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杉野社会保険労務士事務所 

 

 

 

 

 

◆70 歳までの高年齢者就業確保措置 

改正高年齢者雇用安定法（2021 年４月施行）によ

り、定年を 70 歳に延長するなどの「就業確保措置」

が努力義務として定められています。 

経団連が行った調査によると、70 歳までの高年齢者

就業確保措置について対応済みと回答した企業は

21.5％だったそうです。具体的には回答が多い順に、

「検討する予定」38.6％、「対応を検討中」29.5％、

「対応済み（決定済みを含む）」21.5％、「検討してい

ない（予定なしを含む）」が10.4％となっています。 

 

◆中小企業でも早めの対策を 

70 歳までの高年齢者就業確保措置は、現時点では努

力義務であるため、上記のアンケートでもまだ検討予

定の企業が多いですが、いずれ義務化されると思われ

ます。中小企業では、自社に直接的に労働力として貢

献してもらうなど、大企業とは違った対応が必要とさ

れると思われますので、対応の検討は早いほうがよい

でしょう。 

コロナ禍でも、運送業などでは人手不足感が強いよ

うですので、業種によっては高齢労働者の活用はより

切実な問題となっています。 

 

 

 

 

 

 
 

◆マルチジョブホルダー制度 

高齢者の働き方に関連して、65 歳以上の労働者に関 

する新しい制度（マルチジョブホルダー制度）が、１

月から始まっています。 

複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者が、そ

のうち２つの事業所での勤務を合計して所定の要件を

満たす場合に、労働者本人がハローワークへの申出を

行った日から特例的に雇用保険の被保険者となること

ができる制度です。 

企業は、労働者からの申し出があった場合には、「雇

用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」への

記入や雇用の事実や所定労働時間などに関する証明資

料の準備が必要となりますので、事前に確認しておき

ましょう。 

【経団連「2021年人事・労務に関するトップ・マネ

ジメント調査」https://www.keidanren.or.jp/polic

y/2022/008.html 

 

 

 

 

 

 

 

70 歳までの高年齢者就業

確保措置の実施状況 

 

新しく始まったマルチジョブホルダー制度

ですが、再雇用制度の延長であまり普及しな

い気がします。 

杉野社会保険労務士事務所通信 
Sugino Labor and Social Security Attorney Office Letter 

〒343-0033 埼玉県越谷市恩間645-12 

電話:048-978-3964  Fax:048-978-3716 

http://office-sugino.net  E-mail:sugino@office-sugino.net 

 

2022 年 
5 月号 

May 



 

2 

杉野社会保険労務士事務所 

◆カスタマーハラスメントとは？ 

カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）とは、

顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等

の著しい迷惑行為を指します。令和２年１月に「事業

主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起

因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につい

ての指針」が策定され、カスハラに関して、事業主は、

相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害

者への配慮の取組みを行うことが望ましいこと、また、

被害を防止するための取組みを行うことが有効である

こと等が定められました。 

 

◆判断基準は企業内で統一 

「これってカスハラ？」と従業員が思ったときに、

判断基準が曖昧では、対応に遅れが出てしまいます。

各企業で、あらかじめ判断基準を明確にしたうえで、

企業内の考え方、対応方針を統一して現場と共有して

おくことが重要です。その際は、①顧客等の要求内容

に妥当性はあるか、②要求を実現するための手段・態

様が社会通念に照らして相当な範囲か、という観点が

有用です。 

 

◆何から始める？ 

厚生労働省から示されているカスハラ対策の基本的

な枠組みは、以下の通りです。 

【事前の準備】 

① 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員

への周知・啓発 

② 従業員（被害者）のための相談対応体制の整備 

③ 対応方法、手順の策定 

④ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修 

 

【実際に起こったら】 

⑤ 事実関係の正確な確認と事案への対応 

⑥ 従業員への配慮の措置 

⑦ 再発防止のための取組み 

⑧ その他の措置 

 

自社でどのような事例が起こり得るか、現場を含め

て検討し、社内でしっかり準備しておきましょう。  

 

【厚生労働省｢カスタマーハラスメント対策企業マニ

ュアル｣等を作成しました！】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業で取り組むカスタマー

ハラスメント対策 

 

