
昨年、厚労省は社会保障審議会の介護保
険部会を開催し、2024年 4 月の介護保険制
度改正に向けた議論を始めました。 3年に
一度行われる制度見直しは、通例どおりで
あれば昨年末に改定内容を決定しています
が、高齢者の医療費負担増の時期と重なる
のを避けるため、今夏まで結論が先送りさ
れたと言われてい
ます。
現在、介護サー
ビス利用者は、制
度創設から22年間で3.5倍の516万人、総費
用は3.7倍の13兆円超となっています。こ
れに伴い、保険料も65歳以上は制度創設か
ら 2倍超の月額平均6,014円、40 ～ 64歳は
2.7倍の同5,669円（20年度）になっていま
す。今後、高齢者人口がピークを迎える
2040年頃までさらなる費用増が避けられな
いなか、給付と負担のバランスをどう取る
かが課題になっています。
今回の制度改正では、まず、65歳以上の
高所得者の保険料引き上げが焦点の一つに
なっています。国は所得に応じて基準額の
0.3 ～ 1.7倍を支払う 9段階の目安を示し
ています。この段階をさらに増やして高所

得者の負担を引き上げることが考えられま
すが、すでに市区町村の中には階層を増や
しているところも出てきています。
また、介護サービスを利用した際の自己
負担分の引上げも検討課題です。現在、高
齢者の自己負担は原則 1割です。高所得を
理由に 2割、 3割負担の人もいますが、大
半の人は 1割負担であることから、 2割負
担となる対象者を増やしていくことが考え
られます。

高齢者の暮らし
に欠かせないセー
フティーネットが
介護保険です。保

険料にしても自己負担分にしても、所得の
高い負担能力のある人に負担増を求めるの
はやむを得ない面もあるでしょう。しか
し、医療保険改革もそうですが、単に所得
に応じた一律的な負担の付け回しを議論す
るだけでなく、本当に必要とする介護サー
ビスを安心して受けられるようにするに
は、家族関係を含
めたさまざまな生
活環境を考慮した
負担の在り方を考
えることも必要と
いえるでしょう。

2023

介護保険制度改正
高所得者の負担、今夏決定へ
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働きやすい職場を目指して

2

労働施策総合推進法では、パワハラの法律
上の明確な定義を設けて、企業にその防止措
置を講じることを義務付けています（法30条
の 2）。パワハラの法律上の定義は、①優越
的な関係を背景とした言動であって、②業務
上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
この①から③までの 3つの要素をすべて満た
すものがパワハラとなります。
①「優越的な関係を背景とした」言動とは
業務遂行に当たって、その言動を受ける労
働者が行為者に対して抵抗・拒絶することが
できない蓋然性が高い関係を背景として行わ
れるものをいいます。例えば、上司による言
動／同僚または部下による言動で、その言動
を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を
有しており、その者の協力を得なければ業務
の円滑な遂行が困難であるもの／同僚または
部下からの集団による行為で、これに抵抗・
拒絶することが困難であるもの、などが該当
するとされています。
②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言
動とは
社会通念に照らし、明らかに業務上必要性
がない、またはその態様が相当でない言動を
いいます。例えば、業務の目的から大きく逸
脱した言動／業務の遂行手段として不適当な
言動／その行為の回数、行為者の数等、その

態様や手段が社会通念に照らして許容される
範囲を超える言動、などが該当するとされて
います。
この判断にあたっては、言動の目的、言動
を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程
度を含むその言動が行われた経緯や状況、業
種・業態、業務の内容・性質、その言動の態
様・頻度・継続性、労働者の属性（経験年数、
年齢、障害の有無、外国人であること等）や
心身の状況、行為者の関係性など、さまざま
な要素を総合的に考慮することが適当とされ
ます。
③「就業環境が害される」とは
その言動により、労働者が身体的・精神的
に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものと
なったために能力発揮に重大な悪影響が生じ
る等のその労働者が就業する上で看過できな
い程度の支障が生じることをいいます。
この判断にあたっては、「平均的な労働者
の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言
動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就
業する上で看過できない程度の支障が生じた
と感じるような言動であるかどうか」を基準
とすることが適当とされます。
なお、言動の頻度や継続性は考慮されます
が、強い身体的・精神的苦痛を与える態様の
言動の場合には、 1回でも就業環境を害する
に該当する場合があり得ます。

