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今年も、年に一度の労働保険の申告（年度更新）を行う時期となりました。 

労働保険料の前年度の確定保険料の調整分と今年度の概算保険料を併せて申告、

納付を行います。 

今年度は 6 月３日（月）から 7 月 10 日（水）までに手続を行います。労働保険

料は、原則として、4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までに確定した賃金総額に保険料率

（労災保険率、雇用保険率、拠出金率）を乗じた額となります。 

電子申請を予定しておりますが、電子申請に必要なアクセスコードや労働保険料率の確認、また

は電子申請できない場合もございますので、申告書をご郵送くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 5 月 31 日、第 25 回プレミアムフライデーセミナー「福利厚生・退職金制度の基礎知識」

を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。 

最近、「福利厚生・退職金制度を導入したいがおすすめはありませんか。」というご相談をいただ

くことが増えてまいりました。法律の義務である社会保険や労働保険だけでなく、福利厚生や退職

金制度を導入することで、社員にとって安心して働ける環境にしたい、求人票を出す際に「福利厚

生有、退職金有」と記載することでより魅力的な求人票にしたいという思いがあるようです。 

そのようなときは、まずは現有社員に意見を聞いてみてください。そして、予算や手続きの対応

が可能か、長期的に継続することができるかについても検討し、福利厚生や退職金制度を導入すべ

きか検討しましょう。福利厚生も退職金制度も一度導入した制度を、途中で廃止することは不利益

変更になるため注意が必要です。 

ご不明な点がございましたら、弊事務所にご相談いただければ幸いです。 
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プレミアムフライデーセミナー ～働き方改革実践編 第７弾～福利厚生・退職金制度の基礎知識 

労働保険の申告（年度更新）がはじまります！ 

６月初旬に、労働局より労働保険申告書（緑色の封筒）が届きますので、 

弊事務所宛にお送りくださいますようお願いいたします。 

賃金台帳から労働保険料を算出しますが、賃金台帳に含まれていない

臨時アルバイト、出向者等がいる場合はご連絡ください！ 

※労働保険事務組合にご加入の企業様につきましてはスケジュールも

申告方法も異なりますので、別途ご案内いたします 



このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長と
の会話形式で、分かりやすくお伝えします。

年次有給休暇と子の看護休暇の
違いの整理

【ワンポイントアドバイス】

1. 年休は取得目的が制限されないのに対し、子の看護休暇は取得目的が限定的である。

2. 年休は有給の休暇であるが、子の看護休暇は無給でも構わない。

3. 子の看護休暇を取得したことに対し、不利益な取扱いをしてはならない。
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4歳の子どもを育てる従業員から、子どもが体調不良で病院に連れて行きたいので、
子の看護休暇を取りたいという申し出がありました。当社の子の看護休暇は無給のた
め、年次有給休暇（以下、「年休」という）の取得を勧めようと思いますが、問題あ
りませんか。

総務部長年休と子の看護休暇の内容について整理をしておきましょう。年休は入社してから6ヶ
月経過し、その期間の全労働日の8割以上を出勤した場合に付与される有給の休暇のこ
とです。ストレス解消やリフレッシュの目的で付与される休暇ですが、取得目的は特
に問われません。

社労士 当社でも取得目的は様々で、旅行や銀行・役所に行く必要のある用事、自分の体調不
良等があります。

はい、その通りです。他にも細かな違いがありますが、年休は取得目的が問われない
のに対し、子の看護休暇は取得目的が限定される点が従業員にとっては大きな違いに
なります。例えば、子の看護休暇は今回のように子どもが体調不良のときに取得でき
ますが、自分が体調不良のときには取得できません。

そうですね。一方、子の看護休暇は小学校に入学する前の子どもを育てている従業員
が、子どもが病気になったりケガをしたりしたときに、看護のために取得できる休暇
です。取得目的には子どもに予防接種や健康診断を受けさせることも含まれています
が、これらの内容に限られています。なお、取得した日については無給でも構いませ
ん。

そうですね。確か取得できる日数は、対象となる子どもが1人のときは1年に5日、2人
以上のときは年に10日でしたよね。

無給であると欠勤と変わらないと思われがちですが、大きな違いがありますね。あり
がとうございました。

それが良いでしょう。ちなみに、子の看護休暇は無給で構いませんが、欠勤とは違い
従業員の権利として取得できます。また、取得したことで会社が不利益な取扱いをす
ることは禁じられていますので、賞与の査定で勤務成績をマイナス評価にするような
ことがないようにご注意ください。

そうか、なるほど！申し出をしてきた従業員は、確かに年休があと1日しか残っていな
いと言っていました。

そうですね。良かれと思って年休の取得を勧めようと考えていましたが、従業員なり
に考えて申し出たことだと思いますので、このまま子の看護休暇で処理します。

そうでしたか。もしかしたら年休は、子どもの体調不良以外の理由で休みを取得した
いときに残しておきたいと考えているのかも知れませんね。
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この助成金は、働き方改革を進める上で、