どんなハラスメントでも、人に対する思い

やりが欠落した考え方から発生しているよ

うに思います。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆「年度更新」とは？ 

会社は、労災保険と雇用保険に加入する義務を負っ

ており、業種や従業員数に応じた保険料を納付するこ

ととされています。 

保険料の額は毎年４月１日から翌年３月 31 日まで

の１年間を単位として計算され、年度ごとに概算で保

険料を納付し、年度末に賃金総額が確定した後で精算

するという方法がとられています。 

この、前年度の保険料を精算するための確定保険料

の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するため

の申告・納付の手続きが、「年度更新」です。 

 

◆令和４年度は年度途中で雇用保険料率

が改定 

令和４年３月 30 日に成立した改正雇用保険法によ

り、令和４年度の雇用保険料率は、年度前半（４月～

９月）は2／1,000、年度後半（10 月～令和５年３月）

は6／1,000 とされています（失業等給付に係る雇用

保険料率（労使折半））。 

そのため、概算保険料の計算を２段階で行う必要が

あり、例年とは手順の一部が異なります。 

 

◆改正にあわせて様式の記載欄にも変更

あり 

まず、令和３年度の確定保険料を算定するための「確

定保険料算定基礎賃金集計表」に設けられた概算保険

料（雇用保険分）算定内訳の記載欄に、雇用保険率の

適用期間ごとに賃金総額の見込額を記入する必要があ

ります。 

また、申告書の概算・増加概算保険料算定内訳の「⑬

保険料率欄」には、年度途中で雇用保険率が変更され

ることを受け、印字がされていないため注意が必要で

す。 

年度更新の手続きは、毎年６月１日から７月 10 日

までの間に行わなければならず、遅れると追徴金（納

付すべき保険料・拠出金の10％）を課されることもあ

ります。不安や疑問点がある場合には、社会保険労務

士にご相談ください。 

 

【厚生労働省「労働保険とはこのような制度です」】 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ho

wtoroudouhoken/index.html 

【厚生労働省「労働保険の年度更新とは」】 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ro

udouhoken01/kousin.html 

【厚生労働省「令和４年度労働保険の年度更新期間に

ついて」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouho

ken21/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度労働保険の年度

更新実務の注意点 

 

法律によってなのでしょうが、雇用保険料

率の改定が年度の中途であります。来年の

確定不足に気をつけてください。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆コロナ対策の政府方針を変更 

 厚生労働省は、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が

主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生

場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的

疫学調査の実施について」（３月16 日事務連絡（３月 

22 日一部改正））を発出し、また、首相官邸は「新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を３月

17 日に改訂しました。それに伴い、事業所等で感染者

が発生した場合の濃厚接触者の取扱いが変更になりま

した。 

 

◆職場での濃厚接触者の特定が不要に 

厚労省の事務連絡では、「オミクロン株については、

感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、

感染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増するこ

とから、その全てにこれまでと同様の一律の対応を行

うことは、保健所機能そして社会経済活動への影響が

非常に大きい」としています。 

そのため、同一世帯内以外の事業所等（高齢者や基

礎疾患を有する人等、重症化リスクの高い者が多く入

所・入院する高齢者・障害者施設や医療機関、保育所

（地域型保育事業所および認可外保育施設を含む）、幼

稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支

援学校および放課後児童クラブを除く）で感染者が発

生した場合に、保健所等による積極的疫学調査や濃厚

接触者の特定・行動制限は求めないことになりました。 

 

◆待機期間短縮へ 

同一世帯内で感染者が発生した場合は、同居する家

族は濃厚接触者となり保健所等の指導による行動制限

を行う必要があります。濃厚接触者の待機期間は、同

居者が発症した日を０日として原則７日間（８日目に

解除）ですが、４・５日目の抗原定性検査キットで陰

性確認後、５日目から解除が可能となりました（この

場合の待機解除の判断について、保健所による個別の

確認は不要）。 

 

【厚生労働省「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が

主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生

場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的

疫学調査の実施について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/000916891.p

df 

【首相官邸「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針（令和４年３月17日変更）」】 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_corona

virus/th_siryou/kihon_r_040317.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の

濃厚接触者の取扱いの変更 

 

主流のコロナウイルスに対応した対策をと

る必要があるのです。経済活動を回しつつ

対策を講じなければなりません。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040317.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040317.pdf
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杉野社会保険労務士事務所 

◆４月から不妊治療が保険適用に 

2022 年４月から、一般不妊治療（タイミング法、

人工授精）、生殖補助医療（体外受精、顕微授精等）が

新たに保険適用されることになりました。 

これまでは高額な費用負担等により二の足を踏むケ

ースもあったところ、保険適用により不妊治療に対す

る社会の理解も高まっていくことが予想されます。 

 

