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●１２月のお仕事カレンダー
１２日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 ［郵便局または銀行］
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ ［公共職業安定所］
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］
３０日
○ 健保・厚年保険料の納付 ［郵便局または銀行］
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 ［年金事務所］
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 ［公共職業安定所］
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［公共職業安定所］
○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3 期＞ ［郵便局または銀行］
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出 ［給与の支払者（所轄税務署）］
○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
住宅借入金等特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書、
所得金額調整控除に係る申告書の提出 ［給与の支払者（所轄税務署）］
※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、翌日になります。

●１２月のアクション
[1]年末調整
そろそろ資料を回収し、内容のチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。従業員数の多い会社では、作
業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。

[2]賞与支払届の提出
賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を 5 日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)
へ届け出る必要があります。

[3]源泉徴収票等の法定調書関係の作成
当年分の締めくくりとして、給与所得の源泉徴収票の作成と交付、その合計となる法定調書合計表の作成（提出期限
は 1 月 31 日）に向けた準備を早めに行いましょう。

[4]お歳暮、年賀状の送付
あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25 日頃までには投函するように
しましょう。（引受は 12 月 15 日から開始）
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●割増賃金率 50％の引き上げに向けて求められる取組み
大企業ではすでに、1 ヶ月 60 時間を超える法定時間外労働に対して 50％以上の割増賃金率による割増賃
金の支払いが求められていますが、いよいよ 2023 年 4 月より中小企業にもその適用が拡大されます。以下で
は、時間外労働が多い企業において、施行までに求められる対応を確認します。
◆時間外労働の削減
2023 年 4 月より、中小企業も含めたすべての企業において、1 ヶ月 60 時間を超えた法定時間外労働に対す
る割増賃金率が 50％以上に引き上げられます。あくまでも月 60 時間を超えた部分に対する割増賃金率の引き
上げですが、例えば時間単価が 1,500 円の場合に、割増賃金率が 25％から 50％に変わることで 1 時間当たり
の賃金額は 1,875 円（25％）から 2,250 円（50％）となり、引き上げのインパクトは小さくありません。
なお、月 60 時間を超える法定時間外労働が深夜労働に及んだときは、深夜労働に対する割増賃金の支払い
も必要となることから、割増賃金率は 75％（25％＋50％）以上となります。
長時間労働の防止および人件費の増加という観点から、企業はできるだけ時間外労働を削減しておくことが求
められます。削減に向けた取組みとして、以下のようなポイントが挙げられます。
□ 付き合い残業はないか
□ 残業が従業員任せになっていないか（今日中にやらなければならない業務なのかを上司が確認
し指示を出しているか）
□ 人員体制を見直すことはできないか
□ 機器等の導入・見直しにより業務のやり方を変えたり、生産性を向上したりすることはできないか
□ 社内の業務フローに問題はないか（営業が無理な契約で受注し、後工程の業務を行う部署にし
わ寄せがいっていないか等）

◆人件費の確認
上記のとおり、割増賃金率の引き上げは、人件費の大幅な増加につながります。そのため、例えば過去 1 年間
の時間外労働の時間数が同じであった場合、人件費がどのくらい増加となるのかを試算しておくとよいでしょう。
また、人件費の内容を経営会議のような場面で共有し、現場の管理者にも人件費への影響について認識をも
ってもらうことで、時間外労働の削減の必要性を共通認識にすることができるでしょう。

◆36 協定の取扱い
時間外労働・休日労働に関する協定（いわゆる 36 協定）において、特別条項を設ける場合、限度時間を超え
た労働に係る割増賃金率を記載する欄があります。
2023 年 4 月以降に割増賃金率が変更となりますが、36 協定には月 60 時間を超えた割増賃金率を記載す
る必要はないため、協定期間が 2023 年 4 月をまたぐ場合であっても、届出をし直す必要はありません。