職場のパワーハラスメント（パワハラ）は、平成24年 3 月の

厚労省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」によ

る提言に基づいて周知・啓発がなされ、労働施策総合推進法の

改正によって中小事業主には令和 4年 4 月 1 日からその防止措

置が義務付けられています。

パワハラの法的該当性
３要素を満たす言動

? !ハラスメント

考える
を

第11回
パワハラとは①
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所定労働日の記載なし
賃 金 請 求 を 一 部 認 容
平成26年1月、従業員Ｘは介護事業や放課
後児童デイサービス事業を営む会社に採用さ
れました。Ｘの履歴書には週3日勤務を希望
する旨の記載がありましたが、雇用契約書に
は就業場所は同社各事業所で、業務内容は空
欄、勤務時間は8時間、「シフトによる」との
記載があるだけでした。
Ｘの勤務は当初、介護事業所でしたが、平
成28年1月頃から児童デイサービス勤務（原
則、午後の半日勤務）のシフトに入るように
なり、平成29年2月からは児童デイサービス
での勤務のみとなりました。平成29年5月の
シフトは13日（勤務時間65.5時間）、6月は15
日（同73.5時間）、7月は15日（同78時間）で
したが、８月は5日（同40時間）、9月は1日
（同8時間）となり、10月以降は1日も配属さ
れなくなりました。
この間、Ｘは平成28年10月頃、労働組合に
加入。週3日（24時間）勤務に戻すことなど
を団交事項として、会社と団交を行い、平成
29年10月30日には児童デイサービス勤務には
応じない旨を表明しました。
会社は、Ｘに対する週3日（24時間）勤務、
介護事業所に限定して労務を提供させる債務

等がないことの確認を求めてＸを提訴し、Ｘ
は、会社にこれらの債務があるとして未払賃
金を請求して会社を反訴しました。
本件の主たる争点は、雇用契約の内容と勤
務シフト減の適否です。Ｘは、勤務日は週3
日の合意があったと主張しましたが、裁判所
は、それまでの勤務実態から、必ずしも週3
日のシフトが組まれていたわけではなく、ま
た、介護事業所でＸが従事できる役割は限定
的であり、他の従業員の配置との兼ね合いか
ら勤務日数を固定することは困難であること
を指摘し、Ｘの主張は認められないとしまし
た。
しかし、裁判所は「シフトの大幅な削減は
収入の減少に直結し、労働者の不利益が著し
いことからすれば、合理的な理由なくシフト
を大幅に削減した場合、シフト決定権限の濫
用に当たり違法となり得る。不合理に削減さ
れた勤務時間に対応する賃金について、民法
536条2項に基づき、賃金を請求し得る」と
判示。Ｘが児童デイサービス勤務には応じな
い旨を表明する以前、勤務日数を1日とした
平成29年9月、そして、シフトから外した同
年10月について、大幅にシフトを削減したこ
とに合理的な理由があるとは認められず、使
用者によるシフト決定権限の濫用であるとし
て、Ｘの賃金請求権を一部認容しました。

