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健康保険では、従業員（被保険者）の家族が一定の条件を満たした際、申請により被扶養者と認

定され、保険給付が受けられる仕組みとなっています。被扶養者として認定されたときから時間が

経過すると、被扶養者の状況が変化することもありますので、定期的に被扶養者資格の再確認が実

施されます。 

また、平成 30 年度は、被扶養者資格の再確認とともに、被扶養者および 70 歳以上の被保険者の

うち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、協会けん

ぽがマイナンバーの確認をできていない人について、マイナンバーの確認作業が同時に実施される

ことになっています。→詳細は２ページをご覧ください。 

 

 

社会保険（健康保険・厚生年金）では、従業員などの被保険者資格、及び報酬関係等につきまし

て、調査を実施することがあります。「総合調査の実施について」というご案内が届きましたら、弊

事務所の担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。 

主な確認資料は以下の資料（2 年分）です。 

①賃金台帳等、源泉徴収簿など、給与・賞与明細がわかる帳簿 

②源泉所得税領収証書    ③労働者名簿     ④雇用契約書 

⑤出勤簿、タイムカードなど、出退勤が分かる資料 

⑥社会保険関係諸届書の事業主控 

⑦就業規則（労働協約）及び給与規程   など 

 

 

2018 年 6 月 29 日、第 15 回プレミアムフライデーセミナー「平成 30 年度改正の最新情報 ～

雇用関係助成金～」を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。 

セミナーではまず、今年度の助成金の傾向についてご説明し、助成金申請に当たっての注意点や

平成 30 年度の主な助成金などをご説明させていただきました。 

助成金のポイント２つは、①企業の雇用の実態が助成金の支給要件に合っているか確認すること、

②将来の人事設計など長期的な経営の見通しに照らして活用することです。ご興味がありましたら、

企業に適した助成金を診断することも可能ですのでお気軽にご相談ください 

発行：社会保険労務士法人出口事務所 TEL 03-6205-5405 
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健康保険では、従業員（被保険者）の家族が一定の条件を満たした際、申請により被扶養

者と認定され、保険給付が受けられる仕組みとなっています。被扶養者として認定されたと

きから時間が経過すると、被扶養者の状況が変化することもあり、被扶養者資格の有無を確

認する必要が出てきます。平成30年度もこの被扶養者資格の再確認が実施されるため、その

概要を確認しておきましょう。

協会けんぽが実施する
平成30年度の
被扶養者資格の再確認

社会保険情報

1.マイナンバーの確認

2.被扶養者資格等の再確認の流れ

2018.7

3.提出期限

平成30年度は、被扶養者資格の再確認とと

もに、被扶養者および70歳以上の被保険者の

うち、協会けんぽが管理している基本情報と

住民票の情報が相違している等の理由から、

協会けんぽがマイナンバーの確認をできてい

ない人について、マイナンバーの確認作業が

同時に実施されることになっています。なお、

従業員のマイナンバーは、会社や従業員の事

務負担を軽減するため、原則として、日本年

金機構や住民基本台帳ネットワークから収集

されています。

被扶養者資格の再確認とマイナンバーの確

認のために、会社に「被扶養者状況リスト」

と「マイナンバー確認リスト」等が協会けん

ぽから送付されてきます。送付されたリスト

に基づき、次の流れで対応します。

①被扶養者状況リスト
ア）確認が必要となる被扶養者が現在も健康保険

の被扶養者の条件を満たしているかどうかを確
認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、
事業主印を押印する。

イ）確認の結果、削除となる被扶養者については、
「被扶養者調書兼異動届」を記入する。

ウ）被扶養者状況リストから、削除する被扶養者
がいるときは「被扶養者調書兼異動届」に被
扶養者の健康保険証を添付して、協会けんぽ
に返送する。

②マイナンバー確認リスト
ア）70歳以上の被保険者のマイナンバー確認が必

要な場合は、従業員に健康保険事務に必要
である旨を通知し、本人確認の上、会社がマイ
ナンバー確認リスト（※）にマイナンバーを記入
する。

イ）被扶養者のマイナンバー確認が必要な場合は、
従業員が家族に健康保険事務に必要である
旨を通知し、本人確認の上、会社がマイナン
バー確認リストにマイナンバーを記入する。

ウ）マイナンバー確認リストを協会けんぽに返送す
る。

※マイナンバーの確認対象者が9名以下の場合は紙媒体で、
10名以上の場合は電子媒体で送付されます。電子媒体
のときには「電子媒体及び送付書兼回答票」を提出します。

マイナンバー確認リストの提出期限は、平

成30年6月29日、被扶養者状況リストの提出期

限は平成30年8月17日となっていますが、協会

けんぽでは確認が完了次第、提出をするよう

に求めています。

被扶養者資格の再確認は、被扶養者となっている家族の資格を確認するものですが、あわ

せて被扶養者となる手続きを忘れていないかどうかを確認する機会にすることをお勧めしま

す。
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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。

