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平成 29 年 4 月号
こんにちは。桜も咲き年度も変わり気分を新たに頑張っていこう
と思いますのでどうぞよろしくお願い致します。花見といえば私は
いつも門前仲町の川沿いに咲く桜を楽しみにしていますが、皆さん
もお気に入りに場所で楽しまれましたか？ さて、今年度より雇用
保険料率が下がりますので給与から雇用保険料を控除する際は、ご
留意ください。(従業員負担分 4/1000→3/1000 へ)なお、協会けんぽ
の健康保険料率も 3 月分より変更になっていますので併せてご確認
ください。それでは今月もどうぞよろしくお願い致します。 安藤

1. 雇

用
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外国人労働者の雇用について

平成29年1月、厚生労働省は平成28年10月末時点

【在留資格別外国人労働者の割合】

での外国人雇用についての届出状況を公表しました。

不明
49 人
0.0％

これによると、外国人労働者を雇用する事業所数は
172,798カ所に上り、平成19年に届出が義務化され
て以来、過去最高を更新しました。今回のニュースで
は公表内容に関連して、外国人雇用に関する現状につ
いてお伝えいたします。

身分に基づく
在留資格
413,389 人
38.1％

専門的・技術的
分野の在留資格
200,994 人
18.5％
特定活動
18,652 人
1.7％

外国人労働者数
1,083,769 人

技能実習
211,108 人
19.5％

１．外国人雇用状況の届出制度の概要
資格外活動
239,577 人
22.1％

外国人を雇用する事業主は、雇入れ・離職の際に、当
該外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間などについ

(公表資料より抜粋)

て確認し、ハローワークに届け出る義務を負います（こ
の届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円

３．外国人技能実習制度に関する問題点

以下の罰金の対象となります）
。今回公表された情報は、
この届出を集計したものです。

少子高齢化と人口減少が進行する日本では、持続的な
成長のためにも、外国人労働者の受け入れ拡大を検討し
ていかなければならないとして、議論が進められていま

２．外国人雇用の状況

す。しかし、平成28年8月16日に厚生労働省が発表した
プレスリリース『外国人技能実習生の実習実施機関に対

平成28年10月末時点で、外国人労働者数は約108

する平成27年の監督指導、送検の状況を公表します』

万人に達し、こちらも届出が義務化されて以来、過去

によると、外国人実習生に対する労働基準関係法令違反

最高を更新しました。外国人労働者数が増加した要因

が依然として増加傾向にあることが示されています。

として、留学生の日本企業への就職支援の強化を含

資料によると、労働基準関係法令違反が認められた

め、政府が進めている高度外国人材の受入れ拡大に伴

実習は、監督実施した事業場5,173カ所中、3,695カ

う「専門的・技術的分野」の在留資格を持つ労働者が

所に上り、重大・悪質な違反による送検も46件に上

増加していることや、留学生の受入れ増に伴う「資格

ります。中には、月169時間の違法時間外労働を行わ

外活動」(留学生のアルバイト等)が増加していること

せていた事業場や、無資格でフォークリフトを運転さ

等が挙げられます。

せ死亡災害を発生させた事業場もあります。
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【外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導状況】
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(公表資料より抜粋)

