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◆最新・行政の動き
厚生労働省は、育児・介護休業法の見直しに向け、「今後の仕事と育児・介護の両

立支援に関する研究会」を設置し、第１回会合を開きました。平成28年および29年の
同法改正の施行後５年が経過したため、改正法の附則に基づき施行状況を確認し、今
後の両立支援制度のあり方を検討します。

１月26日に開催した初回会合では、研究会における検討事項として
①介護との両立を実現するための制度、
②育児との両立を実現するための制度、
③次世代育成支援対策
の３点を提示。介護関連については、介護休業のほか、短時間勤務など選択的措置

義務、テレワークの活用、介護休暇のあり方といった介護期の働き方が論点になります。
介護に関する支援制度の周知も課題としました。

育児関連では、育児休業に加え、子の看護休暇や、子育て期の長時間労働の是正、
柔軟な働き方について検討を進めます。たとえば、所定外労働の免除のあり方や、短時
間勤務・テレワークを組み合わせた働き方の実現などが課題に挙がっています。

今後、企業からのヒアリングなどを通じて現状を把握したうえで、５月頃をめどに検討結果
を取りまとめる考え。その後、法令改正も視野に、労働政策審議会で議論が行われる見
込みです。
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３月からの協会けんぽの保険料率と４月からの雇用保険料率
◆令和５年３月分からの健康保険料
令和５年３月分（任意継続被保険者にあっては同年
４月分）の都道府県単位ごとの保険料率が全国健康
保険協会のホームページに公表されました。令和４年度
から引上げとなった都道府県は13、引下げとなった都道
府県は33、現状維持は１県です。東京都は10.00％に
なります（令和４年度9.81％）。
なお、40歳から64歳までの方に加算される介護保険料
率は、1.64％から1.82％に変更になります。

【協会けんぽ「令和5年度保険料額表（令和5年3月分から）」】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

◆雇用保険料率（令和５年４月１日〜令和６年
３月31日まで）
○一般の事業の雇用保険料率
労働者負担と事業主負担あわせて15.5／1,000となり
ます（令和５年３月までは13.5／1,000）。失業等
給付・育児休業給付の保険料率が労働者負担・事業

主負担ともに５／1,000から６／1,000に変更になった
ことで上がりました。事業主のみ負担となる雇用保険二事
業の保険料率については変更はなく、3.5／1,000です。

○農林水産・清酒製造の事業、建設の事業
農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労働者
負担と事業主負担あわせて17.5／1,000となります
（令和５年３月までは15.5／1,000）。
建設の事業は労働者負担と事業主負担あわせて18.5
／1,000となります（令和５年３月までは16.5／
1,000）。
失業等給付等の保険料率が、一般の事業と同じく、労
働者負担・事業主負担ともに上がりました（6/1,000か
ら7／1,000に変更）。雇用保険二事業の保険料率
（事業主のみ負担）に変更はありません（農林水産
3.5/1,000、建設4.5／1,000）。

【厚生労働省「令和５年度雇用保険料率のご案内」】
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

中小企業の価格交渉・価格転嫁に関する最新の調査結果
◆2022年９〜10月の調査結果を公表
エネルギー価格や原材料費の高騰を受け、2021年９月
より毎年９月と３月を「価格交渉促進月間」と設定し、
所管庁では業界団体を通じた価格転嫁の要請等の実施
とヒアリングを実施しています。

２月７日に経済産業省と中小企業庁が公表した最新
の調査結果では、価格交渉・価格転嫁に消極的な企業
の実名が初公表され、注目されています。

■直近６カ月間の価格交渉・価格転嫁の状況
中小企業庁の調査結果では、価格交渉について、約６
割が「話し合いに応じてもらえた」と回答する一方、「全く交
渉できていない」との回答も約１割存在します。
また、価格転嫁については、受注側中小企業のコスト上

昇分に対して発注側企業がどれだけ転嫁に応じたかの割
合を「価格転嫁率」として算出した結果が46.9％である
一方、「全く価格転嫁できていない」との回答が約２割存
在します。

■業種別価格交渉の状況
同調査結果では27業種を「価格交渉状況の業種別ラン
キング（価格交渉に応じた業種）」として順位付けしてお
り、上位３業種は、１位が石油製品・石炭製品製造、
２位が鉱業・採石業・砂利採取業、３位が卸売です。
一方、下位３業種は、27位がトラック運送、26位が放
送コンテンツ、25位が廃棄物処理です（ただし、廃棄物
処理、放送コンテンツ業では「コストが上昇していないため、
価格改定が不要」との回答割合が最も多い）。
経済産業省では、「今後、これらの結果を踏まえ、状況

