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ご挨拶
本号は、プロジェスト通信を発刊してから、11 年目に入ります。毎年２刊を発行し２１号目になりま
した。この間、労働契約法の制定も含め法制度が変遷してますが、近いうちに労基法も含め大幅に変わ
ろうとしてます。また、当社メンバーも増え、ご紹介していますのでご覧いただければ幸いです。
さて、行政当局の「働き方改革」は、2017 年 3 月に実行計画が発表されてから早 1 年がたちました。
国会の混乱などもあり法案がなかなか審議されませんが、今通常国会で漸く上程され審議が見込まれて
います。労働基準法の改正案特に「時間外労働の上限規制」等や非正規労働者の改善に向けた「同一労
働同一賃金」などは、中小企業にとっても大きな課題になり始めています。
労働力不足に基づく賃金の上昇とともに、労基法、パート労働法、労働契約法
の改正は、従来からの企業経営や労使の関係を見直す大きな転換点となりそう
です。特に「長時間労働は美徳だ、仕事ができる人だ！」や「有給休暇を使わ
ない人は優秀だ、企業に貢献している」などの考え方は、あっという間に払拭
されるかもしれません。
今こそ、現場の中で、生産性を高める方法はあるのか、生産性の高い業務と
はどういうものかを労使間で議論してみてください。情報を社員間で共有する
ことや協調性を高めることも一つの方法です。労働環境を変えながら一歩一歩
改善してみてください。今回は「働き方改革」をメインとして解説しています。
ぜひ、ご参照ください。
社会保険労務士法人プロジェスト
平成 30 年 4 月吉日

代表社員

守屋 達雄

プロジェストのサービス内容
コンサルティング支援内容
人事諸制度（評価、賃金、退職金、キャリアプラン等）の見直し、又は立案、導入から定着まで
実行支援
M&A、会社分割、合併、再編時の DD 及び人事労務問題の解決プランから実行までの支援
株式公開時の人事規程から組織規程・業務規程まで各種規程の作成支援
企業体質強化のための労務監査
日常の労務問題に関するご相談及び支援

アウトソーシング支援内容
労働保険、社会保険に関する書類作成、提出の代行
・新規適用手続

・入退社者の手続

・各種異動手続

・各種給付手続

・月額変更届、算定基礎届
・年度更新

・助成金の申請

等

各種協定書の作成、届出代行
・36 協定

・変形労働時間制に関する協定 等

就業規則の見直し支援と届出代行
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１．法改正情報
施行年月日
平成30年

1月1日

～改正法の施行スケジュール（平成 30 年 1 月以降）～
関係法令

職業安定法

改正のポイント

参照
ページ

 労働者の募集や求人申込制度の改正
【主な改正のポイント】
（1） 労働条件明示のタイミング

下記

（2） 求人の際に明示すべき労働条件の追加
（3） 労働条件変更時の適切な明示方法（書面が望ましい）
（4） 職業安定法に基づく指針等の遵守
確定拠出年金法

 掛金の年単位化
現行：月単位 → 複数月分をまとめて拠出 or 1年間分をまとめ

―

て拠出することが可能
年間限度額内であれば金額の変更が可能

4月1日

所得税法

 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

障害者雇用促進法

 法定雇用率の改定 （【民間企業】 現行 「2.0％」 → 「2.2％」）

P.17

 障害者の雇用義務を負う事業主範囲の拡大
 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える
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【特例措置】
精神障害者の短時間労働者について、一定条件を満たした場
合は「1人」とカウントする。（通常短時間労働者は「0.5人」）

平成32年

3 月 30 日

健康保険法

 健康保険料率の改定 （3月分（4月納付分）より）

―

子ども・子育て支援法

 子ども・子育て拠出金率の改定 （現行「0.23％」 → 「0.29％」）

―

労働者災害補償保険法

 労災保険料率の改定

―

職業安定法

 ハローワークや職業紹介事業者等のすべての求人を対象に、一
定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しな

までに

―

いことを可能とする
4月1日
平成30年通常国会

労働保険徴収法

 満64歳以上被保険者の雇用保険料免除措置の廃止

労働基準法

 時間外労働の上限規制
 60時間超割増賃金の中小企業への適用猶予廃止

継続審議案件 及び

 有給休暇10日以上の労働者に対し5日時期指定・付与義務

法律案提出予定

―

 フレックスタイム制の見直し

※一部を除いて平成
31年4月1日施行予定

―

 高度プロフェッショナル制度の創設
同一労働同一賃金
関連
（パート労働法・労働契
約法等）

 パート労働法の対象に有期契約労働者を追加
→ 労働契約法第20条は削除
 正規・非正規間の待遇格差に関する説明義務を新設
 均等待遇・均衡待遇についてパート労働法と同様の規定を新設

