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もうすぐ冬将軍の登場ですね。 
社会保険労務士法人ウィズ 〒924-0805石川県白山市若宮 3-26 

ﾒｰﾙ srwith-net@po.hitwave.or.jp ＨＰ http://srwith.jp/ 障害年金 http://shogai-suppo.com/ 
【代表社員・営業推進センターから】 

整備すべき課題を確実に実行し、労使共に健やかな労働環境を！ 
…2016年秋・冬の課題への取組みについての留意点… 

 まず、半年のウィズたより休刊をお詫びします。こ

の間、あまりにも多忙でした。漸く一服という状態で

す。顧問先各位の課題への取組みサポートから始まり、

春の年次恒例業務、助成金の申請（この半年で約5000

万円の助成金の申請をしました）、新規の事業分野へ

の拡大と進めてきました。そのおかげで、４月以来、

新たに13事業所との顧問契約が成立しました。漸く、

５人の社労士と５人の職員の努力と共に、法人化した

利点が生かされてきたようです。 

ウイズとしての今年度後半の取組み課題 

① 育児介護休業法や雇用保険法の改正法の施行が１

月１日に控えています。対応する内容での就業規則

及び関連規程の改訂に取り組みます。併せて、コン

サルタント、助成金の活用等を通じて、育児休業復

帰プログラム、男性の育児休業取得、介護休業の取

得促進等の両立支援の取組みを推進します。 

② 2018年度から大量に登場する無期転換請求権の行

使に対して、有期雇用労働者の処遇を如何にするか

という大きな課題があります。既に無期転換権を就

業規則に記載している事業所も、その具体的な処遇

についての検討は大半が未了です。政府は、キャリ

アアップ助成金の大盤振る舞いで対処しようとして

いますが、最近とみに話題となっている同一労働同

一賃金との兼ね合いは、極めて不十分です。この機

会に、雇用の在り方について、真剣に検討したいと

考えています。 

③ ウィズの顧問先の約３割は社会福祉法人です。来

年４月１日を以て、社会福祉法に基づく社会福祉法

人改革が推進されます。それに伴う定款改正、関連

規程の整備、情報公開の為のホームページの整備等

を、提携する司法書士・ホームページデザイナー等

と共に、包括的に受託します。 

④ 事業経営において、人材の安定的確保はもとより、

人材の育成は大きな課題です。育成の指針となるも

のとして、厚生労働省が導入を推進している「職業

能力評価制度」があります。「職業能力体系図」「ジ

ョブカード」「能力評価項目」等を整備し、育成・処

遇等に反映させるものです。この制度の導入は、要

件を満たし、「認定」されれば、キャリア形成促進助

成金（制度導入コース）が活用できます。 

更には、評価制度の整備により、賃金制度の見直

し等の取組みへの支援を行います。また、保育園に

ついては、処遇改善交付金の申請サポートも行って

います。 
 

就業規則改訂の申込を 

 改正育児介護休業法が施行される

１月１日までに、就業規則・育児介

護休業規程を改訂、加えて無期転換

権行使に伴う契約従業員の規程の整

備も必要です。今回は、他の見直し

事項を含めて、セット契約(15000～

30000円)で申込を受付けています。 

社会福祉法人改革を支援 

 定款改正・登記は「喜成司法書士

事務所」、規程整備は社会保険労務

士法人ウィズ、ホームページは小川

印刷㈱が担当します。費用は、個別

に見積もります。 

業種に係らずホームページの制作

のための専門事業者を紹介します。 

社員教育研修を受託します 

 管理者･担当者向けの人事労務研

修、法改正セミナー、管理者向け労

働安全衛生研修、退職前セミナー、

新入社員研修等、各種の研修を受託

しています。テーマは、ご相談いた

だいた上で設定します、 

費用は、個別に見積もります。 

file://Srwith-m-pc/f/ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ３-３広報関連/人事労務企画月報and事務所たより/ウイズだより/@po.hitwave.or.jp
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2 

 

