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杉野社会保険労務士事務所 

 

 

 

 

 

女性従業員が、健康課題により仕事の生産性が低下

したり、仕事を続けることを諦めたりすることは、企

業にとっても大きな損失となります。そこで厚生労働

省は、「働く女性の健康応援サイト」を設け、働く女性

だけでなく、企業の担当者に向けても必要な情報を掲

載しています。その一部をご紹介します。 

 

◆女性特有の健康課題による職場への影

響 

経済産業省の調査「働く女性の健康推進に関する実

態調査 2018」によると、女性従業員の約５割が女性

特有の健康課題により「勤務先で困った経験がある」

と回答しています。具体的な健康課題・症状としては、

月経不順・月経痛、ＰＭＳ（月経前症候群）、更年期障

害、不妊・妊活、女性のがん・女性に多いがんなどで

す。 

また、女性従業員の約４割が女性特有の健康課題な

どにより「職場で何かをあきらめなくてはならないと

感じた経験がある」とも回答しています。具体的には、

正社員として働くこと、昇進や責任の重い仕事につく

こと、希望の職種を続けることなどです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆女性の健康支援のためにできる職場の

取組み例 

○不調時に横になれる休憩スペースの設置、冷え性に

対処した職場環境整備など 

○がん検診受診料の補助 

○女性特有の不調について相談できる女性の産業医、

カウンセラーの配置など 

○妊婦健診など母性健康管理のための制度・サポート

の徹底 

○ハラスメントのない職場環境づくり 

○生理休暇を取得しやすい環境の整備、不調時の休養、

治療・通院、検診と仕事を両立するための休暇制度

の整備や柔軟な働き方（フレックス、時差出勤、テ

レワークなど）の導入 

 

【厚生労働省「働く女性の健康応援サイト」】 

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/health/introduct

ion.html 

 

 

 

 

 

 

女性特有の健康課題による

影響と職場の取組み 

 

女性・男性を問わず、健康に課題がある場合

は職場の支援が必要です。社員が健康である

ことは会社にとって重要なことです。 
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杉野社会保険労務士事務所 

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。 

 

【厚生労働省「令和４年就労条件総合調査の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/ji

kan/syurou/22/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有休取得率の上昇、かつて

と今では 

 

時代によりというよりは、制度の変更や雇

用情勢によって年次有給休暇取得率も変化

しているように思えます。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆オフィス環境の整備が企業価値・収益

の向上につながる 

「健康経営オフィス」という言葉をご存じですか？ 

経済産業省の定義によれば、健康経営オフィスとは、

「健康を保持・増進する行動を誘発することで、働く

人の心身の調和と活力の向上を図り、ひとりひとりが

パフォーマンスを最大限に発揮できる場」のことです

（同省「健康経営オフィスレポート」）。 

オフィスは従業員が日々、多くの時間を過ごす場所

であり、そこでの働き方が従業員の健康に及ぼす影響

は少なくありません。オフィス環境を整備することで、

従業員の健康の保持・増進と健康的な働き方が可能に

なれば、企業価値と収益性も向上します。そのために

実現を目指すべきが健康経営オフィスであり、現在、

これに戦略的に取り組もうとする企業が増えています。 

 

◆健康経営オフィスを実現するための取

組み 

健康経営オフィスを実現するためには、従業員が健

康の保持・増進につながる行動を日常的に行えるよう、

オフィス環境を整備することが求められます。 

具体的に、オフィス環境において従業員の健康を保

持・増進する行動は、大きく、「快適性を感じること」

「コミュニケーションすること」「休憩・気分転換する

こと」「体を動かすこと」「適切な食行動をとること」

「清潔にすること」「健康意識を高めること」の７つに

分類できるとされています。こうした行動を導くため、

什器・レイアウト・内装などの空間面や、照明・空調

などの設備面、ＩＣＴ・インフラなどの情報面、そし

て制度・ルールなどの運用面に着目して、オフィスの

整備を行っていくことになります。 

 

◆できるところから取組みを始めてみま

しょう 

オフィスの整備というと「お金も時間もかかる」と

思われがちですが、企業の実例をみてみると、たとえ

ば快適性を感じられるようにするために「ブラインド

を上げて太陽の光を取り入れる時間帯をつくる」、休

憩・気分転換できるように「リラックスタイムを設け

る」、体を動かすために「立ち仕事スペースをつくる」

など、すぐに実施できそうな取組みも多数見つけるこ

とができます。 

企業にとっても従業員にとってもメリットの大きい、

健康経営オフィス実現のための取組みを始めてみませ

んか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの企業戦略として検討し

たい「健康経営オフィス」づくり 

 

健康に過ごせるオフィスは、当たり前と思

われる環境を作り上げることが、まず、その

第一歩なのではないでしょうか。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆令和５年１月から新様式へ 