大幅なシフト減は権利濫用で違法大幅なシフト減は権利濫用で違法
本件は、介護事業等を営む会社の従業員Ｘが、

勤務内容を週３日、勤務地は介護事業所などと

合意したにもかかわらず、大幅な勤務シフト減

により就労できなかったとして、賃金の支払い

を求めた事案です。雇用契約書には、所定労働

日の記載はなく、シフトによると記載されてい

るだけでした。裁判所はＸの請求を一部認め、

会社に対し賃金等の支払いを命じました。

Ｓ 社 事 件
東 京 地 方 裁 判 所

（令和２・11・25判決）
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データバンク

令和 4年10月末の外国人労働者数は182万
2,725人（前年比5.5％増）、外国人を雇用す
る事業所数は29万8,790カ所（同4.8％増）と
なっており、とりわけ「専門的・技術的分
野の在留資格」と、永住者などの「身分に
基づく在留資格」の増加が目立っています
（図1）。
外国人労働者数を国籍別にみる
と、ベトナムの46万2,384人（外
国人労働者数全体の25.4％）が最
も多く、次いで中国38万5,848人
（同21.2％）、フィリピン20万6,050
人（同11.3％）の順となっていま
す。対前年増減率では、インド
ネシア（47.5％増）、ミャンマー
（37.7％増）、ネパール（20.3％増）
などで高い増加率を示す一方、中
国（2.8％減）、韓国（0.4％減）、
ペルー（0.4％減）などでは減少
しています（図 2）。
外国人労働者の雇用事業所を産
業別にみると、「卸売業、小売業」
（18.6％）が最も多く、次いで「製
造業」（17.7％）、「宿泊業、飲食
サービス業」（14.4％）の順となっ
ています（図 3）。
また、事業所規模別にみると、「30人未満」
規模の事業所が全体の61.4％を占めており、
小規模事業場ほど人手不足を外国人労働者で
補おうとしていることが窺えます。
在留資格別では、「身分に基づく在留資格」

（全体の32.7％）が最も多く、次いで、「専門
的・技術的分野の在留資格」（26.3％）、「技

能実習」（18.8％）の順となっています（図
4）。今回の集計結果で目を引くのが「専
門的・技術的分野の在留資格」が対前年比
21.7％と急増していることです。その理由
は、平成31年 4 月に介護、建設、宿泊など人
手不足が深刻な14分野において外国人労働者

の受入れを目的に創設された「特
定技能」の資格が 7万9,054人（前
年比167％増）と大幅増となった
ためです。
「特定技能」の資格に関しては、
技能実習を修了するか、技能・日
本語試験に合格する必要があるた
め、これまで特定技能の資格で働
く人は伸び悩んでいました。とこ
ろが、コロナ禍で帰国できない技
能実習生や留学生の多くが特定技
能の資格に移行したことから、そ
の数が急激に増えたとされてい
ます。「特定技能」の分野別では、
飲食料品製造業（ 2万6,108人）、
素形材・産業機械・電気電子情報
関連製造業（ 1万5,613人）、介護
（ 1万2,372人）などが多くなって
います（図 5）。
慢性的な人手不足が続く日本に

とって、外国人労働者は必要不可欠な存在で
す。先進国の中で日本の賃金水準は低位で推
移しており、いかに外国人労働者にとって魅
力ある労働条件・環境を示せるかが課題に
なっているといえます。

