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2017 年 3 月にスタートしたプレミアムフライデーセミナーもお陰様で全 10 回が終了いたしまし

た。月末のお忙しい中、延べ 140 名の方にご参加いただき心より感謝申し上げます。 

また、セミナー資料等の一部につきましては顧問契約いただいている企業様限定でホームページ

の会員専用ページに掲載しておりますので、ご活用いただければ幸いです。 

さて、これから予定しておりますセミナーも含めてご案内させていただきます。社員教育の場と

して経営者の方にも喜んでいただいております。これからもぜひご期待ください。 

なお、(仮)は社会情勢や法改正の状況により変更することがございます。内容が確定しましたら、

セミナー案内またはブログ（http://www.deguchi-office.com/blog）にてご案内させていただきます。

たくさんのご参加をお待ちしております。 

 日程 会場 セミナーの内容 

1 2017年 3月 31日（金） 東京 こんなときどうしますか？①《従業員編》 

2 2017年 4月 28日（金） 東京 個人特性分析・組織風土診断について 

3 2017年 5月 26日（金） 東京 個人情報保護法の対応は大丈夫ですか？ 

4 2017年 6月 30日（金） 東京 法改正情報他 平成 29年度助成金・派遣法 

5 2017年 7月 28日（金） 東京 こんなときどうしますか？②《企業編》 

6 2017年 8月 25日（金） 東京 法改正情報他 無期転換ルール・同一労働同一賃金 

7 2017年 9月 29日（金） 東京 労働保険（労災保険・雇用保険）制度 

8 2017年 10月 27日（金） 東京 年末調整＜基本編＞ 

9 2017年 11月 24日（金） 東京 社会保険（健康保険・厚生年金）制度 

 2017年 12月 29日（金） 東京 ≪年末のためお休み≫ 

10 2018年１月 26日（金） 東京 給与・賞与・退職金計算のための基礎知識 

11 2018年 2月 23日（金） 東京 ～企業が採用を増やすための～求人票作成のポイント 

12 2018年 3月 30日（金） 栃木 ～企業を未来につなげるために～10年先の企業を考えませんか 

13 2018年 4月 27日（金） 東京 ～新入社員のための～働くということ 

14 2018年 5月 25日（金） 東京 就業規則の基礎知識(仮) 

15 2018年 6月 29日（金） 東京 ～社労士事務所が提案する～中小企業ができる「働き方改革」(仮) 
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昨年11月13日よりマイナンバー情報連携の本格運用が開始されました。情報連携では、専

用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符

号をもとに情報のやり取りをし、行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略

することができます。そこで、情報連携により変化する社会保険の手続きを確認しておきま

しょう。

マイナンバーの利用で
省略が可能となる
社会保険の氏名変更届等

社会保険情報

1.すでに省略可能となっている書類

3.日本年金機構で
省略可能となる手続き

すでにリストを返信した事業所もあるかと思いますが、対応されていない事業所はマイナ

ンバーを利用できるメリットを踏まえた上で、早めに対応するようにしましょう。なお、全

被保険者および被扶養配偶者のマイナンバーの結びつけができた事業所には、リストは送付

されません。
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2.日本年金機構の
マイナンバーの利用

マイナンバーの情報連携の本格運用が開始

されたことにより、社会保険の分野では協会

けんぽの高額療養費等の申請において、マイ

ナンバーを利用して税情報を照会することに

より、（非）課税証明書の添付書類が省略で

きるようになっています（一部の人を除く）。

また、健康保険組合に加入している事業所

では、被保険者の氏名変更の届出について、

マイナンバーを利用し、氏名情報を照会する

ことにより、氏名変更届の提出が省略できる

ようになっています。

1.のように、マイナンバーの情報連携は始

まっていますが、日本年金機構に提出する健

康保険・厚生年金保険の届出に関するマイナ

ンバーの利用は延期されていました。これが、

平成30年3月より利用が開始される予定となり、

利用開始に向けて、基礎年金番号にマイナン

バーを結びつける作業が行われています。

その中で、日本年金機構が管理している情

報（氏名、性別、生年月日、住所）と住民票

に記載されている情報が相違しているといっ

た理由により、日本年金機構においてマイナ

ンバーの確認ができない被保険者等が発生し

ており、マイナンバーの確認ができない被保

険者等がいる事業所には、平成29年12月中旬

以降、「マイナンバー等確認リスト」（以下

「リスト」という）が送付されています。リ

ストが送付された事業所では、確認対象と

なっている被保険者のマイナンバーを確認し、

リストに記入することになります。今後の手

続きの手間を軽減するためにも、確実に回答

しておきたいものです。

日本年金機構でマイナンバーの利用が開始

されると、健康保険組合と同様に氏名変更届

の提出が省略できるほか、引越しをしたとき

の住所変更届の提出も省略できることとなり

ます。

現状でも、年金に関する相談や年金記録に

関する照会はマイナンバーカードを利用する

ことで可能であり、年金請求時に必要だった

住民票や所得証明書等の添付が、今後、不要

になる予定です。
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【ワンポイントアドバイス】
1. 平成28年2月に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が策