4．おわりに

今後は、人材の充足のために外国人労働者の雇用も
視野に入れて考える企業が増えてくるかと思いますが、

現在、政府は「人手不足分野」と「高度人材」の2つの

雇用の際には在留資格の確認や労働条件の通知などを

側面で外国人労働者の受け入れ拡大を検討しています。

確実に行わなければ無用なトラブルを抱えることにも

まずは介護分野で、国家資格の取得を要件に外国人が

なりかねません。

現場で働けるようにする制度を本年中に開始させます。

特に初めて外国人労働者の雇用を考える際は、受け

また、サービス業に携わる外国人労働者についても、在

入れの注意点について不備のないように、外国人雇用

留資格の取得条件を緩和する等の施策が予定されてお

センターや新卒応援ハローワークの留学生コーナー等

り、外国人労働者数は今後も増加していくと思われます。

の専門機関、またはハローワークの外国人雇用管理ア
ドバイザー等の専門家に相談すると良いでしょう。

2. 安全配慮

災害と安全配慮義務

平成29年2月15日、文部科学省は気象庁と共同で作成

安全配慮義務違反は、通常、次の3条件がある場合

した資料「活断層の地震に備える －陸域の浅い地震

に該当します。

－」を公表しました。昨年の熊本地震を踏まえ地域毎

①

予見の可能性（損害の発生が予見出来ること。

の地震発生予測を確率で示し、リスクが高い地域では

企業が予見していなくとも、予見出来ると認定で

事前の備えを行う事を推奨しています。今回のニュー

きる場合を含む）

スでは安全配慮義務の観点から、企業が講じるべき対

②

結果回避義務を果たさなかった

策等についてお伝えいたします。

③

因果関係があること

１．安全配慮義務について

２．企業が負うべき安全配慮義務
安全配慮義務の一般的な内容としては、以下の2つ

企業には、従業員の安全と心身の健康に配慮する義

が考えられます。

務があります。これを安全配慮義務といいます。この

①

義務を怠り、従業員がケガや病気になるなどして損害

設備や施設などを管理する義務
機械や設備の故障等で従業員がケガをしないよ

が生じたときには、損害賠償を請求される可能性があ

う、性能を保持するため必要な整備や更新等を行

ります。

うこと
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② 働き方や組織を管理する義務
車両や設備の使用を十分な技量を持つ者に限定する

①

災害対応プランを作成し、
周知徹底を図っていたこと

②

年に1回、防災体制の確認・通信機器の操作訓練

ことや、従業員に適切な安全教育を施すこと

等を実施していたこと
③

避難場所を合理的に選定していたこと

また、
近年の裁判例で、
長時間労働をさせていたこと

④

地震発生後に避難指示や情報収集をしていたこと

でうつ病を発症した従業員が自殺したケースでは、

⑤ （津波の規模が）
客観的にも予測困難であったこと

会社に「業務量の適切な調整を行う義務」の違反が
一方、幼稚園バスが津波被害に遭い、被災園児の保

あった事が認められています（電通事件 最二小判

護者が幼稚園を経営する法人と園長を訴えた事件で

平12・3・24）
。

は、園長が地震発生後の情報収集を怠り、被害に遭う
危険性がある地域へバスを走行させていた事情から、
安全配慮義務違反が認定されました。

３．企業の責任について

地震等の天災は予見が難しい分野です。しかし、災害の
レベルを幅広く想定して事前の防災対策を行い、しっか

労働基準法では、従業員が業務上負傷したり死亡した
場合に、企業側に補償責任を負わせる規定をしていますが、
労災保険に加入していれば労災保険により補償がなされ

りと情報取集を行っておけば、いざというときに役に立
ち、
訴訟リスクを低下させることができるかもしれません。

ます。しかし、労災保険による補償の範囲を超える損害に
ついては、民法上の賠償請求が別になされることもあります。
損害賠償の対象となる項目には、治療費や慰謝料、
後遺障害による逸失利益、弁護士費用や遅延損害金など、
個々の事例によって様々な費用が考えられ、賠償額が
多額になる可能性があります。過去の裁判例では、従業員
を死亡させた場合、
数千万円から1億数千万円の賠償義務

5.

おわりに

東日本大震災以降、多くの企業がBCP（事業継続計画）
を作成し、緊急時においても倒産や事業の縮小を避ける
ため、事業の継続や早期復旧を図る準備をしています。
一方で、従業員の安全配慮義務についても、それを疎か