協会けんぽが、令和５年１月以降の各種申請書（届

出書）の新様式を公表しています。よりわかりやすく、

より記入しやすく、より迅速な給付等を目的に、次の

ような変更が行われています。 

○文字の読み取り精度向上のため、マス目化した記入

欄を増加 

○記入しやすいように、記述式の部分を選択式に変更 

新様式は、協会けんぽのホームページからダウンロ

ードが可能です。協会けんぽ都道府県支部へ郵送を依

頼しても入手できます。また、ホームページでは今回

の様式変更に関するリーフレットも公表されています。 

なお、令和５年１月以降も旧様式を使用することは

できますが、この場合は事務処理等に時間を要するこ

とがあるとしています。 

 

◆変更となる主な様式 

変更となる主な申請書（届出書）は以下のとおりで

す。１月を迎えてからあわてて対応せず済むように、

関係する従業員への周知等、今から準備しておくと安

心ですね。 

【健康保険給付関係】 

〇傷病手当金支給申請書  

〇療養費支給申請書（立替払等） 

〇療養費支給申請書（治療用装具） 

〇限度額適用認定申請書 

〇限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

〇高額療養費支給申請書  

〇出産手当金支給申請書 

〇出産育児一時金支給申請書  

〇出産育児一時金内払金支払依頼書 

〇埋葬料（費）支給申請書 

〇特定疾病療養受療証交付申請書 

【任意継続関係】 

〇任意継続被保険者資格取得申出書 

〇任意継続被保険者被扶養者（異動）届 

〇任意継続被保険者資格喪失申出書 

〇任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電

話番号変更（訂正）届 

【被保険者証等再交付関係】 

〇被保険者証再交付申請書 

〇高齢受給者証再交付申請書 

 

【協会けんぽ「申請書の様式変更について」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１月から協会けん

ぽの様式が変更されます 

以前には必要であった添付書類の省略、記

入欄の簡素化により作成がより容易に変更

されるのでしょう。 



 

5 

杉野社会保険労務士事務所 

◆「令和４年版 過労死等防止対策白書」

より 

政府は10月21日、過労死等防止対策推進法に基づ

き、「令和３年度 我が国における過労死等の概要及び

政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」（令

和４年版 過労死等防止対策白書）を閣議決定しまし

た。 

今回の白書では、新型コロナウイルス感染症やテレ

ワークの影響に関する調査分析も報告され、テレワー

クの頻度が多い人ほど睡眠時間が長く、うつ傾向や不

安が少ないという調査結果が明らかになりました。 

 

◆テレワークの頻度が高くなるにつれて、

睡眠時間が６時間未満の割合は減少 

テレワークの実施頻度別に１日の平均的な睡眠時間

をみると、テレワークの頻度が高くなるにつれて睡眠

時間が６時間未満の者の割合は減少する傾向がみられ

ました。睡眠を１日平均７時間以上取っている者の割

合は、テレワークの頻度が「毎日」の人が30.3%と最

も多く、「週２～３日程度」（19.4%）、「一時的に行った」

（16.7%）などを大きく上回りました。 

 

◆テレワークの頻度が高くなるにつれて、

うつ傾向・不安のない者の割合が増加 

テレワークの実施頻度別にうつ傾向・不安をみると、

テレワークを実施したことがある者の中では、テレワ

ークの実施頻度が高くなるにつれてうつ傾向・不安の

ない者の割合がおおむね増加する傾向がみられました。 

「うつ傾向・不安なし」の割合は、テレワークが「毎

日」の人が60.9%で、「週２～３日程度」（56.5%）、「一

時的に行った」（51.2%）などより多い結果となりまし

た。 

 

◆テレワークの導入割合が最も高いのは

「情報通信業」、最も低いのは「医療、福

祉」 

テレワークの導入割合を業種別にみると、最も高か

ったのは情報通信業（82.4%）で、次いで「学術研究、

専門・技術サービス業」（62.7%）。一方、最も低かった

のは「医療、福祉」（9.4%）で、次いで「宿泊業、飲食

サービス業」（12・3%）でした。 

 

【厚生労働省「令和３年度 我が国における過労死等

の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策

の状況」PDF】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00

1001664.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレワークが多いほど睡眠時間は

増え、うつ傾向・不安は減る傾向 

 

テレワークが多いほど「うつ傾向・不安な

し」の理由が調査されていないのが残念な

気がしますが。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆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。 

 

【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_chosakek

ka.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）」】 

 

 

10 日○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

30 日○固定資産税・都市計画税の納付＜第3 期＞ 
 

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。 

12 月の労務と税務の手続 

 

募集しても人が採れない？ 

中小企業の採用活動の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所より一言 

 2022 年も終わろうとしています。ロシ

アのウクライナへの軍事侵攻はあったと

しても、まさかこのように前近代的な戦争

状態になるとは思ってもいませんでした。

現代にあって、ロシアのやっていること

は、過去の戦争から何も学んでいません。 


