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社会保険労務士法人

労働法改正に関する最新ニュースの詳細を毎月お届けします。 新宿オフィス/高田馬場
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　 Vol.227

■労働関係指標 ［令和3年10月値］

完 全 失 業 率
（ 季 節 調 整 値 ） 2.7％（前月比 0.1 ポイント低下） 有効求人倍率

（ 季 節 調 整 値 ） 1.15 倍（前月比 0.01 ポイント低下）

就 業 者 数
（ 季 節 調 整 値 ） 6,624 万人（前年同月比35万人減少） 定 期 給 与 271,023 円（前年同月比 0.2％増）

1.
　今回は人事労務担当者がおさえておくべき、今年施行される予定の法改正についてご紹介いたします。

令和4年人事労務に関する法改正

（現金給与総額 原数値）

●　1月　傷病手当金支給期間通算化（2021 年12 月号_Vol.226 に詳細掲載）

●　4 月　パワハラ防止措置義務化（2021 年4・10 月号_Vol.218・224 に詳細掲載）

●　10 月　社会保険適用拡大（本稿Topics2 に詳細掲載）

●　4 月　年金手帳交付廃止　

●　4 月　一般事業主行動計画策定・届出義務拡大

●　4 月/10 月　育児介護休業法改正（2021 年9 月号_Vol.223 に詳細掲載）

改定後

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は労使
協定の締結により除外可 （無期雇用労働者と同様）
※育児休業給付についても同様に緩和

現行

育児休業の場合
(1)引き続き雇用された期間が１年以上
(2)１歳６か月までの間に契約が満了することが明らか
でない

4月
　　

10月
　　

＜一般事業主行動計画＞
仕事と子育ての両立等を目的とした雇用環境・労働条件の整備について以下 4点を定めます。
①計画期間　②１つ以上の数値目標　③取組内容　④取組の実施時期
策定した計画については社内通知とともに、インターネットや都道府県・市区町村の広報誌への掲載等の方法にて一般公開を行う必
要があります。

　健康保険の給付である傷病手当金の支給期間が、従来「支給を開始した日から最長１年６ヵ月」と規定されていたもの
が「支給期間を通算して、１年６ヵ月を経過した時点まで」と改定されます。傷病による労務不能期間（無給）と復職期間
が混在する場合に給付受給者に有利となる改正です。

　すでに令和３年６月より大企業の事業主に義務化とされているパワーハラスメント防止措置が４月より中小企業にも適
用されます。近年のパワハラによるトラブル増加を背景に、企業へ対応が義務化されますので方針の策定や相談窓口の設
置など社内体制の整備と有事の対応フローを検討しておく必要があります。

　従来、「被保険者数 501 人以上の企業」に義務付けられている、短時間労働者の社会保険加入が、「被保険者数 101 人
以上の企業 ( ※1)」へ対象が拡大します。
　(※１) 現行の厚生年金法で被保険者となる人数で確認をします。

　従来、保険料納付の領収の証明・基礎年金番号の本人通知という目的があり、手帳形式で交付されておりました。し
かし被保険者の情報がシステムで管理されることや、基礎年金番号に代えて個人番号の記載により被保険者手続きは可能
であることを踏まえ、書面での「基礎年金番号通知書」の発行に変わります。

ご不明な点は、弊社担当者までお問合せください。

　従来「一般事業主行動計画」を策定し、管轄労働局への届出義務がある企業は「301 人以上の従業員を雇用する企業」
でした。改正後は「従業員101 人以上の企業」が対象となります。

育児休業等の申出が円滑に行われるように、制度に関する研修や相談窓口の設置などの措置を講じなければなりません。

育児休業とは別に子の出生後 8週間以内に4週間まで取得可能な制度が創設されます。

妊娠・出産（本人または配偶者）の申出をした労働者に対し、個別に育児休業等に関する制度（育児休業給付、休業中
の社会保険料の取扱い含む）の周知を行い、休業取得の意向確認を行わなければなりません。

原則分割取得不可とされていた育児休業が 2回に分割した取得が可能となります。

・雇用環境整備の義務化

・産後パパ育休（出生時育児休業）の創設

・個別の制度周知、意思確認措置の義務化

・育児休業の分割取得

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和



随時更新★ お待ちしています♪

Facebookにて最新情報をお届けしております  https://www.facebook.com/arcandpartners

2. 社会保険適用拡大　対応準備を進めましょう

3. 外国人就労大国ニッポン

　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、コロナ禍での年末年始も2 度目となり、大晦日の風物詩でもある
紅白歌合戦は 2年ぶりに有観客の開催が決定しました（11月末現在）。
　音楽シーンにおいてよく見かける「コールアンドレスポンス（掛け合い）」は、
演者同士や演者と観客のコミュニケーションの一つであり、それも含めて
音楽になったりもします。有観客とはいえ感染症対策のため、演者から
のコールがあっても観客からのレスポンスは拍手だけとなり、同じ楽曲が
全く別のものに聴こえた時には、失ったものの大きさを改めて感じました。

一方で、観客はできる限りの拍手を送り、演者もその拍手や表情に、よ
り意識を集中するなど、新たなコールアンドレスポンスの形がこれまでに
ない一体感を生むこともあるように思います。
　コロナ禍前、我社は毎朝朝礼で全員顔を合わせ、業務連絡や情報共有
を行っていました。チャット連絡やリモート会議が主となり、目の前に見え
た仲間の表情やその場での声がけは「いいね！」やメッセージに代わりまし
た。届け方が変わった今、社員一人一人の積極的なコールアンドレスポンス
が社内の一体感を高めるのだなと改めて感じているところです。（麻）

