労働保険 社会保険 労働問題・労務相談 年金（老齢・障害・遺族）相談 助成金 給与計算

第 145 号

201７年
７月号

関島社会保険労務士事務所便り
関島社会保険労務士事務所
（墨田葛飾地区中小企業者組合）
社会保険労務士・行政書士
関 島
康 郎
〒125‐0041
東京都葛飾区東金町２‐７‐１２
電話：０３－３６０９－７６６８
ＨＰ: http://www.srseki.info

◆全国の労働局の送検企業を一覧で公表

る違法な残業をさせた疑いで、印刷会社や運

厚生労働省は 5 月上旬、長時間労働や賃金

送会社などが書類送検されています。

不払い、労災につながる安全配慮義務違反な

同じ会社が複数回書類送検されたケースも

どの労働関係法令に違反した疑いで書類送検

あり、地域別では最も多かったのが愛知労働

した企業名を、同省ホームページ（HP）に掲

局の 28 件、次いで大阪労働局の 20 件、福岡

載しました。

労働局の 19 件となっています。

掲載されたのは 334 件で、全国の労働局が
昨年 10 月以降に書類送検した企業・事業所名、

◆一覧は毎月公表、掲載期間は 1 年

所在地、公表日、違反した法律、事案概要な

厚生労働省は各労働局に対し、企業を書類

どを県別に並べたものです。

送検したら公表するよう通達していますが、

各労働局の発表内容を一覧表にまとめて公

これまでは報道機関に資料を配布するだけの
労働局が大半で、企業名を HP で公表する労

表したのは初めてのことです。

働局は大阪や岩手など 7 局だけでした。

◆安衛法違反の事例が最多

今回の公表は、昨年末に発表した「『過労死

公表されたリストの内訳をみると、企業が

等ゼロ』緊急対策」の一環で、同省は「一覧

安全対策を怠った労働安全衛生法違反が 209

表にすることで社会に警鐘を鳴らす狙いがあ

件で最も多く、次いで賃金未払いなど最低賃

る」としています。

金法違反が 62 件、違法な長時間労働をさせる

なお、今後は月に一度内容を更新する方針

などした労働基準法違反が 60 件、労働者派遣

とのことであり、公表期間は書類送検した日

法違反 19 件などとなっています。

から約 1 年ですが、期間中に違法状態を改善

労働基準法違反では、女性社員が過労自殺

した企業名はホームページから削除されるそ

した電通や、社員に違法な残業をさせた疑い

うです。

で書類送検されたパナソニック、労災事故を
報告しなかった疑いで書類送検された日本郵
便などの大企業も含まれています。
また、他にも三六協定で定めた時間を超え
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無職の私は６７歳になりました。年金加入期間は６年しかありません。今年の
８月１日から年金の受給資格期間である２５年が１０年に短縮されると聞きまし
た。１０年に満たない私は、受給できる見込みはないのでしょうか。

