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『2018インターン受け入れを終えて…』

*許可転載

き ょ う ど う 経 営 研 究 会

平成30年

http://www.kyodo-keiei.co.jp

第４号

労働保険事務組合北海道経営者協会

会社の味方！戦う社労士の…
北海道は紅葉も終わり、朝晩に加え日中もめっきり冷え込み、山はもちろん地域によっては街中で

事務局

mail：sapporo@kyodo-keiei.co.jp

ブレーンニュース

も雪が降り始め、道内全域が本格的な冬を迎えるのももう目前となっています。
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そんな中で当事務所においても、1年を振り返る頃となりました。今回はその出来事の中で、毎年8

【働き方改革関連法】

月～9月に行うインターンの取り組みを紹介したいと思います。
実は当事務所では、社会保険労務士事務所として労務関係の行政事務をお手伝いさせて頂いているご
縁から、十数年前より学生の職業インターン生の受け入れをさせて頂いております。しかも単に形式的
な１,２日という短時間型やただの業務のお手伝いという労働型ではなく、２，３人ずつ２週間前後か
けて１,２グループという結構一大イベントというような方法で行っております。

内容もいわゆる業務体験ではなく、どんな仕事に就くにしてもそれらに共通する仕事観、職業観に根
ざした気付き、克服、実践という事を自ら主体的に行動して取り組む参加型として実施しております。

平成30年９月７日に交付された通称「働き方改革関連法」は、長時間労働
の是正、多様で柔軟な働き方の実現、公正な待遇の確保等の措置を講じる
のが主な目的となっています。
今回は特に会社として今後対応が必要なものの一部を取り上げていきます！

１．年次有給休暇の付与義務 ｰ 施行日 平成31年4月1日

あるときは企業訪問して「求める人材」などを調査してまとめたり、あるときは学生向けに「就活セミ
ナー」などを企画して実施まで全期間かけてやり遂げてもらっています。

実は、そんなことだから途中でやめる人も少なからずいますが、それもこのインターンの目的の一つ。
「こうゆう事で自分はそうなるんだ」ということが分かれば、その後の何かに役立つからです。もちろ
ん最後までやりきった人は、貴重な体験と大きな気付きを得て、自信と確信につながればと願っていま
す。

年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、年次有給休暇の内5日については、基準
日から1年以内の期間に労働者ごとにその時期を指定しなければなりません。また、取得状況を把握す
るための管理簿（年次有給休暇管理簿）の作成も義務づけられています。
※年次有給休暇管理簿の必要記載事項ｰ労働者が年休を取得した時期、日数、基準日
保存期間 - 3年間
→有給休暇の取得見直や従業員ごとの日数管理が必要となります！

でも、ここまで続けてきて最近思うことは、同じ事をやっても人により結果に違い
が出るのは、参加者がどれだけ物事を理解する力があるかによるんだ，ということで

（２ページ目に続く）

す。それは本人自身のこれまでの人との関わりや経験の差が表われるのかもしれません。
だからほんとはそういう彼ら（彼女ら）にこちらが学ばせてもらっているのです。頼もしい人に出会え
ばそれだけ勇気や知恵をもらうことができます。そして、それをまたいろんな人に広め、感じてもらい

１．最低賃金の引き上げ

たいと思い行動を続けることができます。まさにこの営みが人類の活動（仕事も生活も含めて）そのも

平成30年度の最低賃金額が公表されました。改定金額・改定日が都道府県により異なりますので、ご確認ください。

のではないでしょうか？

・北海道

10月 1日～

810円

→

835円

・千葉県

10月 1日～

868円

→

895円

・秋田県

10月 1日～ 738円

→

762円

・京都府

10月 1日～ 856円

→

882円

・山形県

10月 1日～ 739円

→

763円

・大阪府

10月 1日～ 909円

→

936円

・東京都

10月 1日～繰り上げと標準
958円

→

985円

・沖縄県

10月 3日～

→

762円（抜粋）

・神奈川県

10月 1日～

→

983円

今年は特に初めて高校生が３組７人（内１組はこの執筆後）が参加しました。
学生でも年々力強さがなくなってる昨今、最初はどうなることかと思いました

956円

737円

が、これが思いの外素直で積極的で、終了後届いた礼状でも自分の言葉でしっかり書けていて大変感心
しました。そういう意味で、自分も先入観を持たず、もっと何事にも取り組んでいくことが重要と改め