の良くない発注側の個別企業に対しては、下請中小企
業振興法に基づく『指導・助言』の実施を検討するとともに、
業種別の自主行動計画やガイドラインの拡大」に取り組
むとしています。

【中小企業庁「価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果」】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
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国土交通省は、令和６年度を目途に高速道路の深夜
割引制度を見直し、割引が適用される時間帯を現行の
深夜０〜４時から22時〜翌日５時に拡大します。労
基法上の「深夜時間」に合わせることで、労務管理や運
行計画のしやすさにつながることも見込んでいます。

割引の対象は、適用時間帯に走行した距離のみ３
割引とする形式に変更します。現在は適用時間内に高
速道路を走っている時間帯があれば、どの時間に入場、ま

たは退場してもすべて割引の対象としていました。０時以
降に高速道路を降りることを目的に、サービスエリアや料金
所の前で待機することで労働時間が伸びるなど、運転者
の労働環境にも影響が及んでいます。

深夜割引については、全日本トラック協会が要望を
行っており、令和５年度の施策に関する要望書では、荷
主から高速道路料金を満額負担してもらえるケースが少
ない点を訴え、適用時間帯の拡大を求めていました。

高速道路深夜割を見直し 22時～翌５時適用に

令和５年３月大学等卒業予定者の就職内定状況と企業の採用活動の早期化

◆大学生の就職内定率は84.4％、前年同期より
1.4 ポイント上昇
厚生労働省と文部科学省は、共同調査している令和

５年３月大学等卒業予定者の就職内定状況について、
令和４年12月１日現在の状況を取りまとめ、公表して
います。
この調査によれば、大学の就職内定率は84.4％（前

年同期比1.4ポイント上昇）となっています。また、短期
大学の就職内定率は、69.4％（同6.6ポイント上昇）、
高等専門学校・専修学校（専門課程）の就職内定率
は、それぞれ96.6％（同5.4ポイント上昇）、69.8％
（同0.4ポイント低下）となっています。

◆令和６年卒の採用活動も本格化
令和６年卒の採用活動についても本格化してきており、

リクルートの就職みらい研究所が2024年（令和６年）
卒業予定の大学生および大学院生に対して実施した「就

職プロセル調査」によると、２月１日時点の大学生（大
学院生除く）の就職内定率は、すでに19.9％（前年同
月比で＋6.4ポイント）に上っています。このうち内定取
得先企業の業種については、例年通り割合が高い順に
「情報通信業」、「サービス業」（他に分類されないも
の）」、「小売業」と続きますが、前年に比べて他業種の
割合が増えているそうです。特定の業界に限らず、全体と
して企業の採用の動きが早まっていることがわかります。

◆早期化する企業の採用活動
現在、人手不足の現状で、早期に採用活動を開始す

る企業は多く、この傾向はますます強くなることが予想され
ます。また、いわゆる「就活ルール」など新卒一括採用とい
う慣習も見直しが行われる見通しで、今後、採用活動の
在り方については検討していかざるを得ないでしょう。
【厚生労働省「令和５年３月大学等卒業予定者の就職内定状況（12月１日現在）
を公表します」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001038335.pdf

厚生労働省がトラブル増受け窓口を開設【医療・介護・保育の人材紹介】

厚生労働省は、人手不足が顕著な医療・介護・保育
分野で、職業紹介時の手数料の取扱いなどを巡って求人
施設と人材紹介事業者間でトラブルが発生しているとして、
全国の都道府県労働局に求人施設向けの特別相談窓
口を開設しました。窓口に集まった情報から手数料の明
示義務違反などの実態を確認し、紹介事業の適正化に
向けて対処します。

職安法令・指針では、職業紹介事業者に対し、求人
者への手数料の明示を義務付けています。さらに、紹介に
よる就職日から２年以内に転職を勧奨することや、「お
祝い金」などの名目で求職者に金銭を提供することを禁
止しています。設置した窓口で、法令違反に関する情報
を収集していきます。

医療・介護・保育分野の職業紹介業については、一定

の基準を満たした適正な事業者を認定する制度を運用し
ています。特設サイト上で認定事業者を公表しているため、
厚労省では、紹介事業者を選ぶ際の参考にするよう呼び
掛けています。
【厚生労働省『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30703.html