◆１０年に不足してももらえる場合あり

これらはいずれも２０歳以上６０歳未満の

あなたの場合、年金を受給するには加入期

期間が対象になります。高齢者の場合、他の

間が４年不足しています。しかし、その４年

場合も対象期間になることがありますので、

について、①合算対象期間（いわゆる「カラ

年金事務所等で相談してみてください。

期間」）をさがす。②６５歳以降の高齢任意加

◆振替加算がつく場合あり

入する。③後納制度（時効で納めることがで
きなかった国民年金保険料を過去５年分まで

１０年加入で年金が受給できても年金額は

納めることができる。平成３０年９月まで）

ごくわずかです。

などによって、受給資格が得られる可能性が

しかし、１０年加入で受給権を得た場合、

あります。

振替加算がつくことがあります。振替加算は、
昭和４１年４月１日以前生まれの配偶者（妻）

◆まずは「合算対象期間」を探す

の老齢基礎年金に加算されるもので、一方の

上記②の高齢任意加入は７０歳になるまで

配偶者（夫）の年金に加入年金額が加算され

で、不足分４年のうち３年しか加入できなく、

ていることが前提で、妻が６５歳になると夫

１年間不足します。

の加入年金はなくなり、妻の年金に振り替え

したがって、先に１年間の合算対象期間を

て加算が行われます。

見つける必要があります。また、後納制度を

１０年への期間短縮措置により、６５歳を

利用するためには、あなたの場合、６２歳以

すぎて初めて年金が受給できる人に対しては、

後任意加入して保険料が未払いの場合に限ら

すでに夫の加給年金が終わっていても、妻が

れ、任意加入の実績のない場合は、この制度

受給権を得たときから振替加算が支給されま

を利用することができません。

す。振替加算額は生年月日に応じて、年額で
約２２万４千円から約１万５千円と、若い妻

そのため、まずは合算対象期間を探します。

ほど額は少なくなります。

合算対象期間は、年金額の計算の基礎とはさ
れませんが、加入期間には含まれますので、

◆遺族年金の要件は「２５年」のまま

この期間を含めて１０年になるならば、あな
たの場合、６年分の年金が支給されます。

なお、１０年加入の年金を受給していた人

合算対象期間となる主なケースは
⑴

が死亡した場合においては、その遺族に遺族

平成３年３月までの昼間学生の期間のう

年金は支給されません。

ち、２０歳以上６０歳未満の期間
⑵

遺族年金は、これまでと変わらず、原則と

昭和６１年３月以前のサラリーマン（厚

して２５年以上加入した人が死亡した場合に

生年金加入）の妻（夫の場合あり）

支給されます。なお、遺族年金の受給要件は、

ウ．昭和６１年３月以前で厚生年金などの障

２５年要件だけでなく、
「直近１年間の保険料

害年金受給者の妻（前同）
⑶

納付要件」や厚生年金加入中の死亡、障害年

海外在住期間

金受給者の死亡等があります。
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質問 当社では、試用期間について３か月としています。この４月から新入
社員が入社しましたが、試用期間について見直そうと考えています。どのよ
うなことに留意すべきでしょうか。
１

試用期間とは

いう方法もありますが、現場で適性等に疑念

試用期間とは、入社前の採用過程では判断

が生じても、それが人事部や社長に報告され

できない能力や適性等を実際に就業させなが

るまでには手遅れなることが多々あり、最初

ら見極めるために設定される入社直後の一定

から見極めることが可能な期間を設定してお

の期間のことをいいます。

くことが必要でしょう。

この期間の法的性質について、最高裁は、
解約権留保の雇用契約であるとしています

３

（三菱樹脂事件・最大判昭和 48.1212）。

延長の可否

試用期間を延長するためには、就業規則に

また、最高裁は、本採用拒否は、通常の解

その旨を規定しておく必要です。具体的には、

雇よりも広い範囲において解雇の自由が認め

「会社は、必要に応じて、試用期間を延長・

られるとしていますが、解雇権留保の趣旨、

短縮することができる」との規定を定めてお

目的に照らして、客観的に合理的理由が存在

くとよいでしょう。

し、社会通念上相当である場合に限られます。
この試用期間については、①試用期間の長

４

さ、②延長の可否、③休職に関する規定の適

休職に関する規定の適用の有無

最近では、入社前からメンタルヘルス不調

用の有無等に留意する必要があります。

を患っており、入社後に悪化して欠勤してし
まうケースがみられます。

２

試用期間の長さ

就業規則に休職に関する規定がある会社は

通常、試用期間を３か月と定めている企業

多いと思いますが、仮に「試用期間中は、求

が多く、新卒採用であれば、４月は研修期間

職に関する規定は適用しない」との規定がな

にとられ、６月末日が試用期間の満了日にな

ければ、試用期間中の社員にも休職に関する

ります。ただし、実際に解雇する場合は、３

規定が適用され、入社早々に、休職するとい

０日前の解雇予告が必要であり、解雇予告手

った事態もあり得ます。

当を支払って解雇するにしても、社内での検

会社として、採用過程では認識できなかっ

討は５月末までに判断する必要があります。

た事情を理由に試用期間中に長期欠勤した場

そのため、判断期間が実質１か月となること

合には本採用を拒否するということもあろう

が多く、試用期間が３か月では短すぎること

かと思いますので、そういった場合に備えて、

になります。

休職に関する規定の適用が除外されているか

解雇する場合、会社が「きちんと指導教育

確認しておくべきでしょう。

をして改善しない・改善の見込みがない」と
いった水準の立証が求められることから、試
用期間は６か月とするなど、一定の教育指導
を行ったうえできちんと見極めることをお勧
めします。
なお、試用期間を３か月として「延長」と
3

