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(2) 1,000 万円以上の割増賃金の遡及支払状況

賃金不払い残業の是正結果（28 年度）

業種別でみると、
「製造業」と「商業」がともに 34 件、
「保険衛生業」が 23 件で全体の半分を占めており、対象
労働者数は、
「商業」9,563 人、
「製造業」7,617 人となっ

◆監督指導結果の発表

ています。

厚生労働省は、時間外労働等に対する割増賃金を支
払っていない企業に対して労働基準法違反で是正指導

◆今後の取組み

した結果（平成 28 年度分）を取りまとめ、公表しまし

今後も、厚生労働省による賃金不払残業の解消に向けて

た。

の取組みや、労働基準監督署による指導は強化されてい

全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労
働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導

きますので、企業としても今まで以上に徹底した労務管
理が求められます。

を行った結果、平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月まで
の間に不払いだった割増賃金が支払われたもののう
ち、その支払額が 1 企業で合計 100 万円以上となった
事案を取りまとめています。
◆平成 28 年度の是正結果のポイント
(1) 是正企業数：1,349 企業（前年度比 1 企業増）
…うち、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは、
184 企業
(2) 支払われた割増賃金合計額：127 億 2,327 万円（同
27 億 2,904 万円増）

ストレス調査にみる「相談対応」の重要性
◆「労働安全衛生調査」最新版を公表
厚生労働省は、事業所が行う労災防止活動や安全衛生
教育について調査した「労働安全衛生調査（実態調査）」
の平成 28 年の結果を公表しました。
ここでは、調査結果から「職場のストレス」について
まとめてみます。

(3）対象労働者数 ：9 万 7,978 人 （同 5,266 人増）
(4）支払われた割増賃金の平均額は、1 企業当たり 943
万円、労働者 1 人当たり 13 万円

◆従業員は何にストレスを感じているのか
同調査によれば、
「現在の自分の仕事や職業生活に関す
ることで強いストレスと感じる事柄がある労働者」の割

◆遡及支払金額別の詳細

合は 59.5％でした。この割合は平成 25 年以降、増加傾

(1) 100 万円以上の割増賃金の遡及支払状況

向にあります。

業種別でみると、
「商業」が 304 件で最も多く、次い
で「製造業」の 267 件が続いています。
業種別の労働者数でみると、「製造業」の 19,447 人
が最も多く、次に「保険衛生業」の 17,103 人となって

具体的な強いストレスの内容（複数回答）では、
「仕事
の質・量」（53.8％）が最多で、「仕事の失敗、責任の発
生」
（38.5％）
、
「対人関係（ハラスメントを含む）」
（30.5％）
と続いています。

います。
◆従業員の心の健康のための４つのケア

強いストレスによる労働者のメンタルヘルスの不調
◆従業員の心の健康のための４つのケア
強いストレスによる労働者のメンタルヘルスの不調

今年度の全国加重平均額は 848 円で、昨年度に比べ 25
円の引上げとなりましたが、これは、昨年度に引き続き、
現行制度が始まった 2002 年度以来最高の引上げ額で

は、精神疾患の発症、パフォーマンスの低下をはじめ、
様々なトラブルの要因となります。

す。

〔東京都９５８円 千葉県８６８円 茨城県７９６円〕

厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持推進のため
の指針」において、メンタルヘルスケアの基本的な考え

◆2023 年度には 1,000 円まで引き上げられる!?

方として、以下の 4 つのケアが重要であるとしていま

最低賃金は、近年引上げの流れが続いています。時給

す。

額のみで表示される現行制度が始まった 2002 年度には

(1) セルフケア（従業員自らが行う、ストレスへの気づ

663 円でしたが、昨年度に初めて 800 円を超えました。
これは、政府が中期目標として全国加重平均で最低賃

きと対応）
(2) ラインケア（管理監督者が行う、職場への改善と相

金 1,000 円を掲げ、毎年 3％程度引き上げるとしている

談対応）

ことによります。

(3) 産業医・衛生管理者等によるケア
(4）部の機関・専門家によるケア
4 つのケアのうち(2)が企業に求められるものになり
ます。

今年度の引上げ幅も 3％となっており、このまま 3％
ずつ引き上げられると 2023 年度には 1,000 円に達しま
すが、中小・小規模事業者にとっては重い負担となりま
す。

「ストレスは従業員個人の問題」と矮小化することな
く、現状の把握・改善や、従業員が相談しやすい環境づ
くりが大切です。

◆発効による給与計算への影響
引上げ後の最低賃金は、都道府県労働局長の決定・公
示により確定するため、発効日は都道府県によって異な

◆相談対応はストレス減に効果あり！
前述の調査では、誰かに相談したことでストレスが

り、今年度は 9 月末から 10 月中旬までに順次発効され
る見通しです。

「解消された」という回答が 31.7％、
「解消されなかっ

給与計算においては、発効日以降発生する賃金に引上

たが、気が楽になった」という回答が 60.3％ありまし

げ後の最低賃金が適用されるため、賃金計算期間の途中

た。

に発効日がある場合は注意を要します。最低賃金での時

管理監督者や同僚が相談に応じるだけでも一定の効
果があることがわかります。また、「対策の取組内容」

給を適用している従業員がいる場合、賃金計算期間の途
中で時給額が変更となるからです。
この場合、発効日を含む月の賃金計算期間から前倒し

（複数回答）として、35.5％の事業所が「相談体制の整
備」を挙げています。
年に 1 回のストレスチェック実施だけがメンタルヘ

で時給を引き上げることもできますし、据置きにして、
引上げ後の差額を別途支給することもできます。

１２月の主な税務と労働の手続き続
ルス対策ではありません。
相談対応で従業員のストレス
１０月の主な税務と労働の手続き続

を上手に取り除き、健全な職場の環境を維持しましょ
う。

10 日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出

「地域別最低賃金」の引上げの影響は？

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出
31 日
〇

2017 年度の地域別最低賃金については、8 月中旬に

労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、７月～９月分＞

○ 健保・厚年保険料の納付

各都道府県労働局に設置される地方最低賃金審議会の

〇

答申が出揃い、9 月中旬には官報公示も出揃いました。

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）

労働保険料の納付＜延納第２期分＞

○
社会保険・労働保険手続き・就業規則・賃金退職金改定

助成金申請・人事労務相談・給与計算・介護派遣業申請