・ 自らの紹介で就職した人※に対して、就職した日から２年間は、
転職の勧奨を行ってはいけません。（※無期雇用契約に限る）

・ 紹介手数料に関しては、返戻金制度を設けることが望まれま
す。

・ 求職者、求人者双方に対し、手数料の明示が必要です。
・ 求職申し込みの勧奨を、職業紹介事業者が金銭等を提供す

ることによって行うことは好ましくありません。
「お祝い金」その他これに類する名目で社会通念上相当と認め
られる程度を超えて金銭等を提供することにより行ってはいけま
せん。 【出典︓厚生労働省ホームページより一部抜粋して掲載】

職業紹介事業者は以下の事項を遵守してください

https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001038335.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30703.html
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「オンライン事業所年金情報サービス」がスタートしました
◆「オンライン事業所年金情報サービス」とは

事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子
データをe-Govのマイページで受け取れる、日本年金機
構が2023年1月にスタートしたサービスです。利用申込み
から各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結
し、初回の申込み以降は定期的に受け取れるようになりま
す。
＊このサービスの利用には、ＧビズＩＤが必要です。

◆サービスのメリット
(1) 納入告知等、紙の通知書よりも早い受け取り・確

認が可能
(2) 一度の申請で定期的にデータの受け取りが可能
(3) 電子データで受け取れるので、社内システムへの取

り込み、自社保有データとの突合等が可能

◆電子データで受け取れる各種情報・通知書
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・保険者データ
・決定通知書 等

◆サービスの利用方法
このサービスを利用するためには、ＧビズＩＤが必要にな

ります。
ＧビズＩＤは無料で利用できますが、発行までに２週

間程度かかりますので、まだ取得していない事業主の方は、
早めに進めるとよいでしょう。

【日本年金機構「オンライン事業所年金情報サービス（事業主の方）」】
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html
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連合「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」
昨年12月に公表された連合の調査結果によると、カス

タマー・ハラスメントで一番多いのは「暴言」（55.3％）、
次いで「説教など、権威的な態度」（46.7%）だそうで
す（「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」）。こ
の調査は、18歳〜65歳の被雇用者・フリーランスで、直
近３年間で自身もしくは同じ職場の人がカスタマー・ハラス
メントを受けたことがある人1,000名に質問を行ったもので
す。

◆カスタマー・ハラスメントは増えている
人手不足によるサービスの変化・低下やコロナ禍を背景

に、カスタマー・ハラスメントの発生件数が増えています。直
近５年間で「発生件数が増えた」との回答が36.9%あっ
たそうです。
カスタマー・ハラスメントが発生したきっかけとして、勘違い

や嫌がらせ、商品・サービスへの不満もありますが、「制度
上の不備」との回答が16.3％あったそうです。制度の不
備とは、「不備な制度の放置」でもありますので、会社の責
任という面が強いと思われます。

◆カスタマー・ハラスメント放置の影響
どのようなきっかけのカスタマー・ハラスメントでも、それを放

置していると会社の安全配慮義務違反を問われることに
つながります。会社は、従業員の心身の安全を守る必要
がありますが、この調査によると、カスタマー・ハラスメント対
応マニュアルの作成や研修を行っている会社は半数以下
のようです。
カスタマー・ハラスメントにより、従業員のストレスが高まり

心身に不調が発生し業務が行えなくなる、満足な対応が
行えない会社の状況を見た他の従業員が辞めてしまう、
そうした情報が広まり人材の採用ができない、といった悪循
環が生まれます。
カスタマー・ハラスメントを放置しない、発生した場合のサ

ポートを行うことについて、現場任せにせず、カスハラを容
認しない方針を会社として対外的に発表する、社内規則
を整備する、マニュアルを整備するといった対策について、
会社は十分に検討して実施する必要があります。
【連合「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」】
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20221216.pdf

「就職氷河期世代」募集で暫定措置延長 厚生労働省
厚生労働省は、労働者の募集・採用における年齢制

限の禁止の例外として、就職氷河期世代の不安定就労
者を追加している暫定措置について、令和７年３月末ま
で延長する方針だ。労働施策総合推進法施行規則を
改正し、今年３月末までとなっている期限を２年間延長
する。 同法では、労働者の募集・採用に当たり、原則と
して年齢制限を設けることを禁止している。現在は、就職

