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1． 「ストレスチェック実施プログラム」の概要と
監督署への報告書提出
◆ついに公開された「実施プログラム」
厚生労働省は、11 月 24 日に「ストレスチェック実施プログラム」
を公開しました。
この実施プログラムは、12 月から労働者 50 人以上の事業所に実施
が義務付けられたストレスチェックの受検、結果出力、集団分析等を行
うことができるソフトで、同省は今年 7 月に「秋頃を目途に完成させ、
無料で配布する予定」と発表していました。
ダウンロードは無料であり、通常 1～5 分あればダウンロード可能と
のことですので、お金をかけずにストレスチェックを実施したいという
企業にはお勧めです。
なお、公開後にプログラムの内容に一部記載誤りが見つかったため、
11 月 24 日から 11 月 30 日までの間にダウンロードしていた場合に
は再度のダウンロードが必要です。

◆「実施プログラム」の機能
実施プログラムの主な機能は以下の通りです。
（１）労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能（57
項目と簡易な 23 項目の 2 パターンの利用が可能。また、紙の調査
票で実施しデータ化されたものをインポートすることも可能）
（２）労働者の受検の有無を把握する機能
（３）労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に
より、自動的に高ストレス者を判定する機能
（４）個人のストレスチェック結果を出力する機能
（５）あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・
分析（仕事のストレス判定図の作成）する機能
（６）集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
（７）労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能

◆監督署への報告書提出について
ストレスチェック制度では、労働基準監督署へ「心理的な負担の程度
を把握するための検査結果等報告書」（労働安全衛生規則様式第 6 号の
2）を提出することが企業に義務付けられています。
厚生労働省が 12 月 3 日公表した、労働基準監督署への報告書の提出
に関する留意点は次の通りです。
（１）報告書は平成 28 年 4 月 1 日以降に提出
（２）報告書の様式は平成 28 年 3 月下旬に公表予定
なお、同省から公表される報告書の様式は、OCR で読み取り可能な
ものとなるそうです。

私は、経営者も社員も
幸せになれる会社づくりの
サポートをすることが
CARREL の“使命”だと
考えています。
CARREL の 5 つの使命として
 採用・教育研修サポート
 就業規則・人事諸規定
 労務問題
 社会保険手続き
 行政調査
を考えています。
これらのお悩みを解決させて
頂くことが、貴社の成長に
貢献できる近道だと思って
おります。
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プロフィール
官公庁・百貨店勤務を経て人
材派遣会社へ入社。
人材派遣会社では約 10 年
間、総務・人事、派遣コーディ
ネーターなど多岐に渡る業務
に従事。
現在は、社労士実務だけでな
く、資格学校や大学にてメンタ
ルヘルスや就職支援等の講
師を担当。

2016 年 1 月号

2. 雇用保険、65 歳以上も新規加入が可能に
◆高齢者の雇用拡大を後押し
厚生労働省が、来年度から 65 歳以上の高齢者も新規で雇用保険に加
入できるようにする方針を固めたそうです。
同省の雇用保険部会が 12 月にまとめる制度改正の報告書に盛り込
み、来年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する予定です。

◆65 歳前からの継続雇用者との不公平感を是正

1 月の税務と労務の手続き
12 日
 源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収
税額の納付
[郵便局または銀行]
※ただし、6 ヵ月ごとの納付の特例を
受けている場合には、27 年 7 月から
12 月までの徴収分を 1 月 20 日まで
に納付
 雇用保険被保険者資格取得届の提出
＜前月以降に採用した労働者がいる
場合＞
[公共職業安定所]
 労働保険一括有期事業開始届の提出
＜前月以降に一括有期事業を開始し
ている場合＞
［労働基準監督署］

現行の雇用保険制度では、失業したときに、65 歳未満は賃金の 45
～80％に相当する額を最大 360 日分受け取ることができ、65 歳以上
の場合には最大 50 日分の一時金を受け取ることができます。
ただ、65 歳以上で転職したり、親会社から関連会社に転籍したりし
た場合、雇用保険に入ることができないため、この給付を受けることが
できません。
現在、65 歳以上の雇用保険加入者は 140 万～150 万人いると言わ
れ、新規加入を認めることで、転職した人たちなどとの不公平感を是正
しようというものです。

◆転職・再就職者も失業給付の対象に拡大

 特例による源泉徴収税額の納付＜前
年７月～12 月分＞［郵便局または銀行］

改正後は、雇用保険の加入に年齢制限を設けず、65 歳以上の退職者
については「高年齢求職者給付金」として、65 歳前から継続して同じ
事業主の下で働いていた人と同様に、失業前に受け取っていた賃金の最
大 50 日分を支給します。
ただし、適用には「週の所定労働時間が 20 時間以上」「直近１年の
うち６カ月以上被保険者であること」といった条件がつきます。65 歳
未満の失業給付は現行のままの方針です。
また、65 歳以上については当面、労使が折半で負担する保険料を免
除します。現行の制度でも 64 歳を超えた人の雇用保険料は労使とも免
除しており、同様の扱いとなります。
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◆求職者増と人手不足も背景

20 日

 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払
調書・同合計表＞の提出 ［税務署］
 給与支払報告書の提出＜1 月 1 日
現在のもの＞
［市区町村］
 固定資産税の償却資産に関する申告
[市区町村]
 個人の道府県民税・市町村民税の納
付＜第 4 期分＞［郵便局または銀行］
 労働者死傷病報告の提出＜休業 4
日未満･10～12 月分＞
[労働基準監督署]
 健保・厚年保険料の納付
［郵便局または銀行］
 日雇健保印紙保険料受払報告書の提
出
［年金事務所］
 労働保険料の納付<延納第 3 期分＞
[郵便局または銀行]
 労働保険印紙保険料納付・納付計器
使用状況報告書の提出
［公共職業安定所]
 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＞
［公共職業安定所］
本年最初の給料支払を受ける日の
前日まで
 給与所得者の扶養控除等(異動)申告
書の提出 ［給与支払者(所轄税務署)］
 本年分所得税源泉徴収簿の書換

高齢化に伴い 65 歳以上の求職者は増え続け、人手不足も背景に、企
業も高齢者を受け入れる環境整備に動いています。2014 年度の新規求
職者は 46 万 4,901 人で、前年度に比べて 10.8％増え、新規求職者
全体の 7.8％を占めています。
ただ、今回の対象拡大で安易な受給を増やさないことも必要で、厚生
労働省は給付金を申請する 65 歳以上の高齢者が実際に求職活動してい
るかなどの確認を厳しくする方針です。

◆「一億総活躍社会」実現へ一環
このほか、介護休業を取る人への給付金も引き上げます。賃金の
40%になっている現在の水準を 67%に引き上げる方向で、給付金を増
やして仕事と家庭の両立を支援します。
政府としては、今回の改正を安倍政権が掲げる「一億総活躍社会」実
現につなげる考えです。

謹賀新年
昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でござ
いますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、
お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致しま
す。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
CARREL 社会保険労務士事務所