安倍政権の看板政策「働き方改革関連法案」の柱は以下 3 つ。
① 時間外労働（残業）の上限規制
② 非正規労働者の処遇改善に向けた「同一労働同一賃金」導入
③ 高収入の一部専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度」創設
「残業を規制すると、人手不足に苦しむ中小企業が経営できなくなる！」との批判を受け、監督
署が残業規制について中小企業を指導する場合は、「人材確保の状況や取引実態を踏まえて配
慮する」ことが付則に追記されました。
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―

■ 労働者の募集や求人申込の制度変更

（平成 30 年 4 月 1 日施行）

職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、今までの取
扱と変更になる箇所が下記の4項目あります。
（1） 労働条件明示のタイミング
募集～労働契約締結の間に、労働条件に変更があった場合、変更内容について速やかに明示しなけ
ればなりません。（職業安定法改正により新設）
（2） 求人の際に明示すべき労働条件の追加
労働者を募集する際に明示すべき労働条件に、下記が追加されました。
① 試用期間の有無／期間
② 裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間
③ 固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」
「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示
④ 募集者の氏名又は名称
⑤ 派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示
（3） 労働条件変更時の適切な明示方法
当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面交付が望ましい、とされています。
（4） 職業安定法に基づく指針等の遵守
労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針（明示する労働条件は、虚偽又は誇大な
内容としてはいけない等）を遵守することが必要です。
虚偽の求人申込は、罰則の対象です。
（6 か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金）

■ 労働基準監督署：「労働時間の調査・指導」が 4 月 1 日から強化
働き方改革の流れを受けて、社会的に労働時間に関する関心が高まっているなか、残業時間の削減や、労
働時間を短縮する取組みをしている企業も多いかと思いますが、平成 30 年 4 月 1 日に、全国の労働基準監督
署で「労働時間改善指導・援助チーム」が編成されました。

労働時間相談・支援班
•時間外・休日労働協定（36協定）を含む労働時間制度全般に関する相談
•変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入に関する相談
•長時間労働の削減に向けた取組みに関するご相談
•労働時間などの設定についての改善に取組む際に利用可能な助成金の案内

調査・指導班
•「労働時間改善特別対策監督官」として任命された労働基準監督官が、長時間労働の抑制と過重
労働による健康障害の防止のため、監督指導を行うこと等が予定されています。
今後さらに、労働基準監督署の労働時間に関する調査・指導が多くなることが想定されます。
いつでも調査に対応できるような労働環境の整備に取り組んでいきましょう。
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2．【働き方改革】 背景と全体像

＜文責：福井、脇田、石井＞

現在開催されている通常国会では、働き方改革関連法案の審議が行われています。それら法案の成立とと
もに、今後数年の間に、労働法と企業を取り巻く環境は大幅に変化していくことが予測されます。
ここでは、働き方改革の全体像、および既に平成29年3月に政府より公表されている「働き方改革実行計画
（働き方改革の具体的な取組み内容）」について、企業にとって特に影響が大きいと思われるテーマをピックアッ
プして解説します。

（1）働き方改革が必要な理由
（出典：平成 29 年版厚生労働白書）

肩車社会の到来
（医療・介護費を中心に、社会保障の給付と負担のアンバランスが発生）

生産年齢人口（※1）

2015 年

2060 年（推計）

労働力人口（※2）

2014 年

2060 年（推計）

人数

7,696 万人

5,140 万人

人数

6,587 万人

3,795 万人

割合

約 60％

約 50％

割合

約 52％

約 44％

（※1）15～64 歳の人口

（※2）就業者＋完全失業者の人口

日本における今後の世代別人口推移（推定）を表した上のグラフによれば、日本の総人口は減少の一途を
辿り、総人口に占める労働者の割合や、労働者数そのものも減少していくことがわかります。
こうした将来予測がある中で、日本の経済を維持・あるいは更に成長させていくために、1つには『労働力（量）
の確保』が必要となります。
活用が想定されている労働力としては、女性や高齢者、外国人などが、その例に挙げられ、また、労働市場
に参加している人の中でも、「育児や介護等の理由によって仕事との両立が難しい」など、物理的な働きづらさ
を感じている方は多くいます。
例えば育児・介護休業法を見直すだけでなく、在宅勤務（テレワーク）や副業・兼業といった柔軟な働き方を
導入し、労働環境を整備していくことも、労働力（量）を確保する大きな手段の1つとなり得ます。

