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プレミアムフライデーセミナー～同一労働同一賃金のための賃金制度【応用編】～
2020 年 2 月 28 日、第 33 回プレミアムフライデーセミナー「～働き方改革実践編

第 12 弾～同一労働

同一賃金のための賃金制度【応用編】を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。今回は新型コ
ロナウイルスの影響もありましたので、オンライン（Zoom）での参加を推奨させていただきました。
今回は新型コロナウイルスで注目を浴びているテレワークのご紹介をしてから、先月のセミナーで点検
したことを基に、
「不合理な待遇差解消のための検討」
「職務評価を用いた基本給の点検・検討」をいたしま
した。待遇の違いの説明ができるよう、企業として賃金制度を作成することで、今後の企業、社員の将来が
みえてきたと思います。この賃金制度を運用しながら見直し、成長させ、企業の発展に
つなげていただければと思います。
参照：厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

高年齢労働者の雇用保険料徴収開始
令和２年４月１日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の徴収が必要となります。
65 歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成 29 年１月１日から
令和２年３月 31 日までの間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。

令和２年４月１日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇
用保険料の徴収が必要となります。
（※）保険年度の初日（４月１日）において満 64 歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険
者となっている方を指します。

新型コロナウイルスの最新情報（2020 年 2 月 28 日時点）
雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大や新助成金の案内がされていますが、経済産業
省でも、新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、(1)資金繰り支援（貸付・保証） (2)新型コ
ロナウイルス対策補助事業等のような企業を支援するための様々な施策を打ち出しています。なお、最
新情報は以下のサイトよりご確認ください。
経済産業省 URL https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
厚生労働省 URL https://www.mhlw.go.jp/index.html
また、新型コロナウイルスの影響もあり、テレワーク導入を検討されている企業様も多いと思います。
事前に準備をしておくことで、テレワークが可能な業務はあります。BCP（事業継続計画）対策として
も有効です。最近、よくある質問の中から、何を選んだらいいのか分からないということで、テレワーク
に必要なツールで出口事務所や多くの企業が活用しているものをご紹介しますので、ご参考ください。
主な Web・テレビ会議：
主な情報共有システム：

Chatwork、Google ハングアウト、skype 等
、OneDrive 等
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4月より健康保険の被扶養者の
要件に国内居住が追加されます
外国人労働者の中には、母国に扶養する家族を残して日本で働いているケースが少なくあり
ません。そうした扶養の要件については、所得税・健康保険の各々で決まっていますが、今年
4月より、健康保険の被扶養者として認定される要件（被扶養者の認定要件）が変更され、国
内居住要件が追加されます。
なお、これらに該当する人であっても、後
期高齢者医療制度の被保険者等である人は、
被扶養者に該当しません。

1. 被扶養者の認定要件
現在の被扶養者の認定要件は、以下のとお
りです。
①被保険者の直系尊属、配偶者（事実上婚姻関
係と同様の人を含む）、子、孫、兄弟姉妹で、
主として被保険者に生計を維持されている人
②被保険者と同一の世帯(※)で主として被保険
者の収入により生計を維持されている次の人
(1)被保険者の三親等以内の親族（①に該当す
る人を除く）
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出は
していないが事実上婚姻関係と同様の人の
父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母
および子
※同一の世帯とは、同居して家計を共にしている状態
を指します。

2. 追加される国内居住要件とその
例外
4月からは、新たに国内居住要件が追加さ
れ、日本国内に住所があること（住民票が日
本にあること）が必要となり、健康保険の被
扶養者の異動に関する手続きを行う際には、
この国内居住要件に関する確認が行われます。
なお、日本国内に住所がない人であっても、
日本に生活の基礎があると認められる下表の
人については、被扶養者の異動に関する手続
きの際に、証明書類を添付することで国内居
住要件の例外として取り扱われることになり
ます。

表 国内居住要件の例外と必要な証明書類

国内居住要件の例外

証明書類

a.外国において留学をする学⽣

査証、学⽣証、在学証明書、入学証明書等の写し

b.外国に赴任する被保険者に同⾏する⼈
c.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の
目的で一時的に海外に渡航する⼈
d.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者
との身分関係が⽣じた⼈であって、bと同等と認められる
もの
e. aからdまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の
事情を考慮して日本国内に⽣活の基礎があると認めら
れる⼈

査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発⾏する居住
証明書等の写し
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同
意書等の写し
出⽣や婚姻等を証明する書類等の写し
個別に判断

証明書類が外国語で作成されている場合、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳
文の添付が必要になります。該当者がいる企業はさほど多くないとは思いますが、国内居住
要件の例外に該当するときには、証明書類が求められることになりますので、従業員へ周知
しておきましょう。
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2020年度の社会保険料率の
変更見込み
社会保険の料率は、財政状況等により、定期的に見直しが行われています。特に年度が切り
替わるタイミングで変更されることが多いことから、今回は2020年度の社会保険料の料率の動
向についてお伝えします。