氷河期世代の安定雇用を促進するための暫定措置とし
て、氷河期世代の無業者・不安定就労者に限定した募
集・採用を認めている。 延長される暫定措置の対象とな
る「就職氷河期世代」に該当するのは、昭和43年４月
２日〜63年４月１日生まれの人。
【厚生労働省「「就職氷河期世代活躍支援」特設サイト」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/s
hushoku_hyogaki_shien.html

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20221216.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/s
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昨年の実質賃金0.9％減～毎月勤労統計調査 令和４年分結果速報
◆現金給与総額と実質賃金

現金給与総額は前年比2.1％増の326,157円となり、
1991年以来31年ぶりの伸び幅となりました。一方、物価
の変動を反映した実質賃金は前年比0.9％減少と、２
年ぶりのマイナスとなりました。
現金給与総額（名目賃金）は、コロナ禍で落ち込んだ

経済の回復を背景に2.1％増加しましたが、賃金の実質
水準を算出する指標となる物価（持ち家の家賃換算分
を除く総合指数）が3.0％の上昇となったため、実質賃
金はマイナスとなりました。
給与総額のうち基本給にあたる所定内給与は1.2％増、

残業代などの所定外給与は5.0％増となりました。賞与を
含む特別に支払われた給与は5.1％増と大きく伸びました。
就業形態別にみると、正社員など一般労働者の給与総
額は2.3％増、パートタイム労働者は2.6％増でした。

厚生労働省は「コロナの影響で落ち込んでいたボーナス
が４年ぶりに増加するなど給与は増加傾向であるものの、
物価の上昇に賃金が追い付いていない状況」としています。

◆労働時間
労働者一人平均の総実労働時間（就業形態計）は、

昨年比0.1％増の136.2時間でした。そのうち所定内労
働時間は0.3％減の126.1時間、所定外労働時間は
4.6％増の10.1時間となりました。

◆雇 用
常用雇用（就業形態計）は昨年比0.9％増の

51,342千人となりました。就業形態別にみると、一般労
働者は0.5％増の35,130千人、パートタイム労働者は
1.9％増の16,212千人でした。

【厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和４年分結果速報」】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cp/22cp.html

花粉症対策

NSR

◆花粉症のシーズンが始まりました
毎年多くの人を悩ませる花粉症。2023年も花粉のシー

ズンがやってきました。今年のスギ花粉の飛散量は、過去
10年平均の2.3倍ともいわれています。飛散量が多い年
は初めて発症する人が多いとの指摘もされていますから、
今年は特に注意が必要です。

◆花粉症による労働生産性の低下は大きな問題
花粉症は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみといった

症状を引き起こし、生活や仕事に決して小さくない影響を
及ぼします。実際、スギ花粉症に代表されるアレルギー性
鼻炎患者の労働生産性の低下による経済的損失は、日
本全体で年間４兆円とも５兆円とも試算されているとこ
ろです。
くしゃみや鼻をかむことで作業が中断させられたり、目のか

ゆみや鼻水で集中力を保ちづらかったり、鼻づまりで口呼
吸が増えることにより体内に取り込む酸素の量が減少して
判断力が低下したり……花粉症の従業員のパフォーマン
スの低下を感じている方は少なくないのではないでしょうか。

◆花粉症対策に取り組む企業も︕
このような状況を踏まえ、企業として花粉症対策に取り

組むところも出てきています。例えば、オフィスがそれほど広く
ない場合は、フィルター式の空気清浄機を設置することで、
ほぼすべての種類の花粉を効率的に取り除くことが可能で
す。カーペットが静電気を帯びているとオフィス内に花粉が
付着・蓄積しやすくなりますから、専門業者に帯電を防ぐ
処理を依頼するのも有効です。花粉飛散のピーク時には
在宅勤務を認めることも考えられるところです。
福利厚生として「花粉症手当」を設けている企業もあり

ます。このような企業では、申請により医療機関の受診料
や治療薬の費用を助成したり、花粉症専用マスクや目薬
などの花粉症対策グッズを支給したりすることで、意識的に
治療に取り組んでもらい、仕事の効率アップを図っています。
花粉症は対策も取りやすく、またその効果も実感しやす

いものです。取組みを検討してみませんか。

外国人雇用の届出状況を発表 厚生労働省
◆国籍別では、ベトナムが46万2,384人で最多

国籍別では、ベトナムが最も多く46万2,384人で、外
国人労働者数全体の25.4％を占めています。次いで中
国38万5,848人（全体の21.2％）、フィリピン20万
6,050人（全体の11.3％）の順となっています。