ＯＥＣＤ加盟諸国の労働生産性／時間当たり労働生産性
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先進 7 か国中最下位

（出典：公益財団法人 日本生産性本部）

日本は先進7か国（米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本）で最も労働生産性が低い状況です。
【日本の労働生産性が低い理由の例】
◎長時間労働による非効率さ
◎労働者間の不合理な処遇差による非正規社員のモチベーション低下
特に、労働者間の不合理な処遇差については“職務内容が同一または同等の労働者に対し同一の賃金（教
育訓練や福利厚生等を含むあらゆる処遇）を支払うべき”とする、いわゆる「同一労働同一賃金」の考え方が、
既にガイドラインにおいて示されています。
『労働生産性（質）の向上』を図るためには“生産性を低下させている要因”をダイレクトに解消できる施策が
必要であり、働き方改革とは、日本の労働市場における量（労働力の確保）と質（生産性の向上）の両面からメ
スを入れ、未来の経済成長に繋げていこうとする改革であると言えます。

２.働き方改革実行計画
「働き方改革実行計画」とは、平成29年3月に決定・公表された働き方改革実現のための政府計画です。
【実行計画で示されている 5 つの課題】
◎仕事ぶりや能力の評価に納得して、意欲を持って働きたい
◎ワーク・ライフ・バランスを確保して、健康に、柔軟に働きたい
◎病気治療、子育て・介護などと仕事を、無理なく両立したい
◎ライフスタイルやライフステージの変化に合わせて、多様な仕事を選択したい
◎家庭の経済事情に関わらず、希望する教育を受けたい
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「仕事ぶりや能力の評価に納得して、
意欲を持って働きたい」なぁ・・・
「ワークライフバランスを確保して、
健康に、柔軟に働きたい」なぁ・・・

「ライフスタイルやライフ
ステージの変化に合わせ
て、多様な仕事を選択し
たい」なぁ・・・

「家庭の経済事情に関わらず、
希望する教育を受けたい」なぁ・・・

「病気治療、子育て・介護などと仕事
を、無理なく両立したい」なぁ・・・

【実行計画で示されている「検討テーマと現状」の例】
◎非正規雇用の処遇改善
◎長時間労働の是正
◎柔軟な働き方がしやすい環境整備
◎外国人材の受入れ、女性・若者が活躍しやすい環境整備
◎高齢者の就業促進

【実行計画で示されている検討テーマと現状への「対応策」の例】
◎同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
◎非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進
◎法改正による時間外労働の上限規制の導入
◎テレワーク（雇用型／非雇用型）のガイドライン刷新と導入支援
◎副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備
◎子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
◎外国人材受入れの環境整備
◎パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正社員女性の復職など
多様な女性活躍の推進
◎継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援
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（1）働き方その 1：在宅勤務
1.在宅勤務のメリットと課題
在宅勤務は、企業側・労働者側の双方に次のようなメリットをもたらすものと考えられています。
企業側のメリット

労働者側のメリット

 社会的責任（ＣＳＲ）や優秀な人材の引き
留め（リテンション）に寄与する
 柔軟な働き方を示すことで、労働者の創
造性や生産性を向上させる
 オフィスの省スペースの実現や業務コス
ト、通勤手当が削減できる
等

 育児や介護、療養をしながらでも勤務でき
る
 通勤時間が削減され、通勤ラッシュなどか
らのストレス軽減が図れる
 場所的、時間的な制約を受けず自由な環
境で業務に集中できる
等

一方で、次のような課題も指摘されています。
雇用型在宅勤務の課題
 労働日数や労働時間等の適正な把握の困難さから長時間労働を招きやすい
 労働者性の判断がつきにくく、人事評価制度の運用も困難
 セキュリティ対策に限界がある
このような課題認識を受け、厚生労働省は平成 30 年 2 月、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切
な導入及び実施のためのガイドライン（以下 URL）」を策定しました。
（URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html）

2.在宅勤務における法的留意事項
労働者が在宅勤務を行う場合でも、労働者であることに変わりはなく、労働基準法、労働契約法、最低賃金
法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令は適用されるため、法令ごとに以下のような
事項に留意しなければなりません。
法令名称

留意事項
就業の場所が「自宅」であることを書面（労働条件通知書等）で明示しなければなりません。
在宅勤務でも通常の労働時間制（1 日 8 時間、週 40 時間）が適用されます。但し、変形労働時