◆厚労省も不妊治療と仕事との両立を支

援するツールを改訂 

不妊治療を行う社員への両立支援を進める企業も増

えています。 

厚生労働省も、取組みを広く周知するためのツール

として、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づ

くりのためのマニュアル」「不妊治療と仕事との両立サ

ポートハンドブック」の改訂と、不妊治療を行う労働

者と主治医と企業とをつなぐ「不妊治療連絡カード」

の様式見直しを行い、公表しています。 

●不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりの

ためのマニュアル 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pa

mphlet/dl/30k.pdf 

●不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pa

mphlet/dl/30l.pdf 

●不妊治療連絡カード 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pa

mphlet/dl/30b.pdf 

 

◆企業でも両立支援の取組みを考えるき

っかけに 

マニュアルは企業向けに、両立支援制度導入手順や

導入企業の具体的な事例、制度利用者の声、制度運用

のポイントなどを解説しており、ハンドブックは労働

者向けに、職場での配慮のポイントを紹介し、周囲に

不妊治療を受けている労働者がいる場合の理解を深め

る内容となっています。連絡カードは、治療を受ける

労働者が必要な配慮事項等を企業の人事労務担当者に

伝えるためのカードです。 

不妊治療に関してはプライバシーに属することです

ので、本人の意思に反して職場全体に知れ渡ってしま

うことがないようプライバシーの保護には十分配慮す

る必要があり、そういった意味での留意点も大きいと

ころです。企業としてもこれらのツールを参考に、不

妊治療と両立支援に関する対応を考えてみてはいかが

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不妊治療の保険適用と両立支援 

改訂された厚労省ツールの活用 

 

不妊治療が保険適用になることにより社会

の理解が高まるのは良いことです。私たち

は、もっと理解を深める必要があります。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆厚生労働省のカスタマーハラスメント

防止対策 

顧客等からの不当・悪質なクレームといった著しい

迷惑行為（カスタマーハラスメント）は、従業員に過

度に精神ストレスを感じさせるとともに、通常の業務

にも支障が出るおそれがあります。厚生労働省の調査

によると、企業に対する調査では、過去３年間に顧客

等からの著しい迷惑行為の相談があった企業の割合は

19.5％、労働者に対する調査では、過去３年間に勤務

先で顧客等から著しい迷惑行為を一度以上経験したと

回答した割合は 15.0％に上り、カスハラに悩む企業、

労働者は少なくありません。 

 

◆カスタマーハラスメント対策企業マニ

ュアル 

企業にカスタマーハラスメント対策の必要性を理解

してもらい、自主的な取組みを行ってもらうことを目

的に、厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企

業マニュアル」を作成、公表しています。カスタマー

ハラスメントに関する企業責任や、具体的に取り組む

べき対策、運用等について詳しく解説がなされており、

参考になります。 

 

◆カスタマーハラスメント対策ポスター 

厚生労働省では、「暴力、暴言、土下座の強要……そ

のクレーム、やりすぎていませんか？ ＳＴＯＰ！ 

カスタマーハラスメント―みなさまに気持ちよく過ご

していただくために―」とのキャッチコピーが目を引

くポスターを作成しています。より多様な業種で活用

できるよう、何種類かのデザインが用意されています。

厚生労働省ホームページからダウンロードでき、活用

にあたって事前申請等も不要ですので、積極的に利用

してみはいかがでしょうか。 

【厚生労働省「顧客等からの著しい迷惑行為（いわゆ

るカスタマーハラスメント）について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.

html 

 

 

 

 

10 日○源泉徴収税・住民税 

特別徴収税の納付 

31 日○軽自動車税、自動車税の納付 

○確定申告税額の延納届出額の納付 

今月号の内容に関しまして、ご不明点などございま

したら、お気軽にお問い合わせください。 

5 月の労務と税務の手続 

 

カスハラ対策に活用したい厚

労省のマニュアル・ポスター 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所より一言 

 歴史は、一つの国が独裁者に支配される

と大きな悲劇がもたらされることを、私た

ちに教えています。それが、まさか 21 世

紀にも繰り返されるとは、だれも思わなか

ったことでしょう。 

戦争は地球上で絶えたことはありませ

ん。そのたびに愚かな行為が行われまし

た。その中でも、今回のロシア軍による行

為は際立って愚劣な行為だと思います。 

 