●厚生年金の年代別受給額が明らかに
厚生労働省は、厚生年金の年齢層別の受給額

あったり、相談窓口が設けられていなかったり
など。（6 月 22 日）

を初めてまとめ、社会保障審議会の部会で公表
した。厚生年金の平均月額（基礎年金を含む）

●「パワハラ相談」が５年連続過去最多

は、85 歳～89 歳の 17 万 959 円が最も多く、

厚生労働省が平成 28 年度における「個別労

65 歳～69 歳では 15 万 118 円、60 歳～64 歳で

働紛争解決制度」の利用状況を公表し、労働相

は基礎年金がない人が多いため８万 8,353 円と

談件数約 113 万件（前年度比 9.3％増）のうち、

なった。（6 月 28 日）

パワハラなど「いじめ・嫌がらせ」についての
相談が 7 万 917 件（同 6.5％増）と５年連続で

●「自殺総合対策大綱」素案で長時間労働是正
政府が「自殺総合対策大綱」の素案を公表し、

過去最多を更新したことがわかった。（6 月 16
日）

重点項目として「長時間労働是正」
「職場の精
神保健対策」「ハラスメント防止」などを挙げ

●妻の出産直後の男性の休暇取得率は約 56％
政府が平成 29 年版「少子化社会対策白書」

たことがわかった。労働基準監督署による監督
指導や、パワハラ・セクハラ対策の強化、スト

を閣議決定し、妻の出産後２カ月以内に男性が

レスチェックの徹底、公的機関による電話やメ

休暇を取得した割合が 55.9％だったことがわ

ール、直接訪問などの相談の充実を掲げ、2026

かった。約 37％は出産時でも「仕事の忙しさ」

年までに人口 10 万人あたりの自殺者数を 13 人

や「休みにくさ」を理由に休暇を取得していな

以下にするとしている。大綱は今夏に閣議決定

かった。また、取得日数は「４日以上６日未満」

される見込み。
（6 月 28 日）

が最多（23％）だった。政府は平成 32 年まで
に男性の休暇取得率を 80％にする目標を掲げ

●最低賃金全国平均で 1,000 円引上げへ議論

ている。（6 月 16 日）

厚生労働省の中央最低賃金審議会において、
2017 年度の最低賃金額の引上げの議論が始ま

●「厚生年金加入逃れ」対策強化

った。政府が今年３月にまとめた「働き方改革

厚生労働省と日本年金機構は、厚生年金の加

実行計画」では、最低賃金の年３％程度の引上

入逃れの防止対策を強化する方針を明らかに

げ、全国平均で 1,000 円とする目標が明記され

した。今秋をめどに、国税庁からの源泉徴収義

ている。７月末に引上げ額の目安が決まり 10

務のある企業の情報提供の頻度を「毎月」に変

月をめどに改定となる予定。
（6 月 27 日）

更（現在は年２回）。こまめに情報を得ること
で迅速な指導と円滑な加入につなげる。また、

●「マタハラ」是正指導 ３カ月で 840 事業所
厚生労働省は、改正男女雇用機会均等法の施
行により企業のマタハラ対策が義務化された

新規事業許可申請の際に厚生年金への加入状
況を確認する対象業種に「飲食」
「理容」
「社会
福祉事業」なども加える。（6 月 8 日）

今年１月から３カ月の間に、全国の労働局が
840 事業所に対しマタハラ対策が不十分だとし
て是正指導を行ったと発表した。内容は、マタ
ハラを行った従業員への対処方針が不明確で
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