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正社員の手当引下げで非正規との格差
是正へ～日本郵政

としており、政府は非正社員の待遇が、正社員の待遇
に引き上げられることを想定していました。

◆「同一労働同一賃金」実現へ正社員の手当引き下げ

同一労働同一賃金の実現を、正社員の待遇を引き下

日本郵政グループが、正社員のうち約 5,000 人の住

げることによって実現しようという動きは、正規と非

居手当を今年 10 月に廃止するということです。この

正規社員の間にあつれきを生む懸念もありますが、今

手当はこれまで正社員にだけ支給されていて、非正社

回の日本郵政グループの判断を民間の単一労組では国

員との待遇格差は縮まることになりますが、「同一労

内最大の組合側が受け入れたことで、こうした動きは

働同一賃金」を目指す動きは広がりつつあるなか、正

他企業にも広がるかもしれません。

社員の待遇を下げて格差の是正を図るのは異例です。
【同一労働同一賃金ガイドライン案】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

◆経過措置の設定で組合側も受け入れ

0000190591.html

日本郵政グループは、日本郵政、日本郵便、ゆうち
ょ銀行、かんぽ生命保険の４社からなり、廃止対象

５月より雇用保険手続きでマイナンバー
の取扱いが変わります！

は、原則として転居を伴う転勤のない条件の正社員
（約２万人）のうち、住居手当を受け取っている約
5,000 人。１人あたりでは、年間最大 32 万 4,000 円

◆マイナンバーの取扱い

の減収になります。

平成 28 年 1 月より利用が開始されたマイナンバー

きっかけは、日本郵政グループ労働組合（組合員数約

ですが、本年 3 月 5 日から事業所における社会保険手

24 万人）が今春闘での要求で、正社員だけに認めら

続において記載が求められるようになりました。

れている扶養手当や住居手当など五つの手当を非正社

また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理

員にも支給するよう求めたことです。

されていた雇用保険関係についても、マイナンバーが

これに対し、会社側は組合側の考え方に理解を示し

必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワーク

て「年始勤務手当」については非正社員への支給を認

より返戻され再提出を求められますので注意が必要で

める一方で、逆に一部の正社員を対象に住居手当の廃

す。

止を提案しました。組合側は、当初は反対しました
が、廃止後も 10 年間は一部を支給する経過措置を設

◆マイナンバーが必要な届出等

けることで折り合いました。

【マイナンバーの記載が必要な届出等】
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届

◆手当の廃止は正社員に不満も
同一労働同一賃金に関する厚生労働省のガイドライ

(3) 高年齢雇用継続給付支給申請（初回）

ン案では、正社員にだけ支給されるケースも多い通勤

(4) 育児休業給付支給申請（初回）

手当や食事手当といった各種手当の待遇差は認めない

(5) 介護休業給付支給申請
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【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等（ハロ

また、エン・ジャパンの「出戻り社員実態調査

ーワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等であ

2016」では、220 社中 67％が「再雇用した経験があ

る場合）】

る」、7 割超が「条件が整えば再雇用したい」と回答
しています。

(6) 雇用保険被保険者転勤届

人手不足対策として、こうした制度の導入・活用は

(7) 雇用継続交流採用終了届
(8) 高年齢雇用継続給付支給申請（2 回目以降）

企業にとって有効と思われますが、実際に退職者に利

(9) 育児休業給付支給申請（2 回目以降）

用してもらうためには、どのような取組みが必要なの
でしょうか？

◆すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている
場合

◆人材確保のための導入企業の取組み①

個人番号記載欄がある届出（上記(1)～(5)）につい

－退職理由を限定し過ぎない

ては、届出の都度マイナンバーを記載することになっ

2000 年代前半に導入が広がった当時は、結婚や出

ていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを

産・育児が理由の退職者を主なターゲットとしていま

届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナン

した。

バー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略する

しかし、近年は退職者を広く受け入れるため、
「介

ことが可能です。

護」や「配偶者の転勤」
、「転職」
、「留学」といった理

個人番号記載欄のない届出（上記(6)～(9)）につい

由での退職者も対象に含めたり、理由を問わず対象に

ては、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、

含めたりするところが増えています。

未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個
人番号登録・変更届を添付して提出します。

◆人材確保のための導入企業の取組み②
－積極的に制度周知を行う
制度を利用してもらうためには、制度の存在が知ら

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合
事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの

れていることが不可欠です。

登録を行うことが可能です。

そのため、導入企業では退職時に制度説明を行うと

ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員につ

ともに、リストに登録するかどうかを確認しておき、

いては被保険者番号が振り出されていないため、資格

募集時にはリストに登録された退職者から優先的に選

取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による

考したり、退職者に定期的に郵送で再就職を呼びかけ

届出を行うことができません。このような場合等、個

たりしているところがあります。専用サイトを設けて

人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる

いるところもあります。

事情がある場合には、ハローワークに相談してくださ
い。

◆人材確保のための導入企業の取組み③
－再雇用時に細かなフォローをする
復帰に意欲的な退職者であっても、ブランクに対す

「ジョブ・リターン制度」を機能させるため
の留意点

る不安があったり、事情の変更により在職時と同じ働
き方での復帰は難しいなどの事情を抱えていたりする
ことから、導入企業によっては研修期間を設けたりし

◆「ジョブ・リターン制度」とは？
いったん自社を退職した従業員を再雇用する制度

ています。

（名称は「ジョブ・リターン制度」
「カムバック制

元従業員といえども、新規採用者と同様に、雇入れ

度」等さまざま）を導入する企業が増えています。平

後の働き方に関する希望や条件をヒアリングするな

成 23 年度雇用機会均等法基本調査によれば、こうし

ど、丁寧な対応を心がけましょう。

た制度がある事業所の割合は 53.1％です。
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大卒の就職内定率が最高更新
～売り手市場続く

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

◆大卒の就職内定率が調査開始以降で最高に
４月に入って、新入社員を迎えた職場も多いことで

［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

しょう。一方、売り手市場の中、なかなか新しい人材
を採るのが難しいという企業も多いのではないでしょ

採用した労働者がいる場合＞

うか。

［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

厚生労働省、文部科学省の共同調査によると、今春
卒業（予定）の大学生の就職内定率は、２月１日現在

一括有期事業を開始している場合＞

で 91.2%（前年同期比 0.6 ポイント増）となり、比較

［労働基準監督署］

可能な 2000 年以降で最高を更新したそうです。これ

15 日

は２月時点の数字ですので、最終的な内定率はさらに

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］

高くなることが予想されます。学生に有利な売り手市

31 日

場が続いていることが読みとれる結果となっていま

○ 軽自動車税の納付［市区町村］

す。

○ 自動車税の納付［都道府県］
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

◆女性の内定率に大きな伸び

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

男女別にみると、男子大学生の就職内定率は 89.9%
（前年同期比 1.1 ポイント増）で、女子は 92.8%（前

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

年同期比同）となっています。大卒の内定率は 2011
年の同時期には 77.4%まで落ち込んでおり、特に、女

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

子については同時期 75.7%と、男子 78.9%に対してい

［公共職業安定所］
○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］

っそう厳しい状況でした。この数字から、その後の女
子の内定率の伸びが大きいことがうかがえます。

編集後記

◆企業の採用活動も積極的に
このように、大卒者の採用をはじめ、売り手市場の

新緑が綺麗な季節になりました。新入社員の方はそ

中、企業の人材確保はいっそう厳しさを増しそうで

ろそろ社会人生活に慣れてきた頃でしょうか。

す。そろそろ 2019 年度の採用活動も本格的に始まっ

意外なのですが、5 月は熱中症にかかる方が増える傾

ているところでしょう。最近は、学生も様々なルート

向にあるそうです。身体が暑さに上手く対応できない

から情報を集め、自分に合うような企業をリサーチし

ためでしょうか。昨年 5 月に熱中症で救急搬送された

ています。「うちにはどうせ良い人は来ないだろうな

件数は 3,400 件を超えています。屋外だけでなく屋内

……」などとは思わずに、自社の「売り」を明確にア

でも起こりえますので、エアコンの適正な使用やクー

ピールしつつ、今度の採用活動に取り組んでいきたい

ルビズなど、早いうちからの対策が必要です。

ものです。

今月も最後までお読みくださり、有り難うございま
した。（R.O）
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