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労働安全衛生法の改正により、平成 27 年 12 月 1 日より、ストレスチェック
制度の実施が義務となります。厚生労働省が発表したストレスチェック制度に
関するＱ＆Ａの中から、よくある質問の回答を抜粋・要約してご紹介します。
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ストレスチェック制度の対象は？
ストレスチェック制度は、従業員数 50 人以上の事業場が対象です。これは、
産業医の選任義務が課されている事業場と同じ対象範囲です。従って、企業全
体で 50 人以上であっても、店舗や営業所など、各事業場の従業員数が 50 人未
満であれば、義務ではありません。50 人未満の事業場は、当分の間、努力義務
です。
パートタイマー等については、１年以上の雇用予定があり、１週間の所定労働
時間数が通常労働者（いわゆる正社員）の４分の３以上の場合は対象となりま
す。
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第１回のストレスチェックはいつまでに実施すれば良いですか？

A2

平成 27 年 12 月１日以降、1 年以内（平成 28 年 11 月 30 日まで）に実施する
必要があります。
（ストレスチェックの結果の通知や面接指導の実施までは含み
ません。
）
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ストレスチェックや面接指導の費用は？また、受ける
時間の賃金は？
ストレスチェック及び面接指導は、法で事業者に実施の義務を課しているので、
費用は、事業者が負担しなければなりません。
労働者がストレスチェックや面接指導を受ける時間の賃金については、法の定
めがなく、労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康確保は事業
の円滑な運営に不可欠であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいで
す。

外部機関にストレスチェックの実施を委託した場合、外部機関の
医師等（実施者）は、産業医に結果を提供しても良いですか？
企業の産業医が、ストレスチェックの企画・評価に関わり、共同実施者となる
場合には、結果を産業医に提供することに問題はありませんが、産業医が実施
者とならない場合には、労働者の同意なく、その産業医に結果を提供すること
はできません。
http://www.sato-co.jp

E-mail：sato@sato-co.jp
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６月の社会保険労務と税務
10 日
○一括有期事業開始届
○源泉徴収税額
・住民税特別徴収税額の納付
30 日
○健康保険・厚生年金の保険料納付
○個人の道府県民税
・市町村民税の納付＜第 1 期＞

※労働保険の年度更新
（6 月 1 日～7 月 10 日）
男女雇用機会均等月間
外国人労働者問題啓発月間
男女共同参画週間
（23 日～29 日）
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助成金情報

平成２７年４月１０日より、キャリアアップ助成金に「多様な正社員コース」が新設されました。
従来のキャリアアップ助成金「短時間正社員コース」に限定正社員制度が加わった内容です。

社内でこんな悩みを抱えていませんか？
→
→
→

有能なパートや契約社員にもっと活躍してもらい、会社の活性化につなげたい。
パートや契約社員・派遣社員の技能やモチベーションを向上させる方法を知りたい。
家庭の事情等により転勤やフルタイム勤務が困難な場合でも働き続きられる環境を整えたい

※赤字部分は、平成 28 年 3 月 31 日までの間、支給額が増額されています。
※（ ）内は常時雇用する労働者の数が３００人超の大規模事業主です。

多様な正社員とは

企業メリット

http://www.sato-co.jp

E-mail：sato@sato-co.jp
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労務トラブル Q&A 「マイナンバーに役立つシステムは？」

～ 「リスク」と「業務」への対応に備える ～ 奉行シリーズの OBC がご提供するマイナンバー対応サービス
「マイナンバーに役立つシステムは？」

本サービスは、マイナンバーの法令対応（ガイドライン）に準拠しながら、個人番号の取得・保管など企業のリスクマネジ
メントと業務生産性の向上をご支援するサービスです。マイナンバーの収集・保管は、勘定奉行の OBC へお任せください。
マイナンバーの制度プロセスは大きく分けて４つあり、これらに共通するものが 「リスク対応」と「業務対応」です。

マイナンバー収集・保管サービス
リスク対応
自社内に番号を持たず、セキュアなクラウド上で保管するた
め、漏えいなどのリスクを低減でき、厳格な安全管理措置が
はかれます。

業務対応
従業員や個人支払先の個人番号は、場所や時間を選ば
ないクラウド利用により、正確かつ効率的に収集できます。
そして、本人確認や保管までサービスベースで業務プロセス
を標準化でき、業務設計の必要なく、短期間で対応できま
す。

高度なセキュリティ
安心・安全にサービスを利用いただくために、ID・パスワード
認証、ワンタイムパスワード認証、電子証明書を利用した認
証を行い、SSL による暗号化通信により、外部からの不正
アクセスを完全に排除したセキュアな環境で運用できます。

