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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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■労働関係指標 ［令和4年7月値］

完 全 失 業 率
（ 季 節 調 整 値 ） 2.6％（前月と同水準） 有効求人倍率

（ 季 節 調 整 値 ） 1.29 倍（前月比 0.02 ポイント上昇）

就 業 者 数
（ 季 節 調 整 値 ） 6,734 万人（前年同月比5万人減少） 定 期 給 与 377,809 円（前年同月比 1.8％増）

Point1
 被保険者となる短時間労働者要件

Point2
 社会保険の被保険者区分

Point3
 月額変更届、算定基礎届における注意点

1.
　令和 4 年 10 月より健康保険・厚生年金保険における特定適用事業所の範囲が拡大され、被保険者数 101 人以上の事業所は
新たにパート・アルバイト等の短時間労働者を社会保険に加入させることが義務となりました。そこで、今回は特定適用事業所
に該当した際の実務上のポイントを解説します。

　被保険者となる短時間労働者の要件は次の通りです。

　資格取得届の届出時、短時間労働者に該当する者として手続きする必要があります。

　新たに特定適用事業所に該当した際に、管理しなければならない被保険者区分の種類は次の通りです。

　随時改定（月額変更届）や定時決定（算定基礎届）において、被保険者区分により報酬の支払基礎日数の要件が異なります。

　資格取得後に契約内容の変更があった際には、 被保険者区分が変更となるかを確認し、 変更が生じている場合には漏れなく
区分変更届の届出をする必要があります。

【区分変更届の届出が必要なケース】
①一般被保険者 ---（変更）→ ③短時間労働者
③短時間労働者 ---（変更）→ ①一般被保険者
※被保険者区分が②パート扱いする者との変更が生じた場合には届出は不要です。

　特定適用事業所に該当することで新たに管理すべき事項が追加になります。判定にあたり不明な点などありましたら、弊社担
当までお問合せください。

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

（現金給与総額 原数値）

要件 概要 判定にあたってのポイント

労働
時間

週所定労働時間
20 時間以上

契約上の所定労働時間で判定し、臨時に生じた残業時間は含まない
（契約上 20 時間に満たない場合でも、実労働時間が 2 か月連続で 20 時間以上となり、この状
況が引き続くと見込まれる場合には、3 か月目から保険加入が必要）

賃金 月額賃金
8.8 万円以上

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた額で算出
（通勤手当・残業代・賞与など臨時の賃金は対象外）

雇用
期間

2 か月超の
雇用見込あり 有期契約の更新条項が「契約更新あり」「契約更新する場合がある」は見込ありと判断

適用
除外 学生 大学、高等学校、専修学校、各種学校等に在学する学生は適用対象外 ※（雇用保険の取扱いと同様）

（休学中や夜間学生は加入対象）

区分 要件

①一般の被保険者 適用事業所に雇用される常時使用される 70 歳未満の者（正社員、フルタイムのパート・
アルバイト勤務の者）

②パート扱いする者
　（算定基礎届提出時のみ） 週所定労働時間および１か月の所定労働日数が通常の労働者の４分の３以上の者

③短時間労働者（特定適用事業所） 上記①②に該当しない場合であっても、短時間労働者に該当する者

一般
算　定 支払基礎日数１７日以上の報酬を平均し、報酬月額を決定

月　変 3 か月とも支払基礎日数１７日以上の場合、月額変更に該当

パート
算　定

支払基礎日数１７日以上の報酬を平均し、報酬月額を決定
3 か月とも１７日未満の場合、１5 日以上の報酬を平均し、報酬月額を決定

月　変 3 か月とも支払基礎日数１７日以上の場合、月額変更に該当

短時間
算　定 支払基礎日数１1日以上の報酬を平均し、報酬月額を決定

月　変 3 か月とも支払基礎日数１1日以上の場合、月額変更に該当



バックナンバーはこちらから！
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2. 過重労働防止と
健康に充実して働き続けられる環境づくり

3. 源泉徴収に注意

　　

　10月1日は国際コーヒー機関が定めた“国際コーヒーの日”です。現在、

全世界の生産量の約 3 割を占めるブラジルでは、9月末までにコーヒー豆

の収穫・出荷を終え、10月から次のコーヒーの栽培を開始することから、

コーヒー農家にとって新たに仕事が始まる節目の日でもあるそうです。

　学生の頃、私が最も尊敬する友人が珈琲を好んで飲んでいたのを真似

して缶コーヒーを飲んでみたのが、私がコーヒーを飲み始めたきっかけで

した。最初の頃は多少無理をしたり、甘めの物を探したりしながら飲んで

いましたが、今では毎朝 1杯のコーヒーを欠かさず飲むほど私の生活の

一部になっています。

　今年の初めに、毎朝のコーヒーをインスタントの粉からドリップに変えま

した。酸味・苦味・香りがあまりにも違っており、今まで私が飲んでいた

ものは泥水だったのだろうかと思うほどでした。最近は休みの日にはネッ

トやお店に出かけてミルを探すようになりました。豆を挽いてみたらどれ

ほど変わるのか、今から楽しみです。（木）

編集後記　《神無月》「コーヒーの日」

　平成 26 年 11 月に施行された「過労死等防止対策推進法」のもと、
毎年 11月は「過労死等防止啓発月間」とし政府は様々な取り組みを呼
び掛けています。その目的は過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、
健康で充実して働き続けることのできる社会の実現です。今回は企業が
どのようなことに取り組むべきか紹介していきます。