時間外労働の削減の前提として、会社は労働時間を適正に把握することが必要です。適正な労働時間を記
録するように社内教育を行ったり、労働時間の記録とパソコンの使用記録など労働実態との乖離がないかを点検
したりするなどの取組みも行いましょう。

●産後パパ育休の取得時に支給される出生時育児休業給付金
2022 年 10 月 1 日に改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業（産後パパ育休）が創設され
ました。これに伴い、雇用保険の育児休業給付が、出生時育児休業給付金と育児休業給付金の 2 つから構
成されるように変更されました。ここでは、出生時育児休業給付金の留意点を確認します。
◆出生時育児休業の概要
出生時育児休業は、子どもが 1 歳までの育児休業とは別に、子どもの出生日（※）から 8 週間以内に 4 週間
を上限として取得できる休業です。
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2 回に分割して取得できるほか、原則として 2 週間前までに申し出ることで取得でき、一定の要件を満たした場
合には、休業中に就業することが認められています。

◆出生時育児休業給付金の留意点
出生時育児休業給付金を受給するための要件や申請の流れ、支給される額は 2022 年 9 月 30 日までの育
児休業給付金と似通っていますが、以下のような留意点があります。
① 支給日数
出生時育児休業を取得した期間の日数について出生時育児休業給
付金が支給されますが、28 日が上限となっています。休業を 2 回に分
割して取得する場合も、上限は合計 28 日です。
3 回の出生時育児休業や 28 日を超えた出生時育児休業を取得した
場合は、出生時育児休業給付金の支給対象になりませんが、従業員と
会社が育児休業に振り替える旨の合意をすれば、育児休業給付金とし
て申請することができます。
② 申請手続き
出生時育児休業給付金は、子どもの出生日（※）の 8 週間後の翌日以降に申請が可能となります。なお、
出生時育児休業を 2 回に分割して取得したときには、2 回分をまとめて申請します。申請期限は、子ども
の出生日（※）の 8 週間後の翌日から 2 ヶ月後の月末までです。
③ 休業中の就業
出生時育児休業中は一定の要件を満たすことで就業できますが、出生時育児休業給付金における就業
可能日数は最大 10 日（10 日を超える場合は就業した時間数が 80 時間）であり、休業期間が 28 日間よ
り短い場合は、就業可能日数（時間数）が休業期間日数に比例して短くなります。就業可能日数（時間数）
を超えて就業したときは、その休業期間について、出生時育児休業給付金が支給されません。
④ 休業開始時賃金日額
原則として、出生時育児休業を開始する前 6 ヶ月間に支払われた賃金額により出生時育児休業給付金
の計算のもととなる休業開始時賃金日額が決定されます。この出生時育児休業給付金における休業開始
時賃金日額は、同じ子どもに対して取得した育児休業における育児休業給付金の休業開始時賃金日額と
しても用いられます。
※出産予定日前に子どもが出生した場合は出産予定日

実際に申請をする際には、これら以外にも支給単位期間や給付率の考え方等の細かな留意点や確認すべき点
がありますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

●有休取得率の上昇 かつてと今
厚生労働省の令和４年就労条件総合調査が公表され、令和３年の年次有給休暇の平均取得率は
58.3％と、昭和 59 年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では 17.6 日の年次有給休暇が付与され、10.3 日が取得されました。また、年次有給休暇
の計画的付与制度がある企業割合は 43.1％で、付与日数は「５～６日」という企業が 71.4％と、最も多くな
っています。
◆取得率上昇の背景は
今回、有休の取得率が最高となったのは、背景にコロナ禍があるのかもしれません。また、2019 年４月の労基
法改正により、年５日以上の有休取得が義務化されたことも大きいでしょう。

◆前回取得率が高まったのは平成３～４年ごろ
平成３～４年ごろの世界情勢としては、イラクのクウェート侵攻・湾岸戦争、ソ連の解体などがあり、国内ではフリ
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ーターの増加などが問題となっていたり、雇用過剰感が高まり失業者数が増加したりした時期です。こう見ると、
景気の後退期に取得率が上昇するという見方もできるかもしれません。
また、昭和 63 年に労基法が改正（法定労働時間が１週 40 時間、1 日 8 時間に）され、労働時間短縮の流れが
続いている時期であったことも大きな要因でしょう。