【業務推進センターから】 

年末調整に係るマイナンバーの取り扱いをどうするか！ 
マイナンバー法が施行されて１年が経とうとしてい

ます。個人番号(マイナンバー)導入の本命の一つであ

る源泉所得税の年末調整の時がやってきました。厚生

年金を管掌する日本年金機構も来年度から導入すると

発表しました。現在は、雇用保険には導入されていま

す。しかし、ウィズでは、マイナンバーの記載は一切

していません。ハローワークからは何も言ってきませ

ん。要するに、現状、業務的にはハローワークもマイ

ナンバーを必要としていません。 

しかし、税務署は少し違います。マイナンバーは税

務行政のために創設されたという一面があります。マ

イナンバーにより名寄せを行い、所得の捕捉漏れがな

いようにしようというのが趣旨です。従って、税務署

はしつこく記載を求めてくるかもしれません。しかし、

事業所は従業員に記載を強制することはできません。 

年末調整の実施にあたって、社会保険労務士法人ウ

ィズとしては、つぎのように対処します。 

① 年末調整業務を受託した顧問先について、扶養控

除申告書等にマイナンバー未記載の場合は、源泉徴

収票に記載しないという意思表示とみなします。税

務署から記載を求められたたら、従業員が記載の意

思なしと表明していると告げて下さい。税務署も強

制はできません。 

② 年末調整を受託した顧問先について、扶養控除申

告書等に個人番号が記載してある場合は、マイナン

バーを記載します。又、マイナンバーの保管を受託

している顧問先については、顧問先からの申し出に

基づき個別に対応します。 

③ 年末調整業務を受託していない顧問先については、

原則として顧問先の判断ですので、求めに応じて必

要な対応をします。 

④ 本人への交付用の源泉徴収票にはマイナンバーは

記載してはいけないので注意して下さい。 

★注…国税庁では、ＦＡＱのなかで次のように回答し

ています。→「申告書や法定調書の記載対象となっ

ている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限

らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載

することは出来ませんので、個人番号・法人番号の

記載がないことをもって、税務署が書類を受理しな

いということはありません」（国税庁 Ｑ2-3-2） 

【代表社員から】 

電通事件を機に、更に強化される厚生労働省の過重労働対策 
長時間労働が社会的な問題となってからかなりの時

間が経ちますが、依然として電通のように、抜本的な

改善ができていない企業も多くあります。実際に、平

成27年4月から12月に行われた「長時間労働が疑われる

事業場に対する労働基準監督署による監督指導」では、

半数を超える事業場で違法な時間外労働が確認され、

是正・改善に向けた指導が行われています。 

１ 昨年度話題となった「かとく」 

重点監督対象事業場も、月 100時間超の残業が疑わ

れる事業場から月 80 時間超の残業が疑われる事業場

へと拡大されています。この拡大により、監督対象と

なる事業場は、年間 1万から 2万へと増加しました。 

昨年度、東京・大阪の両労働局に「過重労働撲滅特

別対策班」（通称「かとく」）が設置されました。こ

の「かとく」は、過重労働に係る大規模事案、困難事

案等に対応するための専従対策班として活動を行い、

大手ＡＢＣマート等 3件の書類送検（電通の捜査も「か

とく」が担当）を行いました。各種メディアで大きく

報道され、書類送検された会社のイメージは著しく低

下したと言われています。同様に、全国 47 労働局に

長時間労働を指導するための担当官である「過重労働

特別監督監理官」が 1名ずつ配置されました。 

２ ウィズが提案する長時間労働対策 

① 時間外労働協定（３６協定）を形式的に考えるの

ではなく、長時間労働抑制の視点から策定する。 

② 特別条項付き３６協定は 80 時間以内に抑え、80

時間を超えた場合は、医師の面接指導を確実に行う。 

③ 国会審議中の労働基準法改正を機に、時間外労働

45時間/月以内、終業時から翌日始業時の間を 11時

間以上とするインターバル制の導入等の施策等を

