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2019 年度からの社会保障改革の原案が
明らかに

上記会議資料によれば、「年金支給開始年齢の引上
げは行うべきではない」とし、「年金受給開始の時期
を自分で選択できる範囲は拡大を検討する」としてい

◆３年ぶりに経済・財政再生計画を全面改定

ます。また、継続雇用年齢の引上げとともに、来夏に

昨年 12 月６日、政府が年内に決定する経済・財政再

決定予定の実行計画において具体的制度化の方針を決

生計画の原案が明らかになりました。

定し、厚生労働省の労働政策審議会の審議を経て法律

前回の策定から３年ぶりの全面改定で、今回は社会

案提出を検討するとしています。

保障改革に関する項目が 100 近く盛り込まれるなど、
大幅に増加しています。
工程表の作成は、今年６月に安倍首相が経済財政諮

◆「人生 100 年時代」を見据え健康寿命を延ばす取組

問会議に指示していたもので、10 日の会議で案が示さ

みも強化

れ、年内にも決定されます。

政府は、中長期での社会保障費の削減に向け、健康寿
命を延ばす取組みも強化します。健診や保健指導の実
施率を引き上げ、メタボリックシンドローム該当者や

◆１年で雇用改革を断行
まず、2019 年度は何歳になっても働ける「生涯現役」

その予備軍を 2022 年度までに 08 年度比で 25％減らす

の社会づくりに取り組むと明記しています。これまで

ことを目指すとしています。

65 歳以上への継続雇用年齢の引上げについて検討され
てきましたが、それを踏まえて改革を進めることが盛

外国人実習生に関する監督指導と
技能実習制度の見直し

り込まれています。11 月 26 日の会議資料によれば、
混乱が生じないよう、65 歳までの現行法制度は改正を
検討せず、65 歳以上への継続雇用につき「一定のルー

◆外国人実習生に関する監督指導

ルの下で各社の自由度がある法制を検討する」とされ

入国管理法の改正に伴い、外国人技能実習制度等の
見直しが行われます。日本の労働人口は、少子化や人

ています。
さらに、高齢者や女性の就労拡大を促すため、短時

口減少により、2030 年までに最大で約 900 万人弱、2060

間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大を図るこ

年までには 3,000 万人弱も減少するといわれており、

とも盛り込まれています。

今回の入管法の見直しは、政府が労働力不足への対応
としての在留資格見直しに大きく踏み出すことを意味
しています。

◆３年間で社会保障改革を
高齢者雇用の拡大と併せて、年金受給開始年齢を柔

「技能実習」について、外国人実習生を受け入れる

軟に選べるようにする改革、在職老齢年金制度の見直

企業に対して行われた全国の労働局や労働基準監督署

しを進めることも盛り込まれました。

による監督指導の状況を、厚生労働省が公表していま

さらに、マクロ経済スライドの仕組みや高所得者の

す。

年金給付の在り方についても検証するとしています。
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◆監督対象事業場・違反事業場は年々増加

◆あなたは現在所属しているチームの雰囲気に満足し

平成 29 年は、実習実施者（企業）に対して 5,966 件

ていますか？

の監督指導が実施され、4,226 件（70.8％）で労働基準

現在の職場のチームの雰囲気に「満足」
（とても満足：

関係法令違反が認められました。主な違反としては、

10.9％、やや満足：43.6%）としている人は半数を超え

・労働時間（26.2％）・安全基準（19.7％）

ました。ただ、20 代、60 代の約６割が満足している一

・割増賃金の支払（15.8％）・就業規則（9.2％）

方、50 代、非正規職員では、過半数が満足していない

・労働条件の明示（9.1％）

という結果です。

などとなっています。重大・悪質な労働基準関係法令

満足している理由としては、
「困ったときに助け合う

違反により 34 件が送検されています。技能実習生の増

から」
（39.6％）、
「自分なりに創意工夫で仕事を進める

加に伴って、監督・指導にも力が入れられ、その数も

ことができるから」（27.2%）、「互いに情報を共有した

増加が予想されます。

り学びあったりしているから」
（22.2％）、
「期待されて
いる役割が明確であるから」（18.2%）が挙がっていま
す。一方、満足していない理由としては、
「フェアな評

