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内容までは知らない人という人がまだまだ多い中、ま

5 月 30 日施行「改正個人情報保護法」
対応状況について

ずは従業員教育の徹底は第一課題となりそうです。
まだ対応が済んでいない事業者も多いかと思います

◆3 割強の事業者では対応が間に合わない？

が、マイナンバー制度の開始から始まり、近時、企業のセ

5 月 30 日から全面施行される改正個人情報保護法に

キュリティ対策が強く求められているところです。

よって、法がすべての事業者に適用されることになり、

重大な漏えい事故が起これば企業の経営にも大きく

企業も対応に追われているところです

影響しますので、早急な対策が望まれます。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が

「社会保険未加入事業所」の実態と
今年度の加入促進対策

日本商工会議所との共催で行った「中小企業向け改正
個人情報保護法実務対応セミナー」（東京：2017 年 1 月 17
日、1 月 27 日の 2 回開催、大阪：2016 年 12 月 9 日の 1 回

◆未加入の事業所の 6 割が「保険料の負担が困難」

開催）において、参加者に対して実施した改正個人情報

厚生労働省は、3 月末に「社会保険の加入状況にかか

保護法への対応状況についてのアンケートの結果による

る実態調査」の結果を公表しました。

と（全セミナー参加者 642 名中、回答者 544 名）、改正個

この調査は社会保険の未加入が疑われる約 63 万事

人情報保護法への対応について、現段階で「対応済みで

業所を対象に実施し、「未加入」と回答した事業所は 13

ある」との事業者は全体の 7.9％との 1 割に満たず、

万 5,490 事業所でした。そのうち、加入手続を行ってい

「2017 年の春頃までには対応する予定である（できると

ない事業所は 6 万 4,446 事業所でした。

考えている）」と回答した割合は 59.6％、「いつまでに対

未加入の理由として、約 6 割の事業所が「保険料の負

応が完了できるかわからない」との割合は 28.7％となっ

担が困難」であることを挙げています。

たそうです。

なお、未加入被保険者が多い業種は「不動産業」

昨年末から今年頭にかけての回答状況ですが、対応の

11.3％、「建設業」8.5％、「料理・飲食店業」6.9％、「飲食

進んでいない企業が少なくない状況が読み取れます。

料品小売業」6.5％でした。

◆改正法への対応として従業員教育を重視

◆厚労省による加入促進の対策は？

また、改正個人情報保護法遵守のために何を行ったら

厚生労働省は調査結果を踏まえ、この 4 月から社会保

よいかとの質問については、従業員教育（従業員の意識

険の加入促進をより一層強化することを明らかにしてい

向上）（86.4％）、セキュリティ対策構築（情報資産に対す

ます。

るリスク洗出し、リスク対策、サイバー攻撃対応等）

具体的な対策として、「飲食業」「理容・美容業」「社会

（73.5％）、個人情報保護方針や規程類の作成・見直し

福祉事業」が新規事業所の許可申請を行う際に、社会保

（71.5％）の順となっています。

険の加入状況を確認することになります。従来は「建設

同調査では、個人情報保護法の改正について「知って

業」や「運送業」が国土交通省に許可申請の際に加入状

いる」との回答は 9 割以上となりましたが、「改正の内容

況の確認行っていましたが、新たに対象業種が追加とな

まで知っている」との回答は 4 割だったそうです。

ります。
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加入が確認できなかった場合には、日本年金機構や