編集後記　《睦月》「コールアンドレスポンス」

　令和 4 年10月から段階的に一定の要件に当てはまるパート・アルバイトの
社会保険加入が義務化されます。本稿では施行前に行うべき準備を取り上げま
す。

　現行法に基づく厚生年金保険の被保険者数 500人以下の企業で働くパート・
アルバイトは下記のタイミングで新たに社会保険加入が義務付けられます。
●令和 4 年10 月1日～　被保険者数 101人～ 500 人の企業
●令和 6 年10 月1日～　被保険者数 51人～100 人の企業

　施行日までに下記の流れで準備を進めましょう。

1. 加入対象者の把握
　下記の要件全てに当てはまる方が新たに社会保険の対象となります。

2. 従業員への周知とコミュニケーション
　法改正内容の周知を行い、対象者については必要に応じて個別の面談等で社
　会保険の新たな加入者であることと、下記のポイントも伝えていきましょう。
　　●社会保険に加入したらどんな影響があるか
　　・年金給付が充実する
　　　給付が上乗せされ、老後・障害・死亡の三つの保障が充実します。

　　・傷病手当金や出産手当金などの給付申請が可能になる
　　・保険料負担の変更がある
　　　これまで口座振替等で納付していた国民年金保険料 / 国民健康保険料は
　　　厚生年金保険料 /健康保険料に変わり給与天引きされます。保険料は労　
　　　使折半の為、毎月の保険料額が具体的にいくらになるかシュミレーション
　　　するとイメージが湧きやすいでしょう。
　　　＊保険料のシュミレーター https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
　　　　（厚労省　社会保険適用拡大特設サイト）　

●今後の労働時間について
　上記を踏まえて今後の労働時間について相談をしましょう。本人が希望する
　場合は労働時間の延長や正社員への転換などを提案することも可能です。

3. 新規加入者の届出準備
　10月5日までに資格取得届が出せるように9月までには対象者の情報を取り
　まとめ、10月1日以降速やかに資格取得届を提出しましょう。

　新規加入者に事前に十分に説明を行うことを加味すると、一定の準備期間が必要
です。年始のタイミングで対応スケジュールを検討してみてはいかがでしょうか。

　昨年暮れに「外国人就労、無期限に」という大きなタイトルがメディアに踊り、

日本も「移民大国」になるのか、という論調も見られました。これは「移民」の

定義によってきますし、中身は政府が検討中の特定技能在留資格に関すること

ですが、我が国は少なくとも既に「外国人就労大国」ではあると考えます。

　日本での就労外国人数は近年増え続けており（2020 年10月末現在で約

172 万人）、特に技能実習（約 40万人）および資格外活動（約 37 万人、留

学生等）が多く、専門的・技術的分野（約 36万人）を上回っていることが特徴

と言えます。これにより、外国人の労務管理も、以前はホワイトカラーのエクス

パット向けが中心でしたが、今では単純労働やそれに準ずる労働形態の管理が

重要となっています。社労士は、通常の雇用形態に加えて、技能実習生や特定

技能在留資格外国人の労務管理についても専門的知識の提供を求められること

が増えています。例えば技能実習関係であれば、受入企業の顧問としての助言

のみならず、監理団体の顧問や外部監査人、場合によっては監理団体の非常勤

役職員として監査に直接従事することも可能です。専門家ですので、賃金台帳、

勤怠管理、就業規則等の必要書類を迅速にチェックできますし、厚生年金脱退

一時金等の外国人特有の扱いについて案内することもできます。

　一方、技能実習や特定技能は特殊な制度かつ、直近で法改正・運用改正が多

いので、社労士側も不断の勉強が必要になります。例えば外国人技能実習法に

より、外国人技能実習機構（OTIT）が定期的に監理団体や受入企業を実地検

査すること、監理団体の監理責任者には常勤性が求められること、受入企業に

は技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任・配置が必要である

ことは承知しておくべきでしょう。また、外国人技能実習生の保護の観点から、

技能実習生の寝室は1人あたり4.5㎡以上であることが定められています。

　2022 年に激増があり得る特定技能在留資格外国人（2021年 6月時点で

約 3万人）に関していえば、元外国人技能実習生を特定技能資格での就労に

斡旋するのであれば、必ず職業紹介の許可または届出が必要ですので、技能実

習生の受入企業への斡旋には認可等が不要な監理団体は要注意です。

　さらなる外国人就労大国へと大きく社会が動こうとしている今、弊社では持

てるノウハウを提供して、微力ながら貢献して参りたいと考えております。

� 国際業務課ディレクター　米国税理士　成田元男

Point1

Point2

社会保険適用拡大の施行日

必要な社内準備

STEP1 STEP2 STEP3

令和4年
10月1日

加入対象者の把握 従業員への周知と
コミュニケーション

新規加入者の
届出準備

老齢
基礎年金

障害
基礎年金

遺族
基礎年金

老齢
基礎年金

障害
基礎年金

遺族
基礎年金

老齢
厚生年金

障害
厚生年金

遺族
厚生年金

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
　※週の所定労働時間が 40時間の企業の場合
②月額賃金が 8.8万円以上
　※残業代や賞与、臨時に支払われる賃金は含まない
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
　※夜間学生・休学中の場合は加入対象


