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「改正パートタイム労働法」省令や指針
に注意！

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

◆改正パートタイム労働法の概要

る見通しですので、体制の整備だけでなくその周知も

４月 23 日に公布された改正パートタイム労働法（以

行わなければならないこととなります。

下、
「改正法」）では、賃金の決定、教育訓練の実施、

７月から協会けんぽの申請書・届出書が
新しくなります

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

◆加入者・事業主等の利便性に配慮

るために行う雇入れ時の説明義務等が規定されました

健康保険給付の支給を申請する際、各種申請書・届

が、これらの具体的な取扱いは省令や指針に規定され

出書を提出して行いますが、７月１日より、協会けん

ます。

ぽのこれらの様式が OCR 様式への刷新に伴いフォーマ

現在、厚生労働省（労働政策審議会雇用均等分科会）

ットが大きく変更されます。

において、省令や指針の見直しの議論が進められてお

申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や

り、実務への影響が大きいことからその行方が関心を

医師等が記入する欄も設けられていますが、それらが

集めています。

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

◆「一律○円」による通勤手当の支給は要注意？

されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮

改正法 10 条 1 項は、正社員との均衡確保の努力義務

されています。

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

◆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、

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。

保険証再交付等に関するもの、任意継続に関するもの、

雇用均等分科会の資料では、
「距離や実際かかってい

健診に関するものがありますが、これらのうち 29 種類

る経費とは関係なく一律の額で通勤手当として支払っ

の様式が新しくなります。

ているような場合については、職務関連として整理さ

対象となる様式について、主なものは協会けんぽの

れるのではないか」とされており、７月下旬に公布さ

ホームページで確認することができます。

れる予定の改正省令でどのように規定されるか、注意
◆負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出

を要します。

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

◆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

費支給申請書」の「負傷原因記入欄」に記入すること

説明義務が規定されるとともに、16 条で、パート労働

とされていましたが、新様式にはその欄が設けられて

者からの相談に応じるための体制の整備を義務付けて

いません。新様式に移行した後は、添付書類として「負

います。

傷原因届」に記入して提出することとなりますので、
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注意が必要です。

順に「解雇」（４万 3,956 件）、「自己都合退職」（３万

なお、
「傷病手当金支給申請書」は全４ページに変更

3,049 件）となっています。

となります（１〜２ページ目が申請者情報・申請内容、
◆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

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）
。

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％）、

◆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

「期間契約社員」２万 6,696 件（10.9％）、
「派遣労働

やホームページからダウンロードできる様式は、新し

者」１万 31 件（4.1％）となっています。

いものに切り替えられます。また、ユーザー登録をす

過去 10 年の推移で就労形態別の当事者の属性を見

れば全国のセブンイレブンの「ネットプリント」
（有料）

ると、正社員は減少傾向にあり、期間契約社員が増加

サービスでも入手することができます。

傾向、パート・アルバイトや派遣社員については横ば

なお、7 月１日以降すぐに旧様式が使えなくなるわ

いという状況です。これは、他の「助言・指導」
「あっ

けではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続

せん」の方法でも、同様の傾向のようです。

きができるよう新様式への切替えについて協力を呼び

助言・指導は１カ月以内に 96.8％が、あっせんは２

かけています。

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

「個別労働紛争解決制度」の利用状況
トラブルの特徴は？

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。

◆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

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

との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの

「パートタイマー白書」は、株式会社アイデムにより

未然防止や早期解決を支援する制度で、「総合労働相

平成９年度から刊行されている調査報告書です。

談」
、労働局長による「助言・指導」
、紛争調整委員会

この中に、人材の過不足感に関する調査結果があり

による「あっせん」の３つの方法があります。

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

◆パワハラが２年連続最多に

いる企業に対して実施しています。

平成 25 年度は、前年度に比べていずれの方法でも件

◆若年層の正社員が不足
数が減少しました。

自社の従業員に対する過不足感を雇用形態別・年代

ただし、総合労働相談の件数は前年度比 1.6％減と

別に問うと、いずれの形態においても、若い年代で不

なったものの、６年連続で 100 万件を超え、高止まり

足感が高いようです。特に、正社員においてその傾向

しています。助言・指導申出件数は、約１万件（同 3.3％

は顕著で、20 代正社員が「不足」とした企業は 56.3％

減）
、あっせん申請件数は約 5,700 件（同 5.5％減）と

となっていますし、30 代正社員では 47.3％と半数近く

なっています。

に上ります。

また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争

他の年代の正社員に対する不足感が 40 代：22.0％、

の相談内容で、いわゆるパワハラにあたる「いじめ・

50 代：8.3％、60 代以上：4.2％となっているのと比較

嫌がらせ」が５万 9,197 件と２年連続で最多となって

すると、若年層の不足感よくわかります。

いることが注目されます。

また、業種別では、「建設業」「運輸業」の約６〜７

相談内容の内訳として、パワハラの次に多いものは、

割の企業で、20 代・30 代の正社員が「不足」している
2
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と回答しており、若手人材の獲得は大変なようです。

15 日
○ 所得税予定納税額の減額承認申請

◆パート・アルバイトの年代別過不足感

＜6 月 30 日の現況＞の提出［税務署］

パート・アルバイトでも、若い年代のほうが、不足

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出

感が強い（20 代：25.2％、30 代：20.5％）ですが、正

［公共職業安定所］

社員の不足感のほうがより強いようです。

31 日

業種別に見ると、
「飲食店、宿泊業」
「生活関連サー

○ 所得税予定納税額の納付＜第 1 期分＞

ビス・娯楽業」では、20 代パート・アルバイトが「不

［郵便局または銀行］

足」していると回答した企業が約５割に上り、他の業

○ 労働者死傷病報告の提出

種よりも割合が高くなっています。

＜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］

◆契約社員・嘱託社員／派遣社員の年代別過不足感

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

契約社員・嘱託社員については、どの年代に対して

［年金事務所］

も「ちょうどよい」という回答が８割を超えています。

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

派遣社員についても約９割の企業が「ちょうどよい」

書の提出［公共職業安定所］

との回答でした。

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない

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

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

い込み競争は今後さらに激化しそうです。

［公共職業安定所］

7 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

編集後記

10 日

7 月に入り 1 年の下半期が始まりました。

○ 健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限

と書くと、もう半分過ぎたの？？と自分でも少し驚
いてしまいます。早いですね(笑)

＜7 月 1 日現在＞［年金事務所または健保組合］

早いと言えば、弊所の事務所通信も今月号で 100 号

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

を迎えました。少しずつの積み重ねですが、100 号ま

［郵便局または銀行］

で到達できたこと、素直に嬉しく思います。これから

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜1 月〜6 月分＞

も宜しくお付き合いくださいますようお願い申し上げ

［郵便局または銀行］

ます。

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

今月も最後までお読みいただき有り難うございまし

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

た。（R.O）
○ 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］
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