状況」について緊急調査を実施へ
◆発端は「平成 26 年国民年金被保険者実態調査結果」
厚生労働省が昨年 12 月 25 日に公表した国民年金被保険者実態調査の「参考：厚生年金保険の適用にか
かる粗い推計」にて、国民年金第 1 号被保険者の就業状況を基に、厚生年金の適用の可能性がある者が、
法人で約 180 万人、個人経営の事業所で約 20 万人、合計約 200 万人程度いることが、初めて具体的に示
されました。
20～30 代の若年層の割合が高かったことから、将来、低年金・無年金に陥る可能性があるとして問題視
されることとなりました。
◆厚生年金加入指導はより厳しく？
現在、加入指導は、国土交通省と厚生労働省が取り組む建設業の社会保険加入促進や算定基礎届の提出
時期に行われる年金事務所の定時決定時調査、国税庁から提供を受けたデータに基づくものなどにより
行われています。
指導により適用事業所となった事業所数も、平成 24 年度約 8,000 件、25 年度 1 万 9,099 件、26 年度 3
万 9,704 件と増加しています。27 年も 4 月から 11 月末までの間に 6 万 3,000 事業所が加入指導、適用を
受けています。
今後は、3 月頃に国税庁から法人番号を添えた法人情報の提供を受け、約 79 万事業所に調査票を送付し、
従業員数や労働時間等を確認して実態把握に当たるとしています（2 月 5 日衆議院予算委員会塩崎厚生労
働大臣答弁）。
◆パートの適用漏れは特に注意
各種報道に限らず、未加入事業所に厳しい姿勢で臨むべきとの声があります。
今年 1 月 26 日の安倍首相の国会答弁では「厚生年金等に加入していないことをもって事業所名を公表す
る考えはない」としていますが、今年 10 月からの一部のパート労働者等への社会保険適用拡大もあり、
適正に加入させているかがより厳密に調査される可能性があります。
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年金事務所の定時決定時調査では、適用要件を満たすパート等の加入漏れが多く指摘されていることか
ら、自社の加入状況を確認し、不安があれば社会保険労務士に相談することをお勧めします。

「ストレスチェック制度」で気を付けたい労基署への報告
◆50 人以上の事業場に義務付け
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が昨年 12 月 1 日に施行され、従業員 50 人以上の事
業所には、労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査（ストレスチ
ェック）を行うことが義務付けられています。
なお、ストレスチェックの実施状況について労働基準監督署への報告が必要とされています。
◆最新の更新内容
厚生労働省ホームページには「ストレスチェック制度Ｑ＆Ａ」が掲載され、実施に際して迷いやすい点
などがまとめられています。
この内容は度々更新されており、最新版（2 月 8 日更新）では新たに 7 つのＱ＆Ａが追加されましたが、
特に注目すべきは「労働基準監督署への報告」に関する項目が多く追加されたことです。いくつか抜粋
してご紹介します
Ｑ19-8 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施
している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。
Ａ

労働基準監督署への報告は、１年に１回、法令に定められている事項の実施状況を報告していただ

くためのものですので、全社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち１回分について報告して
いただくようお願いします。実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。
Ｑ19-9 労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに実施時期を分けて、年に複数回ストレスチ
ェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょう
か。
Ａ

１年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合は、１年分をまとめて、会社全体の実

施結果について報告していただく必要があります。実施の都度、複数回報告していただく必要はありま
せん。ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記載いただく
ようお願いします。
Ｑ19-10 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、在籍労働者数は、どの数を記載すればよい
のでしょうか。派遣労働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょうか。
Ａ

労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実施状況を確認するためのものです。し

たがって、労働基準監督署に報告いただく様式の「在籍労働者数」の欄に記載するのは、ストレスチェ
ックの実施時点（実施年月の末日現在）でのストレスチェック実施義務の対象となっている者の数（常
時使用する労働者数）となります。
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働く女性の「出産後の就業」についての意識は？
◆出産後に仕事への意欲が下がる女性は 2 割弱
人材不足や女性の社会進出が進むなか、かつてのように結婚や出産を機に仕事を辞めるという女性は減
少傾向にあり、子供を生んだ後も仕事を続ける女性は増加しています。一方で、企業としては、産休・
育休復帰後の社員の就業への意識も気になるところです。
エン・ジャパン株式会社が同社のサイト『エン転職 WOMAN』の利用者で、子育て中の女性を対象に行っ
た「ワーママ（ワーキングマザー）の就業意識」調査（回答者 368 名）によると、「出産前と比較して、
仕事への意欲はどう変化しましたか？」という質問に対して、「上がった（上がった、変わらず高い）」
が 46％、「変わらない（普通）」が 36％となり、「下がった（下がった、変わらず低い）」と答えた割
合は 18％となったそうです。
仕事への意欲が下がる人もいる一方、全体としては就業意欲を維持している女性が多いことがわかりま
す。
◆意欲が下がる職場環境とは？
職場復帰後の女性にとって、会社の職場環境は、仕事を続けていけるかいけないかを左右する大きな問
題です。調査では「出産前と比較した仕事への意欲 に職場環境で影響をおよぼしているものを教えてく
ださい」（複数回答可）との質問に対する回答として、意欲が上がった方と下がった方の結果を比較し
たところ、以下のような結果となったそうです。
・「周囲からの評価」（意欲が下がった方：46％、上がった方：35％）
・「職場の人間関係」（同：42%、32％）
・「会社からの期待」（同：35％、23％）
「責任のある仕事を任せてもらえない」「勤務時間が短いだけで評価が下がった」など、会社や周囲か
らの期待が低いことで意欲低下につながっている意見が目立っています。
◆労使共に納得のいく環境づくりを
調査では、反対に意欲が上がった影響として、「時間の配慮」や「産前と変わらない評価」をしてもら
えたこと等の声があがっています。
労使共に負担とならないようコミュニケーションをとりながらの柔軟な対応や、今後は従来の働き方の
見直しも求められてきそうです。