が課されたものもあります。

にすると高額の損害賠償金を請求されるリスクをはら
んでいます。企業の経営リスクを考える上では、どちら
についても真剣に取り組まなければなりません。

4. 震災と安全配慮義務

日頃より、従業員の安全に配慮した労働環境整備を心
がけているとは思いますが、なかなか有事の際に目を向

東日本大震災の際は、犠牲者の遺族が企業に対し「安

けて体制を整えるのは難しいものです。

全配慮を怠った」として相次いで訴訟を起こしました。

今回公表された資料を一つのきっかけとして、
「従業員

従業員の遺族が勤務先を訴えたある事件では、裁判

の安全確保」
「避難・防災の事前準備」など、自社の防災

所は次の５つの事情から安全配慮義務違反を認定し

体制を見直してみてはいかがでしょうか。

ませんでした。

Q&A

記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、2 ページ目の『災害と安全配慮義務』に関連する豆知
識をお伝えします。

Q． 就業中に被災した際、たとえば従業員に帰宅または待機の支持を出す場合、どの
ような点に注意する必要がありますか。

A．

帰宅・待機と安全配慮義務の関係についてご案内します。

帰宅・待機と安全配慮義務の考え方
災害発生時の待機または帰宅の指示は、企業の安全配慮義務を充足するための適切な対応であっても、あくまで企業としての
「義務」の履行に過ぎず、従業員を法的に拘束する業務命令とはなり得ません（指示を拒んだ従業員がいたとしても、企業が強制
することはできませんが、社屋から退去することの指示は、施設管理権限に基づく権利行使という観点から可能です）。

帰宅・待機の注意点
災害発生時の帰宅または待機の指示を出す場合には、実際の被害の状況や時間帯等に照らした判断が肝要です。併せて、待機の際
必要になる備蓄品や、帰宅時に携帯する防災用品等も、全従業員分を用意しておくことが推奨されています。また、実際に指示を
する場合も、被害状況等に応じて然るべき準備をしたうえの指示でなければ、安全配慮義務違反に問われることも考えられます。
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✿事務所スタッフより✿

…労務とは関係のないコーナーです。

4 月に入り花冷えの日もありますが、日が伸びて、陽射しがだんだん強くな
ってきたことを感じます。毎年この時期になると、どんな一年草のハーブの種を
蒔こうか、夏野菜を育てようかと考えを巡らせます。
昨年､植えた野菜の中で特に収穫が良かったのがオクラです。つい実を採るのを
忘れてしまい、たちまち大きくなり、筋が固くて寝ぼけた味になってしまったことが何度かありました。
そのことを近所の園芸店で話をしたところ、オクラは花も美味しいよと教えてもらい、早速、とげのあるガクを除
いて、さっと湯がき食したところ、オクラ独特の香りと粘りがあってとても美味でした。そのうち実になる前の花
を食べるのが楽しみになり、オクラ観察が毎朝の日課になったのを覚えています。一方、種を蒔いて育てたトマト
とピーマンは、小さな実が２～３個なった程度で終わってしまったので、今年は苗から育ててみたらうまくいくか
なと思っています。
スイートバジルやルッコラは、イタリア料理に欠かせないし、青しそやコリアンダーも好き嫌いがわかれるハー
ブですが何かと重宝します。わけぎ、チャイブなどのねぎ類の植物は、こちらも薬味にするなど使い勝手が良いし、
土を浄化する働きがあると聞いたので一石二鳥ですね。ミントの香りは、蚊よけにもなるとのこと。夏の真夜中の
寝室での蚊のブーンという羽音は思い出すとゾクッとします。
また、そろそろグリーンカーテンにする野菜も考えはじめるところ。例年、きゅうりやゴーヤを育てているので
すが、それ以外にインゲンやしかくまめといった品種もつる性なので、グリーンカーテンにお勧めと園芸情報があ
りました。こちらも日よけと収穫のダブル効果を期待しています。
野菜の好む温度、品種の特性、連作、土づくりから病害虫の対策など、学ぶことがいっぱいありますが、徐々に
種類と収穫を増やしていき、ヘルシーライフを送りたいです。

（倉林）

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町２-14-7
日本橋テイユービル 3 階

安藤社会保険労務士法人
ＴＥＬ03-6206-2320 ＦＡＸ03-6206-2321
URL http://www.ando-sr.jp/
e-mail ando@ando-sr.jp
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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