◆簡単に転勤を命じられない時代

各都道府県の労働局へ通報し、加入勧奨を行います。

もちろん企業には法律上、配転命令権が認められてい

この取組みは今年 7 月から実施が予定され、今後は厚

ます（ただし濫用は禁止されています）。事業所間の人員

生労働省の所管以外の業種にも要請をするとしていま

調整、ジョブローテーションによる人材育成など、転勤が

す。

必要な事情もあるでしょう。

また、既存の事業所への対策として、加入すべき被保

しかし、今や転勤は会社が必ずしも自由に命じること

険者数が 5 人以上の事業所から優先的に加入指導を行

ができるものではなく、自社従業員や政府から「配慮」を

い、意図的に届出を行わない事業所には立入り検査を実

求められてしまうご時世だということは、認識しておく

施します。

べきです。

◆今後はより効率的に

◆転勤にまつわるトラブルを防ぐために

近年の社会保険の加入促進の取組みとして、平成 27

転勤における「配慮」としてもっともわかりやすいのは、

年度からは、国税庁の情報提供を受けたことにより、従

賃金を上乗せすることでしょう。

業員の給与を支払っている事業所の把握が可能となり

リクルートワークス研究所『Works No.134』によると、転

ましたが、そのデータを加入指導に活用したことにより、

勤による賃金の割増率は、例えば野村證券では 10～

加入につなげることができているようです。

15％、モスストアカンパニーでは 10％であり、概ね 10～

今後はより効率的に事業者調査を実施し、加入指導を

20％の割増賃金を支払えば、多くの人が納得しやすい

行うとしています。

水準とのことです。
ただ、賃金はほんの一例です。勤務時間、業務内容、転

「転勤ルール」の整備はお済みですか？
“働き方改革時代”の転勤とは？

勤後の社内キャリアといった処遇について、社内ルール
の未整備により、転勤対象者とそうでない従業員（地域
限定社員やパートタイマーなど）の双方に不公平感があ

◆「ノー転勤」社員が増えている
昨年、労働政策研究・研修機構（JILPT）は「企業におけ

ると、転勤濫用を疑われたり、転勤を理由とする離職に

る転勤の実態に関する調査」を行いました。これによる

つながったりしかねません。

と、61.2％の企業が「正社員（総合職）の転勤の可能性が

転勤ルール（社内規程、賃金制度等）をきちんと整備し

ある」と回答しています。

て、従業員に周知することが大切です。

同調査結果で特に興味深いのは、この「転勤がある企

「副業・兼業」をめぐる企業の実態と
これからの対応

業」において、過去 3 年間で転勤配慮の要望が「増えた」
という回答は、男性社員で 18.2％、女性社員で 11.7％と、
いずれも「減った」を大きく上回っている点です。

◆「働き方改革実行計画」が公表

従業員が転勤に難色を示すのはいつの時代も同じで

3 月 28 日に政府・働き方改革実現会議から「働き方改

すが、今どきの従業員は、声を上げて「ノー」と言う傾向

革実行計画」が示され、主な項目として、（１）同一労働同

にあります。

一賃金など非正規雇用の処遇改善、（２）賃金引上げと労
働生産性向上、（３）罰則付き時間外労働の上限規制の導
入など長時間労働の是正、（４）柔軟な働き方がしやすい

◆政府も転勤ルールを整備中
政府も現在、転勤に関する雇用管理ルールの整備・検

環境整備等が挙げられており、法改正を含めた今後の動

討を進めています。いわゆる“働き方改革”の大きな柱に

向に注目が集まっています。

ワーク・ライフ・バランスがありますが、転勤は、単身赴任

上記の項目のうち、（４）柔軟な働き方がしやすい環境

や配偶者の転職をともなったり、育児・介護を困難なも

整備の 1 つとして「副業・兼業の推進」がありますが、「副

のにしたりと、ワーク・ライフ・バランスを大きく損なってし

業・兼業」について、現在の企業の対応はどのようになっ

まうものとして、政府からも問題視されているのです。

ているのでしょうか。
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31 日

◆禁止している企業の割合は？

○ 軽自動車税の納付［市区町村］

3 月 14 日に経済産業省から「多様で柔軟な働き方に関
する３研究会報告書」が公表されましたが、この中の「兼

○ 自動車税の納付［都道府県］

業・副業を通じた 創業・新事業創出に関する研究会 提

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

言書」によると、兼業・副業を禁止している企業の割合は

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

77.2％でした。

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

また、「就業規則において禁止している」企業が

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

48.0 ％ 、 「兼業 ・ 副業 に関 す る規 定自 体 な い」企 業 が
39.6％（2017 年 2 月／リクルートキャリア社調べ）となっ

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

ています。

［公共職業安定所］

◆メリットとリスクの両面から考える

編集後記

上記の通り、副業・兼業については否定的な企業、また
は（容認しない前提で）規定自体がない企業が多いのが

立夏も過ぎ、暦の上では夏到来です。4 月に移動や新

現状です。

規入職されて環境が変わられた方も、そろそろ新しい

副業・兼業については「社員の能力の成長を促すこと

職場に慣れましたでしょうか。いわゆる「五月病」を

ができる」「社内では作ることができない人脈を作るこ

防ぐためには、食事・睡眠をきちんととることに加え、

とができる」といったメリットが強調されていますが、社

家族や同僚とのコミュニケーションを増やすことが大

内情報流出や個々人の労働時間の増加といったリスクも

切だそうです。

あります。

今月も最後までお読みくださり、ありがとうござい

今後、厚生労働省のモデル就業規則が兼業・副業につ

ました。（R.O）

いて「原則容認」とする方向で改定され、推進に向けた
ガイドラインが策定される予定となっていますが、企業
としてはメリットとリスクの両面を勘案し、社員の副業・兼
業に対してどのようなスタンスで臨むのか（認めるのか・
認めないのか）、今から十分に検討しておくことが必要
です。

5 月の税務と労務の手続［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
○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］
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