労働基準法

間・フレックスタイム・裁量労働・事業場外みなし等の制度も活用できます。
在宅勤務者（テレワーカー）に対し、「通常の労働者と異なる賃金制度等を定める場合」 「情報
通信機器等、作業用品その他の負担をさせる場合」「社内教育や研修制度に関する定めをする
場合」は、当該事項について就業規則に規定しなければなりません。

労働契約法

在宅勤務を導入する場合は、できる限り書面により確認するものとされています。

労働安全
衛生法

在宅勤務者についても、通常の労働者同様に健康保持を確保する必要があり、必要とされる健

労働者災害
補償保険法

就業場所が自宅でも、業務が原因である災害については、業務上の災害として、保険給付の対

康診断の実施や、雇入時の安全衛生教育を行う必要があります。
象となります。
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（2）働き方その 2：副業・兼業
『副業・兼業』とは、収入を得るために携わる本業以外の仕事のことを言います。働き方改革では、副業・兼
業を柔軟な働き方に位置付けて、『新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第二の人
生の準備として有効である』とし、その普及を図っていくことが重要であるとしています。

1.副業・兼業の現状
副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にあります。副業・兼業を行う理由は、自分のやりたい仕事である、
スキルアップ、資格の活用、収入の確保など様々であり、副業・兼業の形態も雇用型（正社員、パート、アルバ
イトなど）、雇用によらない働き方（請負契約・業務委託など）、起業など様々な形態があります。現在、副業を
持っている者の数は 234 万人とされています。
就業者全体の 3.6％程度

他方で、副業・兼業を希望
している者が増加しながらも、
多くの企業では就業規則等
で副業・兼業を禁止しており、
希望通り副業・兼業を行う
ことができない現状にありま
す。その原因として、企業は
副業・兼業を認めるにあたり
①自社での業務が疎かになること、②情報漏洩のリスクがあること、③競業・利益相反になること、④労働時間
の把握が難しく健康管理の取り扱いルールが不明確であること、などの懸念事項をあげています。

厚生労働省は副業・兼業の
促進に関するガイドラインを
公表しています！

なお、裁判例では『労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由で
あり、各企業においてそれを制限されることが許されるのは、(a)企業秘密が漏洩する場合、(b)企業の名誉・信
用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、(c)競業により企業の利益を害する場合』としており、
厚生労働省は、平成 30 年 1 月公開のモデル就業規則において『労働者は、勤務時間外において、他の会社等
の業務に従事することができる。』としています。ただし、上記①～④に該当する場合には禁止または制限する
旨も併せて規定しています。
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2.企業の対応
現在、副業・兼業を禁止もしくは一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社の業務に支障をもたらすも
のかどうかを今一度精査した上で、そのような事情がない場合は、労働時間以外の時間については労働者の
希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められます。
以下は、導入にあたってのチェックポイントです。

CHECK POINT 1

副業・兼業を認めるにあたって各企業の実情を踏まえた検討

【検討項目例】
① どのような形態の副業・兼業を認めるか
→ 【例】 ： 業務内容、就業時間帯、就業場所、就業期間、対象労働者の範囲など
② 副業・兼業を行う際の手続き
→ 【例】 ： 上司や人事担当者の事前の承認や事後の届け出の有無など
③ 副業・兼業の状況把握するための仕組み
→ 【例】 ： 上司や人事担当者への報告など
④ 副業・兼業の内容を変更する場合の手続

自社の兼業・副業ルールを明確にし、マニュアル整備をしておきましょう。

CHECK POINT 2

各企業における措置の検討

副業・兼業者の長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する観点から、働き過ぎにならないよう、
自社での就業と副業・兼業先での就業との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制等を行うなど、各
企業において措置を講じることができるか検討することが望ましいです。

CHECK POINT 3

労働者から副業・兼業の申し出があったら

【確認項目例】
① 申し出のあった副業・兼業が競業にあたらないか確認
② いつ、どこで副業・兼業を行うのか確認
③ どの程度の就業時間、業務量なのか確認
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★ 労働者にヒアリングする際の注意点 ★
必要以上に労働者の私生活に干渉したり、情報を求めることのないような配慮が必要です。

労働者が副業・兼業を始めたら・・・
企業と労働者はコミュニケーションを取り、過労により健康を害したり、現在
の業務に支障をきたしていないか確認していきましょう。

3.各種保険等の取扱い
働き方改革実行計画では、複数の事業所で働く方の保護等の観点や、副業・兼業を普及促進させる観点か
ら、雇用保険および社会保険の公平な在り方、労働時間管理および健康管理の在り方、労災保険給付の在り
方について検討を進めていくとされています。以下は、現行の制度となります。