前年増加率が高い主な３か国は、インドネシアが前年
比47.5％増で7万7,889人、次いでミャンマーが前年比
37.7％増の4万7,498人、ネパールが前年比20.3％増
の11万8,196人の順となっています。
【厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和４年10
月末現在）」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30367.html

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cp/22cp.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30367.html


実務チェックポイント「有期雇用労働者離職時(契約期間満了時)のフローチャート」

NSR

※２労働者本人の契約更新の申し出の有無について、離職票発行時に、事業主からの確認では十分に把握できない場合を含む

※１「更新する場合がある」等更新に何らかの条件が付されている場合には、契約更新の確約ありとはいえない

※３特定理由離職者になるのは、離職日が平成30年2月5日から令和7年3月31日まで

※労働者への契約更新の希望を確認していない場合を含む

上記の表は契約期間満了で離職した場合の典型的な事例を整理したもののため、全ての事例について表により判断されることはありません。

出典︓(大阪労働局)「雇用保険事務手続きの手引き」を引用し編集

上記の表は契約期間満了で離職した場合の典型的な事例を整理したもののため、全ての事例について表により判断されることはありません。
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◆助成金情報

障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備
を行う事業主に対してその費用の一部を助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目
的としています。
【助成金の種類】
・第１種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金

・第２種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

【対象障害者】
１．身体障害者 ２．知的障害者 ３．精神障害者

【対象となる事業主】
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業
を容易に行うことができるように配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主
です。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる

事業所の事業主に限られます。
【支給対象となる作業施設等】
支給対象となる作業施設等は「作業施設」「附帯施設」「作業設備」の３種類に区分され、例えば、車いす用トイ
レや手すりの設置、視覚障害者用拡大読書機器等を指します。
・作業施設
障害特性による課題を克服し作業を容易にするために配慮された施設（障害者が作業を行う場所）

・附帯施設
障害特性による課題を克服し就労することを容易にするために配慮された施設（例えば、玄関、廊下、階段、ト
イレ等）

・作業設備
障害特性による課題を克服し作業を容易にすることを目的として製造された設備（視覚障害者用拡大読書器
等）

【支給額等】
支給額＝支給対象費用×助成率2/3
対象労働者の雇用形態や人数等に応じて定めている限度額があります。

【認定事例】
精神障害
・仕切りパネルの設置の措置
精神障害があり、対面に座る人の視線や動きが気になり作業に集中できない対象障害者のために、対象障害者
のデスク周りに仕切りパネルを設置すること

身体障害（内部）
・オストメイト対応トイレへの改修
直腸機能障害によりストーマ（人工肛門）を装着する対象障害者のために、既存トイレにストーマ装具の洗浄を
行うオストメイト用流しを設置すること

身体障害（視覚）
・点字ブロックの敷設

視覚障害のある対象労働者のために、事業所敷地内の動線上に点字ブロックを敷設すること
＊制度の詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP等をご参照ください。



３月の手続［提出先・納付先］

NSR

【10日まで】

〇源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

〇雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

【15日まで】

○所得税の確定申告＜2月16日～３月１５日まで＞［税務署］

【31日まで】

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

〇外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

NSR通信のバックナンバーはこちらのURLをクリック→ https://nsr-j.com/eye/

セミナーのご案内

お申込み︓https://dxpo.jp/real/box/osaka23/conf.html#telework

「選ばれる企業」になる︕ハイブリッド時代の働き方
〜出社×テレワークの労務管理〜

本セミナーは、インテックス大阪で行われる以下の大規模展示会との同時開催イベントです。

会期︓2023年3月14日(火)・15日(水)
会場︓インテックス大阪 6号館
主催︓ブティックス株式会社
対象︓経営者、総務･人事担当者向け
講師︓社会保険労務士 武田かおり
開催日時︓2023年3月14日

(火)13:20-14:20
会場︓インテックス大阪 6号館

展示会場内 セミナー会場
受講料︓無料・事前申込制

第1回【管理部門】ITソリューション総合展 大阪'23
（通称︓バックオフィス DXPO）

「選ばれる企業」の働き方は「出社かテレワークか」ではなく「働く場所が選択可能」であるこ
とがポイント。あらゆる業種業態で導入可能なテレワークのご提案からABW実現に向けた
ハイブリッドワークの労務管理まで、テレワーク導入相談1000件以上対応実績を持つテ
レワーク社労士がわかりやすく解説いたします。

https://dxpo.jp/real/box/osaka23/conf.html#telework