「がん患者の就労支援」について国が指針を策定
◆がん患者の退職防止に向け指針策定
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厚生労働省は、がん患者が仕事と治療を両立できるよう、医師が仕事内容を把握し、「短時間勤務制度」
や「休暇制度」などについて企業側に配慮を求める仕組み作りを検討するそうです。
同省は今月中にも対策の指針を示し、企業側を指導していく考えです。
◆がんと診断後、3 割以上の人が退職
日本人におけるがんの罹患率は「2 人に 1 人」で、3 人に 1 人ががんで亡くなると言われています。
がんと診断されても働きたい人は増えているとみられていますが、「がんの社会学」に関する研究グル
ープが 2013 年に 4,000 人の体験者を基に調査したところ、がんと診断された後に退職する人の割合は実
に 34.6％に上ったそうです。
これは、企業側にとっても人材の確保という点では深刻な悩みです。
◆指針に盛り込まれる内容は？
厚生労働省は、（１）医師と企業が患者の症状や仕事内容を情報交換するためのひな形を作る、（２）
治療と仕事の両立に向けて短時間勤務や休暇制度の活用を促す、（３）企業が従業員から相談された場
合の対応の流れを示す、といったような指針を策定するようです。
特に（１）については、医師が患者の働き方について助言を行い、重要な項目については企業が取り組
むべき課題がわかるようになります。なお、医師と企業のやり取りについては本人の同意が前提で、内
容は本人にも通知することが必要とされます。
また、これらの指針はがんだけでなく、一般的な病気も対象となるそうです。今後、同省はパンフレッ
トを作成し、注意点を全国の労働局などを通して広めていく方針です。
◆仕事と治療の両立へ向けて一歩前進
がんは一度回復しても、通院などが長くなったりすることから、完全な職場復帰は難しい病気です。今
までは、医療機関ががん患者から相談を受けても手を打つことが難しい状況でしたが、国がこの問題に
積極的に関与することにより、少しずつ解消に向けて動き出すこととなります。
企業には今後、就労支援のための体制づくりや規定の整備が求められそうです。

４月から拡充される「ひとり親就労支援策」の概要
◆「ひとり親家庭」への就労支援策
厚生労働省は今年 4 月から「ひとり親家庭」の父または母が正社員として働けるよう経済的支援を拡充
していくことを明らかにしました。
就職するための教育訓練や、ひとり親を雇用する企業への資金補助を増やすことが想定されているよう
です。
◆企業向けの助成金が拡充
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教育訓練の支援では、「自立支援教育訓練給付金」の支給額について 20 万円（現在は 10 万円）を上限
とし、補助割合も受講費の 6 割（現在は 2 割）とします。
この制度は、20 歳未満の子どもをもつひとり親であれば利用でき、自治体が指定するパソコン技能研修
や介護職員向け研修などで補助を受けることができます。
また、企業向けの助成金も拡充します。今まではひとり親を試みに雇う企業への奨励金（1 人あたり最大
15 万円）と無期雇用する企業に支給する助成金（1 人あたり最大 60 万円）のどちらかのみを活用するこ
とができましたが、4 月からは併用が可能となります。
そのため、ひとり親を雇用する際に、試用期間を経て本採用とする企業が増えることが考えられます。
◆子どもの教育支援策、児童扶養手当も
厚生労働省はこのほかにも子どもの教育支援策として、高校や大学の授業料に充てる貸付けの上限額を
これまでの 1.5 倍に引き上げます。
また、政府は所得の低いひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、第 2 子の加算額を月額 5,000
円から最大 1 万円、第 3 子以降を月額 3,000 円から最大 6,000 円にそれぞれ引き上げる児童扶養手当法
改正案を閣議決定しました。
こちらの施行は 8 月 1 日が予定されており、12 月の支給分から増額される見込みです。

3 月の税務と労務の手続提出期限［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］

15 日
○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のもの＞［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］
○ 国外財産調書の提出［税務署］
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○ 総収入金額報告書の提出［税務署］

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］
○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］

中田圭子社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人
ｆｕｌｆｉｌｌ

TEL:
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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