法令名称

留意事項
労働時間は通算されるため、他社で８時間労働した労働者が自社で副業・兼業として労働す

労働基準法

る場合、１日の法定労働時間を超えているため割増賃金の支払い義務が生じます。
使用者は労働者が実際に働いた時間を把握する必要があります。

労働安全
衛生法

一般健康診断、ストレスチェックの実施対象者は、“常時使用する労働者”となっています。
副業・兼業先での労働時間の通算は不要です。


労働者災害
補償保険法

労働者が自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合、自社から副業・兼業先へ
移動する際に起きた災害は通勤災害とされます。



労災保険給付額については、事故が発生した就業先の賃金分のみを算定基礎としま
す。両社の賃金は合算されません。

事業主に雇用されている者が、各々の雇用関係において被保険者要件を満たす場合には、

雇用保険法

主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となります。
両社の労働時間を通算して 20 時間を超えても被保険者にはなれません。

複数の事業所においても適用要件を満たさない場合には、労働時間を合算して適用要件を

厚生年金保険法
健康保険法

満たしても適用とはなりません。
反対に、複数の事業所で適用要件を満たしている場合は、いずれかの事業所の適用を選択
しなければなりません。その際、各事業所の報酬額を合算して保険料を決定します。
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（3）長時間労働抑制のための取組事例
■ 経営方針と関連付けながら展開

■ 受注段階や遂行段階の管理を徹底

■ 事業所ごとに推進組織を設置

■ 上司に働きかける
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■ 研修や講演会の実施

■ e ラーニングの実施

■ 社員の PC を通して情報提供

■ 対象者に個別に伝える
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3．外国人雇用

～ 外国人労働者数は過去最高を更新 ～

＜文責：板村＞

厚生労働省は平成 30 年 1 月に、平成 29 年 10 月末現在の外国人雇用届出状況を取りまとめ、公表しました。
外国人労働者数は 1,278,670 人、前年同期比で 194,901 人（18.0％）増加し、過去最高を更新しました。

増加した要因


政府が推進している高度外国人材や留学生の受け入れが進んでいること



雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の
就労が進んでいること



技能実習制度の活用が進んでいること

等

1.都道府県別の状況
都道府県別にみると、上位 5 都府県で全体の半数を超えています。
人数

事業所数

1位

東京

394,834 人

（全体の 30.9％）

54,020 か所

（全体の 27.8％）

2位

愛知

129,155 人

（同 16.6％）

15,625 か所

（同 8.0％）

3位

大阪

72,226 人

（同 5.6％）

12,926 か所

（同 6.6％）

4位

神奈川

69,400 人

（同 5.4％）

12,602 か所

（同 5.4％）

5位

埼玉

55,534 人

（同 4.3％）

9,103 か所

（同 4.7％）
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２.国籍別の状況

ベトナムは前年対比で
68,241 人（39.7％）増加、
ネパールも同 16,341 人
（31％）と大幅な増加にな
っています

３.在留資格の状況

国籍別に見ると、ブラジル
とペルーは「身分に基づく
在留資格」が 99％を占めて
おり、次いでフィリピンが
73.8％となっています
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４．外国人雇用にあたって
日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限っ
て在留活動(就労等)が認められています。在留カードにより、在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎて
いないかを必ず確認しましょう！

氏名，生年月日，性別，国籍・地域，住居地，
在留資格，在留期間，就労の可否など、重要部
分が記載されています

現在、入管法上の在留資格は 33 種類ありますが、大きく、「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づ
く在留資格」に分けられます。
①各在留資格に定められた範囲での就労が可能
公用・教授・芸術・高度専門職・医療・研究・技能・教育・技術人文知識等
活動に基づく在留資格

②就労できない在留資格

（就労制限あり）

文化活動・留学・研修・家族滞在 等
③個々の外国人に与えられた内容により就労の可否が決定される資格
アマチュアスポーツ選手・ワーキングホリデー・卒業後就活する留学生等

身分または地位に基づく在留資格

（就労制限なし）

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

※入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制
限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です

外国人雇用のポイント
①雇用の際は在留資格の確認が必須です！
②留学生の場合は 1 週間に 28 時間以内の就労を守りましょう！
③外国人の雇入れと離職はハローワークに届け出る必要があります。
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5．外国人雇用に関する Q&A
Q1.外国人を雇用した場合社会保険に加入させなければなりませんか？
A 社会保険の適用については、日本人と同様に適用されます。
外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料負担を嫌って加入し
たがらない例もありますが、任意加入ではないので対象となる場合は加入させなけれ
ばなりません。

