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「社会保険の適用拡大」に伴う
企業と労働者の対応は？

社会保険が適用拡大されたら働き方を「変え
ると思う」短時間労働者は約６割おり、具体的に
は、次のような意向が多くなっています（無回答：

◆調査の内容

36.3％）。

社会保険の適用拡大が短時間労働者の雇用

・「適用されるよう、かつ手取り収入が増えるよ

管理に及ぼす影響や、適用拡大が実施された

う働く時間を増やす」…26.7％

場合の短時間労働者の対応の意向に関する調

・「適用されるよう働く時間を増やすが、手取り

査の結果が公表されました。

収入が減らない程度の時間増に抑える」…

この調査は、独立行政法人労働政策研究・研

15.6％

修機構が、常用労働者５人以上の事業所（１万
5,000 社）に対するアンケート調査と、短時間労

・「適 用にならないよう働く時間 を減らす」…
14.5％

働者が多いとされる業種の企業および労働組合

・「正社員として働く」…8.7％

にインタビュー調査を行ったものです。

社会保険適用を希望しているが、会社から労

企業・従業員はどのような対応を取るつもりな

働時間の短時間化を求められた場合の対応とし

のでしょうか？

て、「他の会社を探す」「分からない・何とも言え
◆企業の意向は？

ない」「受け容れる」がそれぞれ約３割となってい

◎短時間労働者の雇用管理について見直す（と

ます。

思う）企業が半数超
◆短時間労働者の二極化

・「所定労働時間の長時間化を図る事業所」…

社 会 保 険の適 用 拡大 に伴 い、「短 時 間 労働

約３割
「短時間労働者の人材を厳選し、一人ひとり

者 」という雇用 形態では、“長時間化する層”と

にもっと長時間働いてもらい雇用数を抑制」する

“短時間化する層”への二極化が進むと予測さ

という企業が 30.5％ありました。

れます。また、基幹となる短時間労働者につい

・「所定労働時間の短時間化を図る事業所」…

ては 、業 務 上 の 高 度 な役 割 を担 う 割 合 が 高 く
なってくるでしょう。

約３割
「適用拡大要件にできるだけ該当しないよう所

その際、処遇や労働条件を適切に確保しなけ

定労働時間を短くし、その分より多くの短時間労

れば、貴重 な人材の流出につながる可能性 が

働者を雇用」するという企業が 32.6％ありまし

高まります。自社の状況を踏まえながら、今後の

た。

対応を検討してみてはいかがでしょうか。
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政府の「規制改革会議」では様々な分野にお

「音」や「映像」も商標登録が可能に！

ける規制緩和について検討がなされていますが、
◆「新しい商標」が導入される?!
◆「新しい商標」が導入される?!