２．年末年始の業務について
ＳＴＥＰ1 券売機でﾁｹｯﾄ購入

て思い知らされました。

本年は12月28日まで、新年は1月4日からの正規業務となります。皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い
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※ ご相談、ご不明点は担当者までお問合せ下さい。
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いたします。尚、緊急時事務所にお電話頂ければ、転送又は留守電になりますのでご対応いたします。
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-4そんなドラマがあるからこそ、なかなかこれからも止められません。これからも時間と体力が続く限
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（1面 続）

２．労働時間上限規制 ｰ 施行日 平成32年4月1日以後の期間のみを定めている協定

健康保険被扶養者認定事務の変更について

（※大企業は平成31年4月1日）

ご返信はこちらまで！

平成３０年１０月１日から、「健康保険被扶養者（異動）届」の添付書類の取扱が変更となりまし
時間外労働時間数及び休日労働時間数の上限が定められ、違反には罰則が設けられました。
主な変更点
・延長することのできる単位 「1日」「1ヶ月」「1年」に固定
・時間外労働及び休日労働を合算した時間数を…
1ヶ月について【100時間未満】
2ヶ月から6ヶ月までを平均して【80時間未満】

た。ご家族の方を健康保険の被扶養者とする場合、証明書類に基づき身分関係と生計維持関係の２点

を確認することとなります。
●届出に必要な添付書類
平成３０年１０月１日以降の「健康保険被扶養者（異動）届」にかかる添付

書類は、必要な場合と省略できる場合があります。具体的には以下の通りです。

※遵守のためのチェックボックス新設

・特別条項付き36協定の場合は、原則の上限を超えて労働させたものに対して講じる「健康及び福
祉を確保するための措置」を定めなければならない
※特別条項付き36協定とは…臨時的に限度時間（通常、1ヶ月：45時間、1年：360時間）を超えて時間外労働を行わなければな
らない場合、この協定を締結することで、限度時間を超えて労働させることができるようになるもの。

＜添付書類一覧＞
添付書類

目的

添付の省略できる場合

次のいずれか

次のいずれにも該当するとき

・戸籍謄本又は戸籍抄本

・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが

・住民票※1

→36協定内容の見直し、締結の徹底及び代表者の適正な選任等を再検討しましょう！

続柄の確認

届書に記載されていること

（提出日から９０日以内に発行されたものを

・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書記載と

提出）

相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること

年間収入が「１３０万円未満※２」
であることを確認できる課税証明書等の

３．同一労働同一賃金 ｰ 施行日 平成32年4月1日
改正法施行前ですが、昨今大変裁判の多い箇所です。正社員とパート･契約社員、定年前後等、賃金
に差をもうけることが合理的か否かが求められる改正となっています。

書類

・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者
または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書

収入の確認

に記載しているとき※３
・１６歳未満の時

仕送りの事実と送金額が確認できる書類

・１６歳未満の時

・振込の場合・・・預金通帳等の写し

・１６歳以上の学生の時

・送金の場合・・・現金書留の控え（写し）

→施行前でも待遇に差をもうけていることが合理的か否か早期に再検討しましょう！

４．代表者選出方法の厳格化

※１

被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被扶養者が世帯主である場合に限ります。

※２

扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「１８０万円未満」です。（収入には公的年金も含まれ

ます）

36協定等の労使協定締結に際し、労働者代表を選出することとなっているが、その選出方法につい
て厳格化されました。
具体的には…
・監督又は管理の地位にある者でないこと
・協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の
方法により選出されたものであること
・使用者の意向に基づき選出された者でないこと
となっています。

・６０歳以上の方
※３

・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知

書等のコピーの添付が必要です。
※ 被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付
は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。

→これらの要件を備えていない代表者の選出は否認される場合があるので、選出方法についても再検
討しましょう！！
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