ご利用イメージ図

法令対応
番号取得時は本人確認漏れを防止し、保管・利用・提供
時は目的外利用を統制、番号廃棄時は不要になった番号
の削除、漏れの防止、これらのアクセス記録や履歴管理ま
で、ガイドラインに準じた対応が可能です。

基幹システム連携
さまざまな基幹システムと連携利用が可能です。連携方法
は、CSV ファイル連携または API 連携を選択いただけます。
奉行シリーズとの連携では、番号利用時に自動的にサービ
スと連携し、一貫した業務運用をご提供できます。

資料請求・お問い合わせは、社会保険労務士法人サトーまでお知らせください。
人事労務ニュース
●現金給与総額が４年ぶりに増加
厚生労働省が 2014 年度の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、現金給与総額が平均 31 万 5,984 円（前年度比 0.5％
増）で４年ぶりに増加したことがわかった。賞与や残業代が増えたが消費増税による物価の上昇に賃金が追いつかず実質
賃金は 3.0％減で、４年連続の減少となった。

●ベア実施の中小企業が大幅に増加
全国の財務局が 3 月中旬から 4 月中旬にかけて調査した賃金動向を発表し、中小企業のうち今春にベースアップ（ベア）
を実施する企業の割合が 37％に上ることがわかった。景気回復や人手不足を背景として、ベアを実施する動きが中小企
業にも広がってきた格好。
http://www.sato-co.jp

E-mail：sato@sato-co.jp
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企業ＰＲコーナー 「 ユ ー メ ン 醤 油 株 式 会 社 」様

安佐の郷 蔵造りこいくち

明治元年創業の醤油蔵

蔵のロングセラー商品。最もスタンダ
ードな醤油でありながら、深い風味と
味わいを併せ持つ。
内容量
価 格

900 ミリリットル
432 円（税込）

安佐の郷 めんつゆ
蔵自慢の特製めんつゆ。強い甘みと
濃厚なだしが特徴。めんつゆ・てんつ
ゆ・お料理にも便利です。希釈用。
内容量
価 格

1000 ミリリットル
864 円（税込）

だいだいぽん酢
広島県しまなみ海道の島で獲れただい
だいの果汁たっぷりのぽん酢。
「あっさり」
「すっきり」とした味わい。
内容量
価 格

●本社・醸造蔵・醤油直売処
広島市安佐北区安佐町大字筒瀬２６９
ＴＥＬ：０８２－８３８－１０１１
営業日：平日８：３０～１７：３０

300 ミリリットル
518 円（税込）

SATO’S INFORMATION

サトー主催「若手社員フォロー研修」

【こんな経験ありませんか？】
先輩社員の不安

若手社員の不安

◆若い世代が何を考えているかつかめない
◆忙しくて１人１人と話す時間がとれない
◆若手社員がなんだか元気がないようだ

◆気軽に話せる先輩が職場にいない
◆悩み事を相談できず、溜めこんでいる
◆社内の人には気を使って相談しにくい

■テーマ：
「若手社員の定着率を上げる」
（入社５年目までの方が対象）
■日程 ：2015 年 10 月７日（水）
■場所 ：MDX 広島ビル 8 階 (広島市中区大手町 1-6-2)

お問合わせ
お申込みは
弊社まで

①フォロー研修のみ
②フォロー研修＋フォロー面談の２パターンで予定しています。
フォロー面談は弊社スタッフがお伺いして、御社に代わって客観的な立場で面談した結果をご報告いたします。

サトースタッフ紹介
今年の 1 月より給与計算事務を担当しています。
昔からよく小動物みたいと言われます。
すぐに緊張したりおどおどしたりしますが、打たれ強くしぶとい
ようです。
まだ未熟者でご迷惑をおかけする事もありますが、正確に、少し
でも迅速に対応できるよう、精一杯励みます。どうぞよろしくお
願いします。

下田

理加

★趣 味：
探し中(5 月からゴルフを始めました！)
★好 き な も の：
ネコ、電車・新幹線に乗る
★血液型：B 型

社会保険労務士法人サトー 広島事務所

月～金 9：00～18:00
電話：082（546）2080 FAX：082（546）2081 市
中区大手町 1-6-2 MDX 広島ビル５階

社会保険労務士法人サトー 東京事務所

月～金 9：00～18:00
電話：03（5829）8982 FAX：03（5829）8983 市
中区大手町 1-6-2 MDX 広島ビル５階

広島県広島市中区大手町 1-6-2 MDX 広島ビル５階

http://www.sato-co.jp

E-mail：sato@sato-co.jp
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