厚労省から「外国人雇用状況」（令和４
年10月末）が公表されました。外国人労働
者数は約1８２万人、外国人を雇用する事
業所数は約30万カ所で、ともに過去最高

を更新しています。対前年増加率では、事
業所数は４.８％増と鈍化する一方、低下傾
向にあった労働者数は５.５％増（前年比５.3
ポイント増）と反転しています。

「外国人雇用状況」届出状況まとめ（令和４年10月末）

技
能
実
習
か
ら
の
移
行
で

特
定
技
能
が
大
幅
増
に
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データバンク

中国中国
（香港、マカオも含む）（香港、マカオも含む）

385,848人385,848人
21.2％21.2％

韓国韓国
67,335人67,335人
3.7％3.7％

その他その他
209,920人209,920人
11.5％11.5％

G7等G7等
81,175人81,175人
4.5％4.5％ペルーペルー

31,263人31,263人
1.7％1.7％

ブラジルブラジル
135,167人135,167人
7.4％7.4％

ネパールネパール
118,196人118,196人
6.5％6.5％

インドネシアインドネシア
77,889人77,889人
4.3％4.3％

ミャンマーミャンマー
47,498人47,498人
2.6％2.6％ フィリピンフィリピン

206,050人206,050人
11.3％11.3％

ベトナムベトナム
462,384人462,384人
25.4％25.4％

外国人労働者数外国人労働者数
1,822,725人1,822,725人

建設業建設業
35,309所35,309所
11.8％11.8％

その他その他
49,710所49,710所
16.6％16.6％

サービス業サービス業
（他に分類されないもの）（他に分類されないもの）

23,652所23,652所
7.9％7.9％

製造業製造業
53,026所53,026所
17.7％17.7％

情報通信業情報通信業
12,601所12,601所
4.2％4.2％

卸売業、小売業卸売業、小売業
55,712所55,712所
18.6％18.6％

宿泊業、飲食サービス業宿泊業、飲食サービス業
42,896所42,896所
14.4％14.4％

医療、福祉医療、福祉
18,553所18,553所
6.2％6.2％

教育、学習支援業教育、学習支援業
7,331所7,331所
2.5％2.5％

全事業所数全事業所数
298,790所298,790所

外国人労働者数外国人労働者数
1,822,725人1,822,725人

専門的・技術分野の在留資格専門的・技術分野の在留資格
479,949人479,949人
26.3％26.3％

特定活動特定活動
73,363人73,363人
4.0％4.0％

技能実習技能実習
343,254人343,254人
18.8％18.8％

資格外活動資格外活動
330,910人330,910人
18.2％18.2％

身分に基づく在留資格身分に基づく在留資格
595,207人595,207人
32.7％32.7％

不明不明
42人42人
0.0％0.0％

図１　在留資格別外国人労働者数の推移� （単位：千人）

図２　国籍別外国人労働者の割合

図４　在留資格別外国人労働者の割合

図３　産業別外国人雇用事業所の割合

図５　「特定技能」の特定産業分野別外国人労働者数
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1,084

1,279

1,460

1,659
1,724 1,727

1,823身分に基づく在留資格

資格外活動

技能実習

特定活動

専門的・技術的分野の在留資格

総数

4646 6666
7373

外国人労働者数外国人労働者数
79,054人79,054人

介護介護
12,372人12,372人
15.7％15.7％

建設建設
7,132人7,132人
9.0％9.0％

造船・舶用工業造船・舶用工業
2,526人2,526人
3.2％3.2％

自動車整備自動車整備
1,028人1,028人
1.3％1.3％

航空航空
90人90人
0.1％0.1％

宿泊宿泊
191人191人
0.2％0.2％

農業農業
8,758人8,758人
11.1％11.1％漁業漁業

983人983人
1.2％1.2％

飲食料品製造業飲食料品製造業
26,108人26,108人
33.0％33.0％

外食業外食業
3,267人3,267人
4.1％4.1％ ビルクリーニングビルクリーニング

986人986人
1.3％1.3％

素形材・産業機械素形材・産業機械
・電気電子情報関連製造業・電気電子情報関連製造業

15,613人15,613人
19.8％19.8％

（年）
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自転車保険の加入義務付けなどの対策を

満員電車での通勤を避けるととも
に、通勤時に運動を兼ねることができ

るとして、自転車通勤をする人も増えている
ようです。なかには従業員の自転車通勤を奨
励する会社もあるようですが、身近な乗り物
である自転車を通勤手段とすることにもリス
クはあります。
自転車通勤での交通事故で従業員の命が脅
かされることもリスクといえますが、逆に交
通事故で加害者となった場合、当事者である
従業員はもちろんのこと、使用者責任（民法
715条 1 項）が認められた場合には、会社も
従業員と連帯して賠償責任を負うことになり
ます。

