事務所だより
令和 4 年 10 月号
こんにちは。ようやく涼しくなってきたこともあり、十数年ぶりにゴルフ
を復活させました。最近は、コロナの影響により、一人でもコースを周れる
ゴルフ場もあり、大人気のようです。ゴルフをすると久しぶりのためかまだ
絶望感しかありませんが、少しでも楽しめるように頑張って練習したいと思
っているところです。さて弊法人ですが、皆さまのお陰でなんとか 20 周年を
迎えることができました。ありがとうございます。これからも引き続きよろ
しくお願い致します。ところで最近、士業専門の雑誌に事務所紹介のインタ
ビュー記事が掲載されましたのでＨＰ上にアップをしております。事務所を
立ち上げた経緯や、最近の事務所内の仕事の状況など感じ取っていただけま
すのでご興味があればご覧ください。今月もよろしくお願いします。 安藤

1. 採

用
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労働者募集ルールの変更

求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的とした改正職業安定法
が 10 月から施行されました。求人企業向けとしては、
「求人などに関する情報の的確な表示義務化」や「個人情報の取り
扱いルールの整備」が主な改正内容とされています。
本稿では、求人票の記載内容と実際の労働条件が相違していることに関する厚生労働省の調査結果をご案内するととも
に、労働者募集ルールに関する改正内容を概説します。

１．実際の労働条件との相違に係る申出件数等の実態

一定数存在していることが確認できます。

厚生労働省では、ハローワークにおける求人票の記

また同調査によれば、内容別件数では、
「賃金に関

載内容と、実際の労働条件との相違についての申出等

すること」が1,114件（27％）で、全体の3割弱を占

の件数を毎年公表しています。令和2年度以前5年間に

める結果となっています。

おける申出等の件数推移は下表の通りです。

例えば、求人票は「基本給22万円」と記載されて

直近の令和2年度は4,211件で、前年度5,778件に

いたにもかかわらず、実際の労働条件は「基本給18

比べ減少しています。新規求人件数の減少割合より大

万円+○○手当4万円」であり、その手当が固定残業

きく減ってはおりますが、いまだ相違している企業が

代であるというものがその典型とされています。

申出等の件数の推移
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令和元年度
（参考）
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※厚生労働省「ハローワークの求人票と実際が異なる旨の申出等」
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令和2年度

２．変更となる労働者募集のルール
１．求人等に関する情報の的確な表示の義務化
①求人情報や②自社に関する情報の的確な表示が義務付けられます
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません
・求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません
※正確かつ最新の内容に保つ義務…以下の措置を行うなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません
・募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する
・求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう依頼する
・いつの時点の求人情報かを明らかにする
・求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する
２．個人情報の取り扱いに関するルールの整備
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使
用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません

３．さいごに

を高めていく方向性であることが見て取れます。

今回の法改正では「虚偽の表示等を繰り返すような

過去の求人票のままで、現状と相違している内容が

悪質な事業者に対しては立ち入り検査や助言、指導、

掲載されていないかなども含めて、求職者が安心して

改善命令等の措置を躊躇なく実施すること」との附帯

応募できるようにするという観点から、自社の採用活

決議がなされており、求職者保護について今後実効性

動全体を改めて見直してみてはいかがでしょうか。

2. 女性活躍

女性の活躍に関する情報公表

厚生労働省は今年 7 月、「令和 3 年度雇用均等基本調査」の結果を取りまとめ、公表しました。
本稿では、公表された「令和 3 年度雇用均等基本調査」の概要を紹介するとともに、関連して「改正女性活躍推進法」
に基づき義務化される情報公表などの内容をお伝えします。

１．令和3年度雇用均等基本調査

最も高く、
「男女とも採用」は25.6％、
「女性のみ

「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取り扱いや

採用」は24.8%となっています。一方、一般職で

仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を

は「男性のみ採用」が35.2％、
「女性のみ採用」が

目的に、全国の企業と事業所を対象に毎年実施されて

32.7％となっており、採用状況にあまり差はみら

いる調査です。

れませんでした。

ここでは、令和3年10月1日時点での状況を調査し
た結果の一部をご紹介します。

【企業調査】管理職に占める女性の割合
【企業調査】正社員・正職員の採用状況

管理職に占める女性の割合は、部長相当職では

令和3年春卒業の新規学卒者を採用した企業割合は

7.8％（令和2年度8.4％）、課長相当職では10.7％

21.3％と、前回調査（令和2年度20.6％）に比べ

（同10.8％）
、係長相当職では18.8％（同

0.7ポイント上昇しました。採用した企業について

18.7％）となりました。規模別にみると、いずれ

採用区分ごとにみると、総合職については「男女

の管理職割合においても10～29人規模が最も高

とも採用」した企業の割合が45.2％と最も高く、

く、部長相当職の女性管理職割合が14.0％、課長

次いで「男性のみ採用」が41.8％となっていま

相当職が18.2％、係長相当職が23.8％となってい

す。限定総合職では「男性のみ採用」が49.6％と

ます。
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【事業所調査】育児休業取得者の割合
育児休業取得者の割合は、女性が85.1％（令和2年
度81.6％）
、男性が13.97％（同12.65％）となっ
ています。
また、有期契約労働者の育児休業取得者の割合
は、女性が68.6％（令和2年度62.5％）
、男性が
14.21％（同11.81％）となっています。