◆違反の申告・通報もより活発に？
技能実習生から労働基準監督署などに対して労働基

価がなされていない」（24.0%）、「困ったときにも互い

準関係法令違反の状況が申告されることもあります。

に助け合うことがない」
（21.8％）、
「互いに本音を話せ

技能実習生同士のつながりにより、賃金や割増賃金の

ない」（21.3%）が挙がっています。

不払いがある等の情報は広まりやすいと思われます。

現在のチームに満足している人と満足していない人

また、こうした申告は、労働基準監督署に対するもの

で比較すると、
「職場のチームリーダーは、チームの雰

だけではなく、出入国管理機関（各地の入国管理局）

囲気を良くすることができているか」について、満足

に対しても行われ、それが労働局・監督署へ通報され

していると回答する人は「できている」と６割が回答

て監督等につながるケースもあります。技能実習制度

したのに対し、満足していない人は「できていない」

の違反等に対するペナルティとして、実習生の受入れ

との回答が５割を超えました。このように、チームの

の停止等が行われますので、企業活動に大きく影響し

雰囲気に満足している人は、良好な人間関係を魅力と

ます。

感じる傾向が強くあるようです。

◆改正に伴う情報収集を

◆上司から言われて嫌だと思う一言は？

新しい制度が始まれば、それに伴って企業への監督

「上司から言われて嫌だと思う一言は何ですか」と

等も厳しくなることが予想されます。また、労基法・

いう質問についての１位は、「使えないな」（33.8％）。

安衛法関連だけでなく、技能実習制度自体に定められ

２位に「そんなこともできないのか？」（32.6％）、３

ている報告や手続きについても、新制度の下で見直し

位に「余計なことをするな」（23.4％）となりました。

が行われると思われます。外国人雇用・技能実習生の

次いで、「上が言っているんだから、やれ」（21.5％）、

受入れなどを検討する企業は情報に注意しておきまし

「やる気があるのか？」（16.5%）、「自分で考えろ」

ょう。

（11.5％）、
「聞いてないぞ」
（10.8％）となっています。

【厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指

◆上司から言われてやる気がでる一言は？

導、送検等の状況（平成 29 年）」】

一方、やる気がでる一言として挙がったのは、１位

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-

「ありがとう」
（35.1%）、２位「よくやった」
（23.9％）、

Roudoukijunkyoku-Kantokuka/besshi.pdf

３位「頑張ってるね」
（19.8%）です。他には、
「いいア
イデアだ」
（17.5%）、
「おつかれさま」
（17.4%）、
「あなた

「チームの雰囲気」が満足度やモチベー
ションにどう影響しているか？

にしかできない」
（17.1%）、
「期待しているよ」
（16.0%）
が続きました。上司による感謝とねぎらいの声かけが
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従業員のモチベーションアップにつながるようです。

りを希望しない場合は、今までどおり書面で通知しな

【一般社団法人日本能率協会「第 9 回「ビジネスパーソン 1000

ければなりません。
また、電子メールで送信する場合の具体的なファイ

人調査」【理想のチーム編】」】
https://jma-news.com/wp-

ル形式（メールの本文または一定形式の添付ファイル

content/uploads/2018/11/845fa87cf4eec1440988e2087a54a9e1

に限られるのか、どちらでもよいのか等）や、本人が

.pdf

確実に受け取ったかどうかの確認の要否などについて
は、現時点では明らかになっていません。施行までに

４月から労働条件の通知が FAX やメール
でも可能になります！

なんらかの基準が示される可能性もありますので、注
意が必要です。

◆労働条件通知書がペーパレス化に！

1 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

厚生労働省は、現在、労働基準法第 15 条で定められ
ている労働条件の「書面」での通知について、４月１

10 日

日からＦＡＸや電子メール等でも可能にし、規制を緩

○

源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付

和させることを決めました。書面として印刷できれば

［郵便局または銀行］※ただし、６ヵ月ごとの納付の特

問題ないと判断したことによるもので、企業にとって

例を受けている場合には、30 年 7 月から 12 月までの

は印刷や郵送にかかるコストや手間の削減ともなり、

収分を 1 月 20 日までに納付

徴

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

利便性が高まることが期待されます。

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

◆労基法施行規則を改正
具体的には、昨年９月７日に公布された働き方改革

一括有期事業を開始している場合＞

法関連法に基づく省令で、労働基準法施行規則第５条

［労働基準監督署］

第４項に下記の下線部分が追加されました（2019 年４月

31 日

１日施行）。

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表＞
の提出［税務署］

【労働基準法施行規則第５条】
第４項

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞

法第 15 条第１項後段の厚生労働省令で定め

る方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明

［市区町村］

らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］

が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれか

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分

の方法によることを希望した場合には、当該方法と

＞［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、10 月～

することができる。
①

ファクシミリを利用してする送信の方法

②

電子メールその他のその受信をする者を特定し

12 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］

て情報を伝達するために用いられる電気通信の送

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

信の方法 （当該労働者が当該電子メール等の記録

○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞

を出力することにより書面を作成することができ

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

るものに限る。）

書の提出［公共職業安定所］
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな
い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

◆本人の希望が条件
今回の規制緩和は、労働者がＦＡＸや電子メール等

［公共職業安定所］
○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］

での通知を希望することが条件となっています。本人
に通知方法を確認し、ＦＡＸや電子メール等での受取
3
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本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出
［給与の支払者（所轄税務署）］
○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］

編集後記
みなさま、明けましておめでとうございます。
2019 年がスタートしました。年末年始はリフレッシ
ュできましたでしょうか？
今年は、元号が変わったり、統一地方選挙や参議院選
挙など大きなイベントが沢山ある年のようですね。バ
タバタしそうな予感もありますが、平常心を忘れず、
穏やかに一年を過ごせるよう頑張って参りたいと思い
ます。
今月も最後までお読みくださり、有り難うございま
した。本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。
（R.O）
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