Q2.外国人労働者に対する雇用保険・労災保険はどのようになりますか？
A 雇用保険は、外国公務員・外国の失業補償制度の適用を受けることが明らかである
者を除き、日本人と同様に適用されます。ただし、ワーキングホリデー制度による入国
者や留学生（昼間学生）については原則、雇用保険の適用除外となります。

Q3.外国人労働者に係る税金の取扱いはどのようになりますか？
A 給与等を支払う場合、源泉徴収を行う必要がありますが、その対象となる収入の範囲
及び方法は、その方が「居住者」か「非居住者」であるかによって異なります。国籍によ
っても対応が異なるので、各人ごとの対応が必要になります。
※詳細は管轄の税務署にお問い合わせください

Q4.技能の資格を持つ外国人を雇用しています。在留期間内に更新の申請をして
いますが、結果が出る前に在留期間が過ぎてしまいそうです。
A 在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっていますが、事案によっ
ては在留期間内に許可するか否かの結果がでない場合もあります。申請に対する処
分が在留期間の満了日までにでないときは、その処分がされる日または従前の在留
期間の満了の日から 2 ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで在留することができま
す。

Q5.不法就労外国人とは知らずに雇用した場合、罰則はありますか？
A 「不法就労助長罪」が定められており、3 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科すると定められています。なお、不法就労外国人であることを
知らないで雇用した場合、知らないことに過失があったときも、処罰を免れないこととな
ります。
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4．2017 年 税制改正を受けて

＜文責：福田＞

１．パートタイマーの働き方はどう変わるか？
2017 年税制改正により、「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の見直しが行われました。今回の改正で
は、配偶者の年収要件の引き上げや控除額が改正されますが、改正の影響は世帯により異なります。また、パ
ート収入が増加すると、税制や社会保険の扶養から外れるため、逆に世帯手取りが減ってしまう「パートの壁」
も世帯によって異なります。

就業調整を促す「４つの壁」
１． 今後も残る「103 万円の壁」【税】
年収 103 万円を超えると自身の所得に課税されることに加え、家族手当の支給基準にこの 103 万円を
採用している企業も多く、実質負担増も生じることから、今後も「103 万円の壁」は作用するものと考えら
れる。

２． 一部に適用される「106 万円の壁」【社保】
原則、被保険者数 501 人以上の企業に勤める者が加入要件を全て満たすと、自身が勤務先の社会保
険に加入することとなり、社会保険料の負担が発生する。

３． 新たに厚い壁となる「130 万円の壁」【社保】
年収 130 万円以上になると、健康保険の被扶養者および国民年金の第 3 号被保険者には該当せず、
自身で国民健康保険への加入と国民年金第 1 号被保険者への切替えが必要になる。

４． 新たにできた「150 万円の壁」【税】
今回の税制改正でできた「150 万円の壁」。年収 150 万円を超えると、配偶者特別控除額は段階的に
減る。

【妻：パート収入のみ 時給＠1,000 ／ 夫：年収 1220 万円以下 とした場合】
週の労働
時間目安

勤務例・目安

社保
扶養

妻の所得税課税ライン

21h

1 日 6ｈ×週 3 日

○

8.8 万円

短時間労働者の社保加入要件の一つ

22h

〃

(○)

130 万円

10.8 万円

社保被扶養者となるための収入要件

27h

1 日 8ｈ×週 3 日

○

150 万円

12.5 万円

これを超えると、配偶者特別控除額が段階的に減

31h

1 日 6ｈ×週 5 日

×

年収

月収

103 万円

8.5 万円

106 万円
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生産年齢人口が減少を続け人手不足の企業が多い中、給与収入を一定の範囲内に抑えるために就業時間
を抑える傾向は、最低賃金の引上げや人手不足による賃金（時給）高騰を鑑みると、今後益々強まるのではな
いでしょうか。