２．女性の活躍に関する情報公表の義務化
今年の4月から「改正女性活躍推進法」に基づく一
般事業主行動計画の策定・届出と情報公表が、101人
以上300人以下の企業にも義務化されました。
前項のような自社の女性の活躍に関する状況につい
て、次の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単
に閲覧できるように情報公表することが必要とされて
います。

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女の平均継続勤務年数の差異

・男女別の採用における競争倍率

・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された

・労働者に占める女性労働者の割合

労働者の男女別の継続雇用割合

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・男女別の育児休業取得率

・管理職に占める女性労働者の割合

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・役員に占める女性の割合

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間

・男女別の職種または雇用形態の転換実績

・有給休暇取得率

・男女別の再雇用または中途採用の実績

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

※厚生労働省リーフレット「令和4年４月１日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも
義務化されます」（令和4年１月）

３．さいごに

連れた出勤を可能にし、子育てによる離職への対策に

情報公表が義務化された企業規模は101人以上とさ

も取り組みました。ホームページを見ると、平均残業

れていますが、100人以下の企業でも、女性活躍・両

時間や男女比、女性活躍や子育てに関する状況を公表

立支援に積極的に取り組み、ポジティブな結果を得て

しており、その効果もあってか女性の応募者も増えて

いる企業もあります。

いるとのことです。

厚生労働省が紹介している好事例集では、
「男性中

これから企業の現状について積極的に情報を発信し

心の営業部門における女性の積極的採用」と「働きや

ていくことは、従業員の採用に際してより重要な要素

すい職場づくり」に取り組んだ、ガスサービス業の会

となっていくことでしょう。この事例を参考にして、

社の事例が掲載されています。本企業は、昼休みを含

企業規模に関わらない情報公表を考えてみるきっかけ

め3時間まで中抜けできる中抜け休憩制度や子どもを

としていただければ幸いです。

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、１ページ目の「労働者募集ルールの変更」に関連する
豆知識をお伝えします。

Q．
A．

「誤解を生じさせる表示」とはどのような表示を指すのでしょうか。
本文中に記載している固定残業代の記載例のほか、厚生労働省のリーフレットでは、
以下のようなことが例として挙げられています。

業務内容：職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いること
× 営業職中心の業務を「事務職」と表示する
× 契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」など、正社員の募集であるかのように表示する
募集者の氏名または名称：求人企業とグループ企業が混同されるような表示をすること
× Ａ社のグループ会社Ｂ社の求人を「Ａ社は高度な IT エンジニアのスキルを持った方を必要としています」と表示
モデル収入例：必ず支払われる基本給のように表示すること。
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× 【給与】400 万円～【モデル給与】1000 万円～

事務所スタッフより
秋を感じる過ごしやすい季節となってきましたね。ここ数年なかなか遠方への旅行などはできま
せんでしたが、今年の秋は少し遠出をして、静岡県の沼津へ行ってみたいと考えています。
水族館好きの娘と私。今回の目的は「沼津港深海水族館」です。最近は様々な水族館でも深海魚が
見られるようになりましたが、こちらは深海魚が主役の水族館です。
姿や生態がユニークな深海魚は、みんな興味深いのですが、一番のお目当て
は「メンダコ」です。手に乗るくらいの小さいサイズのタコで、パラシュートみたいなふわっとし
たフォルムと耳のようなヒレがキュートです。
（人によっては、深海魚はちょっと気持ち悪いでしょうか。）
メンダコは長期飼育が難しく、沼津港深海水族館でも禁漁期は展示されていないとのこと。10 月中旬からまた展示が始
まるそうなので、そのタイミングで訪れてみたいと思います。

※深海魚が見られるところいえば、静岡市の「東海大学海洋科学博物館」もあります。三保の松原の
近くの水族館です。1 階が水族館、2 階は科学博物館となっていて、博物館では、普通の水族館とは
少し違った海に関連した展示が見られて、ゆっくり楽しめます。残念ながら、2023 年 3 月 31 日で
閉館してしまうようですので、興味がある方は閉館前にぜひ訪れてみてください。

（金井）

すっかり秋めいて、朝晩涼しくなってきました。
６月半ばから、自宅の給湯器が故障し、お湯は出るものの、湯船にお湯が張れなくなっていました。ずっとシャワー生
活だったのですが、先日やっと給湯器が新しくなり、湯船につかれる生活となりました。本格的に寒くなる前になおっ
て良かったな、とホッとするとともに、湯船につかれる贅沢をかみしめています。
故障したばかりの頃、業者の方から「半導体不足で、給湯器の本体が手に入らず、部品を取り寄せるのも時間がかか
りそう」というお話を伺ってはいたのですが、この３か月ですっかりシャワー生活に慣れてしまいました。
夏だったこともあり、
「思い立ったらすぐに入れる」「家族との調整も、短時間なのでほぼいらない」という部分は、
とても快適でした。
弊害は、お湯を張るという習慣がすっかりなくなってしまったことです。お
湯を張っていない状態で、息子に「お風呂入って～」と声をかけてしまい、お
湯を張りながらお風呂に入ってもらう事態となってしまいました。息子もシャ
ワー生活に慣れすぎて、途中まで何も思わなかったそうです（笑）。
今年の冬は寒いらしいですが、ゆっくりお風呂に入って、元気に乗り切りた
いと思います。

（三森）

104-0033
東京都中央区新川 1-10-10
とらい館 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
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