定され、治療と仕事の両立支援対策が進められている。

2. 今後、厚生労働省が、がん・難病・脳卒中・肝疾患等について、疾患ごとの治療方法や

症状の特徴、両立支援の留意事項等を示した、会社向けの疾患別サポートマニュアルを

作成する予定である。

NewsLetterR oumu news

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。

求められる
治療と仕事の両立支援

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2018.2

先日、がんの治療のために退職する従業員がいました。最近、治療と仕事の両立支援に
ついて耳にするようになっていますが、当社も何らかの制度を設ける必要があるので
しょうか。

総務部長制度を設けることが義務化されているわけではありませんが、平成28年2月に厚生労働省
から「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が出されてお
り、会社が行う環境整備として、次のことに取り組むことが望ましいとされています。
①会社による基本方針等の表明と労働者への周知
②研修等による両立支援に関する意識啓発
③相談窓口等の明確化
④両立支援に関する制度・体制等の整備

社労士

そうですね。あまり知られていませんが、働く人の約3人に1人が何かの疾病を抱えなが
ら働いていて、休職制度を利用したものの治療のために離職した人も約3割いるそうで
す。退職理由としては、仕事をしながら治療を継続することが難しい、職場の理解や支
援が乏しいことなどが挙げられています。そのため、病気による離職を防ぐことを目的
としてガイドラインが策定されたのです。

なるほど、そのガイドラインに沿って、対応を進めていくことが考えられますね。

はい。ですので、制度の導入・検討にあたっては、従業員のみなさんに治療に関して何
らかの課題を抱えていないかというような調査をして（アンケートを取って）、要望を
聞いてみても良いと思います。

確かにそうですね。現在治療している人もいるかと思いますし、通院等に必要なことは何
か、どのような制度があったら利用しやすいか、色々な要望があるかも知れません。

先ほどの「両立支援に関する制度・体制等の整備」には、時間単位の休暇、時差出勤の
ほかに、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム制、休職期間の延長、治療費用の一
部負担等、様々なものがありますので、要望が出てきたものから、自社で取り組めるも
のを導入されると良いかと思います。

わかりました。制度導入は義務ではないということですが、やはり治療しながら働き続け
られる環境を作ることは必要だと思いますので、当社でも検討を進めることにします。

確かに、今回の退職者は理由を言ってきましたが、自己都合退職としている中にも、治
療と仕事の両立が難しいからという理由の人がいたかも知れません。
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従業員の過半数代表者を
選出する際の注意点

労働基準法情報

新年度に向けて、36協定締結の準備を進める企業も多いのではないでしょうか。36協定を締

結するときには、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働組合

がない場合は従業員の過半数代表者（以下、「過半数代表者」という）と書面により協定する

ことになります。そこで、特に問題となりやすい過半数代表者を選出する際の注意点をとりあ

げましょう。

1.過半数代表者となる要件

36協定は労働基準監督署に届出を行っただけで終わりではなく、従業員に周知し、その内

容を遵守する必要があります。就業規則の周知と同様に、見やすい場所に掲示したり、イン

トラネットに掲示したりするなど、周知も忘れないようにしましょう。

2.過半数代表者にまつわる
よくある質問

2018.2

過半数代表者は①従業員の過半数を代表し

ていること、②選出に当たっては、すべての

従業員が参加した民主的な手続きがとられて

いること、③管理監督者に該当しないこと、

という3つの要件が必要になります。以下で

は、その内容を確認しておきます。

①従業員の過半数を代表していること

従業員は正社員だけでなく、パートやアル

バイトなども含まれ、事業場のすべての従業

員の過半数を代表している必要があります。

また、育児休業者など休職している者も、労

働者に含まれます。

②民主的な手続きがとられていること

過半数代表者を選出する際、その目的が36

協定を締結するためであることを明らかにし

た上で、過半数がその人の選出を支持してい

ることが明確になる民主的な手続きをとって

おく必要があります。この手続きには、投

票、挙手のほか、従業員の話し合い、持ち回

り決議などが挙げられます。時折、会社が指

名しているケースや社員親睦会の幹事が自動

的に過半数代表者となっているようなケース

が見受けられますが、適正な選出の手続きと

はいないため、見直しが必要です。

また、選出を行う際には、すべての労働者

が選出の手続きに参加できるようにしておく

必要がある点にも留意しましょう。

今回は36協定をとりあげていますが、就業

規則の届出のケースであれば、意見書に意見

を記載する過半数代表者の選出であることを

明らかにして、過半数代表者を選出する必要

があります。

③管理監督者に該当しないこと

管理監督者とは、労働条件の決定その他労

務管理について経営者と一体的な立場にある

者のことをいうため、従業員の代表としては

不適切な立場となります。そのため、労働基

準法第41条第2号に規定する管理監督者は過

半数代表者にはなれません。

36協定を締結した後、協定期間中に過半数

代表者が退職してしまうというケースがあり

ます。この場合、36協定を再度、締結する必

要があるかという疑問を抱きますが、実際に

36協定を締結する時点で、上記の3つの要件

を満たしていれば、その後、過半数代表者が

退職しても再締結は不要です。
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