企業はどのように対応すればいいのか


パートタイマーの働かせ方の検討


人材の確保 … 優秀な人材の正社員転換 or 無期契約転換等といったキャリアアップの検討



処遇の向上 … 労働時間増に伴う社保加入による保険料負担分を加味した賃金（時給）見直し
の検討、または人手不足に伴う処遇改善



労働者への意向確認 … 年収 130 万円未満で社保扶養内のままで良いのか、年収の壁に影響
されず長時間働きたいのか等の意向確認



家族手当の規定の検討
支給基準を所得税法上の控除対象配偶者としている場合、見直しが必要な企業もある。

【参考】 「就業調整」の状況と配偶者控除等の年収上限の引上げへの対応意向

「就業調整」の具体的な内容（複数回答）
配偶者の所得税について配偶者控除が受けられ
るよう、自身の収入を 103 万円以下に抑えている

36.5

自身の収入に所得税がかからないよう、非課税
限度額（103 万円）以下に抑えている

27.6

配偶者の被用者保険に被扶養者として加入でき
るよう、自身の収入を 130 万円未満に抑えている

具体的な変更内容
（複数回答）

24.6

配偶者特別控除が受けられるよう、自身の収入を
103 万円超 141 万円未満に抑えている

57.9

19.1

自身の収入が 103 万円超～
130 万円以下に収まるよう少
しだけ時間を増やす

住民税がかからないよう、自身の収入を 100 万円
以下に抑えている

11.7

40.6

社会保険に加入しなくて済むよう、州の所定労働
時間を 20 時間未満、月額賃金を 8.8 万円未満等
に抑えている

自身の収入が 130 万円超～
150 万円以下に収まるよう時
間を増やす

11.2

4.7

配偶者の勤務先から手当（配偶者手当や家族手
当等）がもらえるようにしている（103 万円・130 万
円以下等）

自身の収入が 150 万円を超
えるよう時間を大幅に増や
す

10.8

その他

2.9

無回答

0.6

社会保険に加入しなくて済むよう、週の所定労働
時間を正社員の 4 分の 3 未満に抑えている

7.6

受給している公的年金が支給停止にならないよう
（あるいは減額率が小さくなるよう）にしている

6.0

雇用保険に加入しなくて済むよう、週の所定労働
時間を 20 時間未満に抑えている

4.8

その他

5.2

無回答

6.2

％

資料：独立行政法人 労働政策研究研修機構 H29 年統計調査より
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5．プロジェスト メンバー紹介
プロジェスト通信は、本号で創刊10周年を迎えることができました。皆様に心より感謝申し上げます。これから
も皆様により一層ご満足いただけるよう、メンバー一同、努力していく所存です。
創刊10周年を記念し、プロジェストメンバーを紹介いたします。

①出身

④好きな食べ物

②趣味や特技

⑤座右の銘

③愛読書

⑥心がけていることや掲げている目標

代表社員 守屋 達雄
①東京都昭島市
②読書（主に歴史小説）
、スポーツ観戦、
映画鑑賞、下手な横好きでゴルフ、囲碁
③「こころ」
、
「三国志」
「平家物語」など歴史小説多数
④じゃがいも料理、美味しい煎餅
⑤天は自ら助くる者を助く
⑥どんな時でも、前向きにチャレンジ！

板村 亜紀（社会保険労務士）
①神奈川県横浜市
②身体を動かすこと
（最近二重跳びが 27 回、
逆上がりもできました！）
③刑事ものの小説（横山秀夫）
④杏仁豆腐
⑤スマイル「0 円」
⑥常に-３キロダイエット！！

福田 良枝（社会保険労務士）
①山形県最上町
②無趣味…老後が心配…
③司馬遼太郎（ノンフィクションが好きです）
④お寿司
⑤笑門来福
⑥田舎に帰る
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石井 一明（特定社会保険労務士）
①千葉県市川市
②趣味：スポーツ観戦（特に格闘技）特技：自炊（時短料理）
③プレジデント、菜根譚
④和食全般
⑤努力は裏切らない
⑥フルマラソン 2 時間 45 分

福井 一弥（特定社会保険労務士）
①神奈川県鎌倉市
②野球（サード）
、書道（毛筆六段）
③西郷どん
④焼肉
⑤鶏口牛後
⑥皆様から信頼される社労士になること

脇田 幸奈（社会保険労務士）
①長野県中野市
②あんこ、リラックマ、電車、THE YELLOW MONKEY
③小型全国時刻表（交通新聞社）
④あんこ（湯島の『みつばち』
、
有楽町の『甘味おかめ』がおすすめ）
⑤明日死ぬかのように生きよ
⑥５０歳で隠居

鍋倉 香織（アシスタント）
①新潟県村上市
②ゴルフを趣味と呼べるようレッスン中
③真田太平記（全 14 巻）
④タイ料理（新宿 2 丁目のバーンキラオがお勧め）
⑤喜色満面
⑥夏までにゴルフコース回ります！
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コ