会社の使用者責任が認められるかどうか
は、従業員の交通事故（不法行為）が会社の
「事業の執行につき」行われたものであるか
どうか、つまり、通勤が会社の業務に当たる
か否かが問題になります。
これはマイカー通勤のケースですが、「通
勤は、業務そのものではないが、業務に従事
するための前提となる準備行為であるから、
業務に密接に関連するものということかでき
る。……（通勤は）原則として業務の一部を
構成するものと捉えるべきとするのが相当で
ある。したがって、マイカー通勤者が通勤途
上に交通事故を惹起し、他人に損害を生ぜし
めた場合（不法行為）においても、『事業の
執行につき』なされたものであるとして、使
用者は原則として使用者責任を負うものとい
うベきである」（福岡地裁飯塚支部平成10年
8 月 5 日判決）と、会社の使用者責任を認め
る裁判例もあります。ただ、通勤途中の事故
に関しては会社の使用者責任を否定した裁判
例もありますので、その基準は事案ごとに異
なると考えられます。
ただ、自転車も車両の一種ですので、通勤
途上での加害事故で会社に使用者責任が生じ
ることがあり得ることや、近年、自転車事故
においても高額な賠償金額が求められるケー
スも出てきていることを考えれば、「たかが
自転車」などと考えず、自転車を通勤手段と
して認める場合にはしっかり対策を講じる必
要があるでしょう。
自転車通勤については、これを許可制と
し、適正なルールを定めて周知するようにし
ます。自転車通勤の許可に当たっては、自転
車保険への加入を義務付け、保険証書の写し
を提出させるなどするようにした方がよいで
しょう。また、通勤で使用する自転車を業務
において使うことを禁じるほか、安全運転に
努めるよう社内規程づくりや従業員の教育を
行うことが望ましいといえます。

従業員に自転車通勤
を認める場合の会社
側のリスクは

通勤途上のリスク通勤途上のリスク

ＡＡ

先般、従業員から自転車による

通勤を許可して欲しいと申し出が

ありました。

これまで当社では、通勤手段は公共交

通機関だけに限っており、マイカー通勤

についても交通事故防止の観点から禁止

してきました。しかし、自転車であるな

らば認めても構わないのではないかとも

思いますが、会社が何らかのリスクを負

うようなことがあるでしょうか。

QQ
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派遣会社に三六協定について確認を

派遣社員に時間外・休日労働をさせ
るには、派遣元（派遣会社）が示した

就業条件明示書等に残業に関する規定がある
ことと、三六協定が締結されていることが必
要になります。これらの条件を満たしている

のであれば、派遣契約で定めた業務の範囲内
で残業させられると考えられます。
このとき、注意が必要なのは三六協定につ
いてです。労働者に法定労働時間（週40時間、
1日 8時間）を超えて時間外・休日労働をさ
せるには、労使で三六協定を締結し、所轄の
労基署に届け出る必要があることは周知の通
りです。派遣社員の場合、実際に働いている
場所は派遣先ですから、派遣先の三六協定に
基づいて時間外・休日労働をさせられるよう
に思われるかもしれませんが、三六協定は雇
用されている会社と締結する必要がありま
す。派遣社員の場合、雇用契約を締結し、賃
金を支払うのは派遣会社ですから、派遣先で
時間外・休日労働をさせる場合には、派遣社
員が派遣会社と三六協定を締結していること
が要件になります。
また、派遣社員が派遣会社と三六協定を締
結している場合でも、派遣先が自社の従業員
と締結している三六協定と同じ内容とは限り
ません。ですから、派遣先における三六協定
に反していない場合でも、派遣会社との三六
協定に反していることがあり得ますので、派
遣社員に残業をさせる際には、派遣会社に
三六協定締結の有無とその内容について確認
するようにしましょう。
派遣社員の三六協定違反の責任が問われる
のは派遣先です。 6カ月以下の懲役または30
万円以下の罰金を科せられる場合もあります
ので注意する必要があります。

突発的な受注があり、
派遣社員に残業をさせ
ても問題ないか

時間外労働時間外労働

ＡＡ

得意先から急遽、大口の受注が

あり正社員、パートだけでは対応

しきれないため、派遣社員にも残業をし

てもらおうという話になりました。もち

ろん、当社は労使で三六協定を締結し、

労基署への届出も済ませています。これ

まで、派遣社員に残業をしてもらったこ

とはないのですが、何か問題があるで

しょうか。

QQ

▽ 労 働 委 員 会

▽

労働委員会は、労働者の団
結を擁護し、労働関係の公正な
調整を目的とした行政委員会で

す。労働組合法 19 条に基づく
機関で、国の機関として中央労
働委員会、都道府県の機関とし
て都道府県労働委員会が設置
されています。
労働委員会は、公益委員、