◆前々回に高かったのは昭和 59 年ごろ
これまで取得率が最高だったのは、昭和 59 年ごろです。景気は比較的安定していたようです。この時期は週
休二日制が拡大していく時期であったことが、取得率の高さの背景にあるかもしれません。

これらを見ると、昭和と平成以降とでは、世界が違っているような感じがしますが、背景に労働時間等に関する法
律改正があることは共通しています。
年次有給休暇や労働時間に関する規定だけではなく、その他の規定についても、自社の就業規則や社内体制
に昭和や平成の時代のものが残っていないか、一度チェックしてみましょう。見直しについては、弊所にお気軽にご
相談ください。

●募集しても人が採れない？ 中小企業の採用活動の現況
◆企業の採用活動は活発化している
人手不足の中で企業の採用活動が活発化しています。株式会社マイナビが実施した最近の「中途採用・転
職活動の定点調査（2022年９月）」の結果でも、９月に中途採用活動を実施した企業は全体で39.8％、従業員規
模別に見ると「51～300名」「301名以上」で約５割となり、ほぼすべての業種で採用活動実施率が前年同月比で
増加しています。

◆人が採れない企業が２割
採用活動の活発化により、中小企業の新卒採用も厳しい状況となっているようです。日本商工会議所ならび
に東京商工会議所が中小企業6,007社に実施した調査によれば、2021年度の新卒採用の状況について、募集
した企業は51.0％で、そのうち「予定人数を採用できた」と回答した企業は45.6％にとどまり、約２割の企業が「募
集したが、全く採用できなかった」（19.9％）と回答しています。
マイナビが2023年卒採用の内定状況と2024年卒採用の見通しなどをまとめた「2023年卒企業新卒内定状況調
査」でも、24年卒採用は78.6％が実施する予定で、採用予定数を「増やす」とする企業も増加すると示されていま
す。このような状況下で、今度も採用活動の激化は避けられないでしょう。

◆採用活動にも工夫が必要に
コロナによる影響でオンライン面接が普及するなど、採用を取り巻く状況も大きく変化しました。学生の採用活
動における質問事項としてよく使われる「ガクチカ」（学生時代に力を入れたこと）なども、コロナ禍でエピソードが
少ない学生を困らせているという話も聞かれます。これまでの手法が必ずしもマッチしない状況の中で人材を獲
得するためには、自社の採用手法に工夫を凝らし、他社と差別化していく取組みが必要になってくるでしょう。
【参考サイト】
●日本・東京商工会議所「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査」
https://www.jcci.or.jp/i/v2_20220928_chosakekka.pdf
●株式会社マイナビ「中途採用・転職活動の定点調査（2022年９月）」
https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2022/11/202209_chuto_teiten.pdf
●株式会社マイナビ「2023年卒 企業新卒内定状況調査」
https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2022/11/s-kigyonaitei-23-002.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＜編集後記＞毎年この時期に口にしてしまいますが、１年あっという間です。今年も早いもので残すところあと１ヶ月となりました。2019 年末を最後にコロ
ナ禍、直接人とお会いすることや会食などが制限されてきましたが、３年目となる今年、感染者数の増加は楽観視できないものの、行動制限されることもなく
“自己責任”のもと、忘年会などの機会が戻ってきた印象です。マスクを着けたり外したりは煩わしいですが、美味しいお食事やお酒を直接お会いして笑いな
がらご一緒できる時間ほど楽しいものはありません。お酒は弱くなり、夜遅くなると翌日に堪えるなど体力の低下が否めないところは残念ではありますが・・・。
みなさまも良い年末をお過ごしください。
特定社会保険労務士 人見 亜希子
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