取り込み、就業規則の抜本的な見直しを行い、時間

外労働の抑制に努める。 
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【営業推進センターから】

助成金情報 高齢者雇用関連の新しい助成金 2016年度下期 

助成金を活用し、人事労務に係る諸制度の整備を！ 
 今年度は４月から累計すると、現在までに約 5000 万円の助成金を申請しました。顧問先からの評価も得、

大きな成果を生み出したと考えています。しかし、問題点もあります。助成金は受給すれば終わりではなく、

受給対象となった事項の制度を設計し、運用して行かなければなりません。一部の顧問先では、この点の認識

が弱く、対策を必要としています。 

 ただ、逆説的に言えば、助成金受給を機に新しい制度を創設し、雇用環境の改善につなげることが重要だと

言えます。その好適事例が、下記の 65 歳超雇用推進助成金です。この助成金は、2016 年度補正予算で創設さ

れたもので、キャリアアップ助成金・キャリア形成促進助成金と並んで、今年度下期の最重点助成金です。 

65 歳超雇用推進助成金を活用し、定年・継続雇用制度の見直しを！ 
「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28 年6 月2 日 

閣議決定）において、65 歳以降の継続雇用延長や65 歳

までの定年延長を行う企業等に対する支援の実施が盛

り込まれたことを受け、当助成金を創設し、65 歳以上

への定年引上げ等を行う企業に対して重点的に支援を

行うことで、65 歳以降も希望者全員が安心して働ける

雇用基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築

を図ります。 

★平成28 年10 月19 日以降に労働協約又は就業規則

に以下の制度を規定し、制度を実施した場合に助成し

ます。（1 事業主につき1 回限り） 

【導入する制度・ 助成額】 

見直し内容 支給額 

① 65 歳への定年引上げ 100 万円 

② 66 歳以上への定年引上げ  

又は定年の定めの廃止 
120 万円 

③ 希望者全員を66～69 歳まで 

継続雇用する制度の導入 
60 万円 

④ 希望者全員を70 歳以上まで 

継続雇用する制度の導入 
80 万円 

※①～④の複数の制度を合わせて導入した場合は

最も高い額のみの支給となります。 

 

【主な支給要件】 

○ 導入する制度の施行日から起算して１年前の日か

ら支給申請日の前日までの間に、 60歳以上の定年

制と 65歳までの継続雇用を制度化していること。

その上で、上表のいずれかの改訂を実施。 

○ 定年の引上げ等の実施に対して、専門家への委託

費等の経費の支出があること。 

○ 定年後に継続雇用制度により引き続き雇用され

ており、支給申請日の前日において、申請事業主に

１年以上継続して雇用されている者であって 60歳

以上の雇用保険被保険者が１人以上いること。 

 （60歳以上の方を雇用しているが、雇用継続制度に

よらない場合は対象となりません。） 

○ 定年の引上げ等に関して、過去に高年齢者雇用安

定助成金の支給を受けていないこと。 

（その他にも要件がありますので、不明な点はお問合せ下さい。） 

【支給申請】 

・上記制度を実施した日の翌日から起算して２か月以

内  ※事前の計画の認定は不要です。 

★ 前身の高年齢者雇用安定助成金は要件が厳しく、

ハードルが高かったですが、この65歳超雇用推進助

成金は65歳までの継続雇用制度をベースに考えれば、

容易に申請できます。最低限、継続雇用年限を1年延

ばせば、支給要件を満たします。 

ご心配をおかけしました！目下、リハビリに励んでいます 
８月17日の夜、事務所前の階段を踏み外し、道路に叩きつけられて、左肘脱臼・骨折・靱帯損傷で入院・手術

し、その後は曲がらなくなった左肘のリハビリに努めていました。その結果、パソコンが打てない・車の運転が

できない等、いろいろと身動きが困難な時期もありましたが、ほぼ回復しました。足腰が弱くなったのを痛感し

てますが、まだ山への思いは強いものがあります。                 （代表社員 榮 重光） 