労働者委員、使用者委員が各
同数で構成されているのが特徴
で、労働組合法・労働関係調整

法等に基づいて、集団的労使紛
争の迅速・的確な解決のため、
①労働争議の調整、②不当労
働行為事件の審査、③労働組
合の資格審査などの事務を行っ
ています。
また、近年では都道府県労働

委員会の多くが、個別労働紛争
解決のあっせんも行っています。
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とぴっくす

 障害者の法定雇用率引上げ�障害者の法定雇用率引上げ�
� ―民間企業2.7％へ段階的に� ―民間企業2.7％へ段階的に

民間企業に義務付けられている障害者の法
定雇用率が、現行の2.3％から段階的に引き上
げられ、令和 6 年 4 月に2.5％、令和 8 年 7 月
に2.7％となります（法定雇用率が2.6％の国
および地方公共団体や2.5％の教育委員会も
段階的に0.4ポイントの引き上げとなります）。

法定雇用率は少なくとも 5 年ごとに見直さ
れており、現行の2.3％では従業員43.5人以
上を雇用する企業が対象となっていますが、
2.5％に上がると従業員40.0人以上、2.7％で
は37.5人以上の企業が対象になります。

また、令和 6 年 4 月から障害者雇用におい
て実雇用率の算定対象となる短時間勤務の障
害者の範囲も拡大されます。これまで、週所
定20時間以上30時間未満の短時間で働く障害
者については0.5人（ただし、重度の身体・知
的障害者と、一定の要件を満たす精神障害者
の場合は 1 人）とカウントしてきましたが、
新たに週所定10時間以上20時間未満の重度の
身体・知的障害者と精神障害者が0.5人でカウ
ントされるようになります。

そのほか、令和 7 年 4 月から除外率が一律

10ポイント引き下げられます。除外率は、一般
的に障害者雇用が難しいとされる船舶運航や
道路旅客運送業、建設業といった一部の業種

（29業種）を対象に、雇用算定の分母から一定
の労働者数を控除することで雇用義務の軽減
を図る制度です。除外率制度については、平
成16年 4 月以降、廃止に向けて段階的に縮小
されてきており、前回は平成22年 7 月に一律
10ポイントの引下げが実施されています。今
回の引下げによって、除外率 5 ～10％の倉庫
業や航空運輸業、窯業原料用鉱物鉱業（耐火
物・陶磁器・ガラス・セメント原料）など 9
業種で制度が廃止になることから、特にこれ
らの業種の事業者への影響が考えられます。

厚労省では、これら障害者雇用推進に向け
た施策と同時に、事業主向けの支援として令
和 6 年 4 月から雇入れに必要な一連の雇用管
理に対する相談援助の助成金を創設する予定
で、特に中小企業や除外率の引き下げが予定
されている除外率設定業種に対して、助成金
の上乗せや既存の助成金の拡充など、集中的
な支援を行うとしています。

令和 5 年度の雇用保険料率が逼迫した雇用
保険財政の安定化を図るため、0.2％引き上げ
られます。

雇用保険料は、「失業等給付」「育児休業給
付」「雇用保険二事業」の 3 つに区分されて
おり、令和 5 年 3 月時点の一般の事業の雇
用保険料率は、失業等給付0.6％（事業主負
担0.3％＋労働者負担0.3％）、育児休業給付
0.4％（事業主負担0.2％＋労働者負担0.2％）、
雇用保険二事業0.35％（事業主負担のみ）と

なっていますが、今回の引き上げでは、失業
等給付のみが0.6％から0.8％に0.2％上がり、
これを労使がそれぞれ0.1％ずつ負担するこ
とになります。

これにより、令和 5 年度の事業の種類ご
との保険料率は、一般の事業1.55％（うち労
働者負担0.6％、事業主負担0.95％）、農林水
産業等1.75％（同0.7％、同1.05％）、建設業
1.85％（同0.7％、同1.15％）となります。

令和５年度　雇用保険料率0.2％引上げ令和５年度　雇用保険料率0.2％引上げ
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