ラ

ム

年次有給休暇の取得状況

H28 年度に企業が付与した年次有給休暇日数（繰越日数を除く。）は労働者１人平均 18.2 日（前年 18.1 日）。
そのうち労働者が取得した日数は 9.0 日（前年 8.8 日）で、取得率は 49.4％（前年 48.7％）でした。

性・企業規模・産業別

労働者 1 人
平均付与日数 (1)（日）

労働者 1 人
平均取得日数 (2)（日）

取得率 (3)（％）

Ｈ29 年調査計

18.2

9.0

49.4

男

18.6

8.7

46.8

女

17.2

9.6

55.4

1,000 人以上

19.2

10.6

55.3

300～999 人

18.2

8.8

48.0

100～299 人

17.6

8.2

46.5

30 ～ 99 人

17.3

7.5

43.8

建設業

18.1

6.9

38.0

製造業

19.0

10.7

56.2

情報通信業

18.9

11.2

58.9

運輸業

17.7

8.6

49.0

卸売業,小売業

18.3

6.4

34.9

学術研究,専門・技術サービス業

18.1

10.4

57.6

飲食サービス業

16.5

5.4

32.8

生活関連サービス業,娯楽業

16.9

6.6

38.9

【企業規模】

【主な産業別分類】

参考資料 ： 厚生労働省 H29 年「就労条件総合調査」より

(1) 「付与日数」は、繰越日数を除く。
(2) 「取得日数」は、前年（又は前々会計年度）１年間に実際に取得した日数である。
(3) 「取得率」は、取得日数計／付与日数計×100(％)である。

政府は「第４次男女共同参画基本計画」のなかで、
「 2 02 0 年 ま で に 、 有 給 休 暇 の 取 得 率 を 7 0％ に す る 」
という目標を掲げています。
さらに、
『有給休暇義務化』の法案（年 10 日以上付与者は年 5
日義務）は現在も継続審議中です。
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「長時間労働の抑制」／「年次有給休暇取得促進」の取組事例
多様な人材が活躍する企業になるには、ワーク・ライフ・バランスの実現を推進することが重要です。
そのために、多くの企業がいろいろな取組をしています。

取 組 事 例
①

長時間労働の原因を把握し、改善策を立ててい
る

②

ノー残業デーを設けている

③

帰りやすい・休みやすい雰囲気をつくっている

④

時間に区切りを付けている

管理職を対象に労務管理に関するセミナーを行
っている

⑥

長時間労働を抑制するために、職場を巡回して
いる

⑦

半日休暇・時間単位休暇を導入している

⑰

病気などの場合に年次有給休暇が追加される
（バックアップ休暇）制度がある

（チャイムを鳴らす、夕礼の実施など）
⑤

⑯

長時間労働を行った者に対して、部門長や人事

⑱

短時間勤務ができる

⑲

在宅勤務型テレワークを導入している

⑳

産業医や保健師との相談制度がある

㉑

裁量労働制を導入している

㉒

長時間労働の抑制や年次有給休暇取得促進につ

部などが面談を行っている
⑧

いて、経営会議で取り上げている

部門長が、メンバーの業務内容やプロジェクト

㉓

の進捗状況を把握している
⑨

いる

時間外労働、年次有給休暇取得などを「見える

㉔

化」している
⑩

時間外労働、休日出勤などを申請制にし、部門

㉕

部門間やチーム内で仕事の分かち合い、平準化
をしている

本人や部門長に、メールや文書で長時間労働の

㉖

注意喚起（アラート）をしている
⑫

長時間労働の抑制や年次有給休暇取得促進につ
いて、労使で話し合いの場を設けている

長の承諾が必要としている
⑪

時間外労働について全社で目標時間を設定して

イベントやキャンペーンを実施するなど、年次
有給休暇取得の工夫をしている

時間外労働削減のためのインセンティブを設け

㉗

ている

生産性や品質の向上、業務の効率化に努めてい
る

⑬

年次有給休暇を計画的に取得する仕組みがある

㉘

人材育成に力を入れている

⑭

１週間程度の休みが取得できる連続休暇制度や

㉙

長時間労働の抑制や年次有給休暇取得について

リフレッシュ休暇制度などがある
⑮

顧客の理解を得るよう働きかけている

記念日休暇、配偶者出産休暇など、従業員が利

㉚

用しやすい制度がある

労働時間管理がしやすいビジネスモデルに変化
させている

上記をヒントに具体的な取組施策を検討してみましょう
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