1.健康保険料率の変更
協会けんぽの健康保険料率は例年3月分（4
月納付分）から変更されています。2020年度
についても、都道府県ごとの3月分からの健
康保険料率が下表のとおり決定しました。

2.介護保険料率の変更

3.雇用保険料の控除に関する
留意点
雇用保険料率は現在、労働保険徴収法の改
正案が国会に提出されており、今のところ決
定していないため、動向を注視する必要があ
ります（2020年2月14日現在）。

協会けんぽの介護保険料率は全国一律であ
り、健康保険料率の変更と同じタイミングで
ある2020年3月分から1.79％に変更されます。
この介護保険料率は、単年度で収支が均衡
するよう、介護納付金の額を総報酬額で除し
たものを基準として保険者が定めることに
なっています。

雇用保険料に関しては、今年度（2019年
度）まで64歳以上の雇用保険の被保険者につ
いて徴収が免除されていましたが、4月から
は徴収が始まるため雇用保険料を給与から控
除することになります。

2020年3⽉分からの健康保険料率（各都道府県別）
支部

新保険料率

支部

新保険料率

支部

新保険料率

支部

新保険料率

北海道

10.41%

東京都

9.87%

滋賀県

9.79%

香川県

10.34%

⻘森県

9.88%

神奈川県

9.93%

京都府

10.03%

愛媛県

10.07%

岩手県

9.77%

新潟県

9.58%

大阪府

10.22%

高知県

10.30%

宮城県

10.06%

富山県

9.59%

兵庫県

10.14%

福岡県

10.32%

秋田県

10.25%

石川県

10.01%

奈良県

10.14%

佐賀県

10.73%

山形県

10.05%

福井県

9.95%

和歌山県

10.14%

⻑崎県

10.22%

福島県

9.71%

山梨県

9.81%

鳥取県

9.99%

熊本県

10.33%

茨城県

9.77%

⻑野県

9.70%

島根県

10.15%

大分県

10.17%

栃木県

9.88%

岐阜県

9.92%

岡山県

10.17%

宮崎県

9.91%

群馬県

9.77%

静岡県

9.73%

広島県

10.01%

⿅児島県

10.25%

埼玉県

9.81%

愛知県

9.88%

山口県

10.20%

沖縄県

9.97%

千葉県

9.75%

三重県

9.77%

徳島県

10.28%

この他、労災保険率は3年に1度、見直しが行われていますが、前回は2018年度に変更され
たため、2020年度には変更されない予定です。給与から控除する社会保険料については、4
月の給与計算を始める前に、確認するようにしましょう。
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子の看護休暇・介護休暇
2021年1月より 時間単位での
取得へ改正
育児・介護休業法では、子どもが病気になったりケガをしたときに世話をしたり、子どもに
予防接種や健康診断を受けさせるために、従業員が請求することで取得できる子の看護休暇が
あります。また、要介護状態にある家族の介護やその他の世話をするために、介護休暇が用意
されています。今回、育児・介護休業法施行規則が改正され、これらの休暇を時間単位で取得
させる制度が導入されることになりました（施行：2021年1月1日）。
＜就業規則の規定例（子の看護休暇の場合）＞

1.改正内容
子の看護休暇・介護休暇は、制度創設当時
は1日単位での取得に限られていましたが、
その後、取得する従業員の利便性を考慮し、
半日単位でも取得できるように改正され、さ
らに今回、時間単位での取得ができるように
改正されます。
この「時間」とは1時間の整数倍の時間（1
時間、2時間、3時間等）をいい、1日の所定
労働時間よりも短い時間のことを指します。
会社は従業員から時間単位での取得の希望が
あったときは、その希望する時間について取
得させなければなりません。
取得は始業時刻から連続する時間または終業
時刻まで連続する時間となっており、労働時間
の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認
めることを求めるものではありません。

2.変更が必要となる就業規則
今回の改正により、現在、子の看護休暇お
よび介護休暇を規定している就業規則（育
児・介護休業規程等）を変更することが必要
になります。
変更後の規定例は、次のとおりであり、時
間単位での規定を盛り込みます。

第○条
１

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又は疾
病にかかった当該子の世話をするために、又は当
該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、
就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、
当該子が1人の場合は１年間につき5日、2人以上
の場合は１年間につき10日を限度として、子の看
護休暇を取得することができる。この場合の1年間
とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2

子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連
続又は終業時刻まで連続して取得することがで
きる。

※介護休暇も同様の変更が必要になります。

3.労使協定の見直し
就業規則の変更とともに、子の看護休暇や
介護休暇を時間単位で取得することが困難な
業務がある場合は、労使協定を締結すること
により、時間単位の休暇の対象からその業務
に従事する従業員を除外することができます。
必要に応じ、労使協定の内容を見直し、再
締結しておきましょう。

子の看護休暇や介護休暇を取得した時間は、無給として扱って問題ありませんが、有給の
制度を導入し、休暇を取得した従業員が生じたとき等、一定の要件を満たしたときには、両
立支援等助成金が支給されます。この機会に併せて検討してもよいかもしれません。
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