　過労死等の原因の一つである長時間労働の削減の他、労働者の心の
健康を保つために相談しやすい環境づくりを行うことが有効です。
● 適正な労働時間の把握

　長時間労働の削減の為にはまずは適正な労働時間の把握が不可欠
です。厚労省では労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措
置をガイドラインにまとめています。（下記 URL 参照）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
　長時間労働を行っている労働者については、医師による面接指導
や勤務間インターバルを設けるなど健康確保措置の実施が必要です。

● ストレスチェックの実施
　毎年一回労働者を対象に実施し、高ストレスで必要なものに対して
医師による面接指導を行うことが必要です。
※労働者数 50 人以上の事業所は実施義務あり

● 職場のハラスメント防止に向けた取り組み
　事業主は予防から再発防止までの一連の防止対策を講ずることが
重要です。（下記 URL 参照）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
※令和 2 年 6 月よりパワーハラスメント防止対策実施は大企業につ
いて義務化

　厚生労働省では毎年 11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、
長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等を行っています。そ
の一環として、過重労働が行われていると考えられる事業場の重点監督
も実施されています。法違反が認められる場合は是正指導がなされ、重
大・悪質な違反が確認された場合は、送検し公表もあり得ます。
● 監督対象とする事業場等

①長時間にわたる過重労働による過労死等にかかる労災請求が行わ
　れた事業場等
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職
　率が極端に高いなどの企業等

● 重点的に確認する事項
　時間外・休日労働がいわゆる３６協定の範囲内であるか、賃金不払
残業が行われていないか、労働時間が適正に把握されているか

　11 月の推進月間の機会に、自社の職場環境の見直しや労働者の健康に
かかる措置の実施状況について点検を行ってみてはいかがでしょうか。

　先日、三菱電機が、世界的なコロナ禍の影響で一時帰国していた海外
赴任者に支払った給与につき、東京国税局より所得税の源泉徴収漏れを
指摘されていたことが、大きく報道されました。同社は、一時帰国した
社員が海外赴任先向けの業務を続けていたため、日本の本社が給与を支
払ったものの、課税対象にならないと判断していたようです。

　日本の所得税法では、海外勤務等で日本に住まなくなった人（「非居住
者」）でも、国内で働いた分の給与（「国内源泉所得」）には、所得税が課税
され、源泉徴収が必要と定めています。国内で働いたという事実がポイン
トとなり、どの会社（日本の本社か海外子会社）が対象かは関係ありません。
　これは国際課税の基本であり、同社のような大企業が、この解釈を間
違えたというのは驚きですが、結果として同社に対しては、不納付加算
税を含めて約 1 億 4 千万円もの巨額の追徴課税がなされました。

　弊社も、この応用編とでも言うべきご相談を受けたことがあります。「海
外の子会社に赴任する予定だった社員につき、現地でのコロナ禍が厳し
い現状に鑑み、当面の間出国させず、国内の自宅でリモートワークにより、
海外子会社向けの業務を行う予定です。この場合の課税関係はどうなる
でしょうか？」というものでした。
　日本の所得税法上、国内に住所を有し、または現在まで引き続き 1 年
以上居所を有する個人は「居住者」とされ、国内外から生じる全ての所
得に課税されます（全世界所得課税）。
　また、所得税法 183 条は、居住者に対して国内において給与等の支払
いをする者は、その支払いの際、所得税を源泉徴収し、国に納付する義
務を負います。ここでいう「国内において給与等の支払いをする」（国内払）
とは、国内にある事務所等がその支払事務を行うものを指します。よって、
海外の子会社が支払事務を行うなら、「国内払」でなく「国外払」となり
ます。
　上記を総合すると、当該社員は国内の自宅にそのまま住むため、「居住
者」となります。日本の本社から給与の支払いを受ける場合は、たとえ
海外子会社のための仕事をしていても、「国内源泉所得」の「国内払」と
なり、日本の本社は給与から源泉徴収を行い、国に納付する義務を負い
ます。一方、当該社員が海外子会社から給与の支払いを受ける場合は、「国
内源泉所得」ですが「国外払」となるので、誰かが給与から源泉徴収す
る必要はありません。しかし、「居住者」として全世界所得課税の対象と
なるため、当該社員は海外子会社からの給与分について、翌年 3 月 15
日までに確定申告する必要があります。
　もし当該社員が、日本の本社と海外子会社の両方から給与の支払いを
受けている場合は、この両方の処理が必要です。すなわち、日本の本社
からの給与について本社が源泉徴収したうえ、日本の本社からの給与と
海外子会社からの給与を合わせたものを、翌年本人が確定申告します。

　最近、国境を越えたリモートワークは急増していますが、日本の所得
税法は、諸外国に比べても源泉徴収義務が厳しく、特に不納付加算税は、
納付が 1 日でも遅れたら、本税の 10% が課されるという、とても厳し
いものです。

　誰もが知る大手電機メーカーでも、現実に源泉徴収漏れが起こってい
ますので、改めて社内で注意喚起しておくべきでしょう。

 国際業務推進チーム・ディレクター　米国税理士　成田元男
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