人材を確保することが必要な中小企業が、新

しく労働者を雇入れ、人材の配置の変更、労

働者の負担軽減に取り組む場合に助成される

ものです。

助成金の対象となる事業主は時間外労働等

改善助成金の支給を受けた中小企業です。具

体的には平成29年度であれば旧職場意識改善

助成金の指定されたコース、平成30年度以降

であれば時間外労働等改善助成金の指定され

たコースの支給を受けていることが必要です。

なお、平成31年度以降に指定されたコースの

支給を受けた事業主も対象になります。

助成金を受給するためには、労働者を初め

て雇入れる予定日の属する月の初日の6ヶ月

前の日から1ヶ月前の日の前日までに、雇用

管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認

定を受ける必要があります。

その後、認定された雇用管理改善計画に基

づき、新たな労働者を雇入れた上で、雇用管

理改善を実施し、1年間取り組んだ後に申請

することで、各種要件を満たした場合に「計

画達成助成」、計画開始から3年経過後に生

産性要件等を満たした場合に「目標達成助

成」が支給されます。支給額は以下のとおり

です。

新たに労働者を雇入れても、計画開始前後

の労働者数を比較し、人員増とならない場合

には助成金が支給されないなど、細かな要件

が設けられています。そのため、活用を検討

している場合は、事前に要件を確認しておき

ましょう。

働き方改革に取り組む
中小企業が人材を確保する際に
活用できる助成金

R oumu news
助成金情報

2019.6
News
Letter

新年度となり、さまざまな助成金制度が新設・変更されていますが、中小企業対象の注目の

助成金として、「人材確保等助成金（働き方改革支援コース）」が新設されました。これは人

材の雇入れに対する助成金制度で、活用する場面も比較的多いと思われますので、以下ではこ

の制度の概要をとり上げましょう。

2.助成額

[計画達成助成]

雇入れた労働者1人当たり 60万円

短時間労働者※1人当たり 40万円

支給対象となる労働者は10人を上限とし、

雇用管理改善計画認定通知書に記載された認

定金額を上限に支給されます。

[目標達成助成]

労働者1人当たり 15万円

短時間労働者※1人当たり 10万円

ただし、支給の算定人数の上限があります。

※週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者

1.助成金の概要

3.活用にあたっての注意点

この助成金を受給するための前提となる時間外労働等改善助成金の指定されたコースには、

時間外労働上限設定、勤務間インターバル導入、職場意識改善の3つがあります。働きやす

い環境づくりに向けて、労務管理担当者に対する研修、タイムカードなどの労務管理用機器

や労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などの取組みを予定している企業につ

いては、時間外労働等改善助成金への取組みをした上で、更に人材確保が必要なときには本

助成金の活用を検討することになります。
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働き方改革の一環として注目
すべきフレックスタイム制

フレックスタイム制の活用は、育児や介護、病気の治療等と仕事との両立だけでなく、従

業員のより効率的な働き方のひとつとして考えることができます。フレックスタイム制など、

柔軟な労働時間制度の導入に関するご相談などがございましたら、当事務所までお問い合わ

せください。

R oumu information
労働基準法情報

2019.6
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4月に施行された働き方改革関連法のうち、フレックスタイム制は導入が進んでいませんが、

比較的大きな効果が見込まれることから、その改正のポイントと総労働時間に関する例外につ

いて確認しておきます。

フレックスタイム制とは、あらかじめ定め

られた総労働時間の中で、従業員が日々の始

業・終業時刻、労働時間を自ら決めて働くこ

とができる制度です。通常の労働時間制度で

あれば、始業が午前9時、終業が午後6時（途

中1時間の休憩）の1日8時間労働というよう

に、始業および終業時刻が固定的に決定され

ていますが、フレックスタイム制の場合、忙

しい日については午前8時から午後8時まで11

時間勤務し、比較的余裕がある日には午前11

時から午後5時まで5時間勤務とすることなど

により、従業員が柔軟な働き方をすることが

できます。

今回の大きな変更が清算期間の延長です。

これまでフレックスタイム制は清算期間の上

限が1ヶ月とされていましたが、これが3ヶ月

に延長され、より柔軟に労働時間を調整する

ことが可能になりました。例えば7月が繁忙

期で9月が閑散期の場合、7月は法定労働時間

の総枠を超えて働く一方、9月は7月の法定労

働時間の総枠を超えた分だけ減らして働くこ

とができます。ただし、時間外労働となる割

増賃金の取扱いは複雑なため、厚生労働省

のリーフレットなどを参考にあらかじめシ

ミュレーションしておくことが求められます。

これまで完全週休2日制であっても、曜日

の巡りによって、清算期間における総労働時

間が法定労働時間の総枠を超えてしまい、総

労働時間のみの勤務であっても、時間外労働

が発生することがありました。

例えば清算期間の暦の日数が30日の月で所

定労働時間が8時間、所定労働日数が22日

（完全週休2日で当月8日の所定休日）であっ

た場合、総労働時間は176時間となりますが、

法定労働時間の総枠は171.4時間であり、4.6

時間については時間外労働として割増賃金を

支払う必要がありました。

この取扱いが改正され、週の所定労働日数

が5日（完全週休2日制）の従業員を対象に、

労使協定を締結することで、法定労働時間の

総枠を清算期間内の所定労働日数に8時間を

乗じた時間数を労働時間の限度とすることが

可能となりました。これにより、上記の例で

は、所定労働時間を176時間とし、その時間

を勤務したとしても、時間外労働は発生せず

割増賃金の支払いも不要となります。

2.清算期間を3ヶ月に延長

3.新設された完全週休2日制の例外

1.フレックスタイム制とは
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