法定休日を特定する必要性と
実務上の留意点

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2018.7

【ワンポイントアドバイス】

1. 1週間に複数回ある休日のうち、事前に法定休日を特定しておく必要はないが、特定する

ことが望ましいとされている。

2. 法定休日を与えなかったときは割増賃金の支払いが必要になるため、どの日が割増賃金の

支払対象日になるかルールを決めておく必要がある。

当社では、日曜日を法定休日としているのですが、先日、法定休日は必ずしも事前に特定す
る必要はないと聞きました。考え方を教えていただけませんか。

総務部長労働基準法では原則として、毎週少なくとも1回休日を与えなければならないとしています。
ただし、この法定休日を特定するような規定はありません。また、法定休日は従業員を働か
せてはいけないと認識している人がいますが、36協定を締結し、就業規則の定めに基づいて
法定休日に出勤を命じること自体は問題ありません。もちろん、その場合には割増賃金の支
払いが必要になります。

社労士 なるほど。それでは仮に法定休日を特定しない場合で、休日出勤したときの割増賃金はどの
ように計算すればよいのでしょうか。

これは会社でどの日について割増賃金を支給するのか、取扱いを事前に決めておく必要があ
ります。例えば、1週間全日勤務したときには最後に出勤した休日を法定休日出勤と考えると
いう方法があります。

そのように考えることもできるのですね。

就業規則等で1週間の起算となる曜日が決められているときはその曜日から、決められていな
いときは日曜日から1週間を起算します。この起算日から1週間のうちに休日が1日以上あれば
法定休日を与えていることになります。反対に全日出勤しているときは、法定休日を与えて
いないことになります。

分かりました。ただ、法定休日に出勤したときは通常に支払う賃金の35％以上としています
が、法定休日を特定していない場合で全日出勤したときは、どの日について割増賃金を計算
して支払えばよいのでしょうか。

そうですね。ただし、割増賃金を計算する際は、とてもややこしくなります。実際に厚生労
働省の通達（基発第0529001号 平成21年5月29日）では「労働条件を明示する観点及び割増
賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日
について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること」と示し
ているので、あらかじめ法定休日を特定しておく方が、望ましいことに間違いはありません。

当社でも、日曜日は法定休日で必ず休むことという認識が浸透しているので、このままの取扱
いにしておきます。

私もそれがよいと思っています。なお、4週に4回の休日も法定休日として認められています
が、今回は説明を割愛しましたのでご了承ください。
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実務において、年次有給休暇（以下、「年休」という）にまつわる相談は多く、特に育児休

業を取得している従業員がいる場合、どのように年休を付与すればよいのかといった質問を受

けることがあります。そこで今回は、年休の発生要件と育児休業期間中の取扱いについて確認

しましょう。

1.年休の発生要件

年休の発生要件と
出勤率の計算方法

労働基準法情報

2018.7

2.出勤したものとみなすものとは

働き方改革関連法案の1つとして労働基準法が改正されることになると、1年に10日以上の

年休が付与される人については、年間5日の年休の取得が義務化となります（平成30年6月11

日現在）。現状、1年間に1日も年休を取得していない人がいる場合、今後、どのようにして

年休を取得していくのかが課題となります。年休の取得に向けて、業務体制の見直しや職場

の雰囲気づくりが必要になるケースもあることから、早めに社内で検討し、取組みを始めま

しょう。

年休が付与される要件は2つあり、1つ目が

雇い入れ日から6ヶ月継続勤務していること、

2つ目がその期間の全労働日の8割以上出勤し

たことです。

2つ目の全労働日の8割以上出勤しているか

否かの判断では、以下の計算式にあてはめて

確認します。

この計算式の労働日とは、就業規則などで

出勤が予定された日のことをいい、休日出勤

をしたとしても、休日出勤の日は計算式の分

子（労働日の中で出勤した日）・分母（労働

日とされた日）ともに日数のカウントに含み

ません。

基本的には上記の計算式に基づいて8割以上

出勤したかどうかを確認することになります

が、計算する際に、次の3つについては出勤し

たものとみなします。つまり8割を計算する際、

1.に記載した計算式の分子・分母いずれの日

数のカウントにも含めることになっています。

仮に計算式のすべての期間で育児休業を取

得していた場合、②に基づきすべてが出勤し

たものとみなされ、出勤率は100％となり年休

が付与されます。また、育児休業期間の取得

時期や取得期間によっては、育児休業期間中

に年休の付与日が到来することがありますが、

この場合、8割以上出勤していれば、実際に職

場復帰していなかったとしても年休を付与す

ることになります。継続して雇用しているこ

とには変わりはないため、他の従業員と同様

に、付与日が到来すれば付与し、取得せず時

効となった年休については消滅します。

①労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり
療養のために休業した期間

②育児・介護休業法により育児または介護休業
した期間

③産前産後の⼥性が労働基準法の規定によって
休業した期間

［計算式］
労働日の中で出勤した日

労働日とされた日 × 100% ≧ 80%

Labor and Social Security Attorneys　Deguchi Labor Management Office
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