医療分野については、現在は原則禁止されてい

政 府 は、企 業 が「ＣＭで流 すイメージ音 や映

る混合診療についての見直しが最優先課題とし

像」や「色」などを商標登録できるようにする方針

て挙げられています。

を固めました。

これは、医療・介護分野の成長による経済活

現在の商標法では、「文字」「図形」「記号」や

性化を図るため、診療報酬や介護費用などが公

「立体的な形状」など、形が定まったものしか登

定価格で縛られている結果として競争が生じにく

録ができません。しかし、欧米では商標を広範囲

く生産性が低くとどまっている現状の打開策とし

にわたって認めており、TPP が妥結されれば商

て検討が進められています。

標制度を国際基準に合わせるように求められる
可能性もあります。

◆「混合診療」とは？

先行して法改正に道筋をつけるため、こうした

私たちが病院で受ける診療には医療保険の

「新しい商標」について、早ければ今秋の臨時国

適用対象となるものとならないものがあり、適用

会に改正商標法案が提出されることが見込まれ

対象となるものが「保険診療」、ならないものが

ます。

「自由診療」で、両方を同時に受けることを「混合
診療」と言います。

◆商標登録の可否

現在、日本では一部の先進医療を除き原則と

現在の「米国」、「EU」、「日本」の商標登録の

して混合診療は禁止されており、その理由として、

可否は次の通りです。

所得の多寡によって受けられる医療に格差が生

・動き…米国：○、ＥＵ：○、日本：×

じてしまう等のおそれがあることが挙げられてい

・ホログラム…米国：○、ＥＵ：○、日本：×

ました。

・色…米国：○、ＥＵ：○、日本：×
・位置…米国：○、ＥＵ：○、日本：×

◆混合診療解禁と医療費の取扱いへの影響

・音…米国：○、ＥＵ：○、日本：×

混合診療が解禁されると、自由診療の部分は

・におい…米国：○、ＥＵ：×、日本：×

全額自己負担となりますので、その部分にかか

・触覚…米国：×、ＥＵ：×、日本：×

る医療費控除や高額療養費の取扱いがどうな

・味…米国：×、ＥＵ：×、日本：×

るかについて、関心が高まっています。
医療費控除は、病院に支払う診療代のほか

◆今後の動きに要注目

薬局で購入した薬代や通院に要した交通費等

こうした新たな商標権のタイプは、言葉の壁を

の額等の一定部分が確定申告により所得から

越えて企業ブランドを商品・サービスに盛り込め

控除されるというもので、自由診療扱いの先進

るほか、コピー商品を排除する抑止力としても有

医療や国内未承認の抗がん剤治療等に要した

効に機能するものです。

費用も、対象となります。
高額療養費については、政府が８月 21 日に

大企業だけでなく、中小企業にも商標活用に

よる大きな効果が生じることが想定されますので、 閣議決定した「社会保障制度改革」に関するプ
今後の動向に注目していきたいものです。

ログラム法案に見直しが明記されています。そ
の方向性については、2014 年度以降、70 歳未
満と 70～74 歳の世代で、所得の高い人の月々
の上限額を引き上げて負担を増やすこと、上限

「社会保障制度改革」で
医療費負担が大きく変わる？

額の目安となる所得の区分をより細かくして所
得に応じた負担を求めることなどが示されていま

◆混合診療に関する規制緩和の動向

す。
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10 月の税務と労務の手続
［提出先・納付先］

編集後記
編集 後記
皆さん、おはようございます。社会保険労務士
法人 D・プロデュースの越石です。

10 日

10 月に入りましても暑いが続いております。

○ 源 泉徴収税 額・住 民税特別 徴収税額 の納

皆様におかれましては、体調を崩さぬようどうぞ

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

お身体にご自愛ください。

月以降に採用した労働者がいる場合＞［公
共職業安定所］

さて、10 月といえば、食欲の秋、読書の秋、ス

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

ポーツの秋、運動会の秋ですね。運動会といえ

月以降に一括有期事業を開始している場合

ば、先日、年長になる娘の運動会に参加してき

＞［労働基準監督署］

ました。妻の指示のまま、世のお父さん同様に
朝からの場所取り、ホームビデオの位置確認な

31 日

ど仕事をこなしいざ開会式！

○ 個 人 の道 府県 民税 ・市 町村 民 税の納付 ＜
第 3 期分＞［郵便局または銀行］

年 長児 童による開会 宣言 から年 少児 童 、年

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業 4 日未満、 中児童による演目など次々と行われ、これまで
7 月~9 月分＞［労働基準監督署］

の練習の成果に父兄は感動しっぱなしです。
そんな中でクライマックスは、年長児童による

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

組み体操。先生の掛け声に合わせて、概ね一糸

行］

乱れぬ整列のあと・・・

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

太鼓をたたきながら先生の掛け声。

［年金事務所］

先生：「ダンダンダンダン 6 人組なれ！」

○ 労働保険料の納付＜延納第 2 期分＞［郵便

年長児童からの元気で歯切れのよい返事。

局または銀行］

児童：「はい！」

○ 労働保 険印紙保険料 納付 ・納付計器使 用

先生：「ダンダンダンダン、完成！スカイツリー」

状況報告書の提出［公共職業安定所］

年長児童：「全員声を合わせて ヤ―！」

○ 外 国人雇用 状況報 告（雇用 保険の被 保険
者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

ジワー・・・はい、目頭が熱くなりました。ﾋﾟﾖﾋﾟﾖ

＞［公共職業安定所］

だった入園式から 2 年と半年。2 年半でこんなに
も子供は成長するのかと喜びと同時に本当に驚
きました。「年長児ではありますが、一人の人間
として歩き始めたのかな」と。

運動会では日々の生活では気づくことのでき
ない子供の成長を再認識させて頂きました。一
方で子供の成長に負けぬように、私自身もっと
もっと精 進せねばと思わせてくれる運 動会 でし
た。
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