
短時間労働者に対する
生 保険・健康保険の適用拡大について
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1.社会保険適用拡大の目的
給与支給を受けているが、社会保険の恩恵を受けられない非正規労働者にも社会保険を適用し、セーフ

ティーネットを強化することで、社会保険の「格差」を是正する。

社会保険制 における、働かない方が になるような 組みを除 することで、特に 性の就業意
を促進して、今後の人口減少社会に備える。

社会保障・税一体改革の中で、2014 の 合意による 正を て法 （公的 制 の財政基 及
び 低保障 能の強化などのための国 法等の一部を改正する法 （ 能強化法）が した。

《健保組合への影響緩和措置》
短時間労働者など、 が低加入者が多く、その保険 負担が重い 保険者( 通業・ 業・ 業等

が加入する健康保険組合)に対し、その負担を 減する 点から、加入者割の間、 が低い加入者の後期支
拶 ・ 付 の負担について、被扶養保険者間で く分かちあう特 処置を拗入し、適用拡大によって生
じる保険者の負担を緩和する。
→健保組合の負担はどのように変わるでしょうか？？？

《改正内容》

常用労働者
の3/4以上の
労働時間

①週20時間以上
②月額 8.8万円以上
③勤務期間１ 以上 みあり
④学生は適用除外
⑤従業員 501人以上の企業 ※

３ 以内に検討を加え、
その結果に基づき、
必要な処置を講じる。
（法 に明記）

対象者数：約25万人

※適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定
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《適用拡大による健康保険組合への影響》
通業・ 業・ 業など、短時間労働者の割合が高い業種は、加入者への平均 も

の業種と比較して低い傾向がある。
このような業種の保険者では、短時間労働者の適用拡大で、さらに が下がる一方、

保険給付費等の負担が増えるなど、保険者財政の負担が大きくなる。

短時間労働者の割合が低い業種では、適用拡大で被扶養者が脱退することにより、その被扶
養者の保険給付費と高齢者 費などの 出 の負担が減るため、保険者財政が改善する。

適用拡大で財政が悪化する保険者
業種： ー ス、 通、 業など
特徴： が低く、保険 が高い

新たな加入者の保険 収入で、
保険給付費等の増加を賄うことができない。
→保険財政が悪化。

適用拡大で財政が改善する保険者

業種：パート雇用がほとんどいない
特徴：給与が相対的に高い

（ 保険 が相対的に低い）

被扶養者が脱退することにより、保
険給付費などが減り、保険財政が改善。

総報酬総報酬

現在の加入者現在の加入者 新規加入者新規加入者

ひ
と
り
当
た
り
の

報
酬
額

ひ
と
り
当
た
り
の

報
酬
額

保険給付費・高齢
者 費などの
出 の負担

保険給付費・高齢
者 費などの
出 の負担

加入者が増えることにより、
保険給付 などの負担が増える。
加入者が増えることにより、
保険給付 などの負担が増える。

ひ
と
り
当
た
り
の

報
酬
額

ひ
と
り
当
た
り
の

報
酬
額

現在の加入者現在の加入者

総報酬総報酬
保険給付費・高齢
者 費などの
出 の負担

保険給付費・高齢
者 費などの
出 の負担

被扶養者が脱退することにより
保険給付 などの負担が減る。
被扶養者が脱退することにより
保険給付 などの負担が減る。

保険料収入保険料収入 保険給付支出保険給付支出

総報酬

現在の加入者 新規加入者

ひ
と
り
当
た
り
の

報
酬
額

保険給付費・高齢
者 費などの
出 の負担

加入者が増えることにより、
保険給付 などの負担が増える。

ひ
と
り
当
た
り
の

報
酬
額

現在の加入者

総報酬
保険給付費・高齢
者 費などの
出 の負担

被扶養者が脱退することにより
保険給付 などの負担が減る。

保険料収入 保険給付支出
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２．適用拡大の５つのポイントについて
改正のポイント

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

② の月額が88,000円以上であること

③ 勤務期間が１ 以上 まれること

④ 学生を適用除外とすること

⑤ 規模501人以上の企業（特定適用事業所）を
強制適用対象とすること

ポイントについて、次ページ以 で確認！

4
SATO社会保険労務士法人



改正ポイントをもっと詳しく知る

① 週の所定時間労働時間が20時間以上であること① 週の所定時間労働時間が20時間以上であること

適用基準を満たすか否かは「所定労働時間」により判断する。
１週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、
その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。

→加入するか・しないかは、雇用契約書等の書面の時間だけで判断される。
残業時間で週20時間を超えても、加入基準は満たさない！

下記に記載する、週の所定労働時間がわかりにくい場合には雇用保険の加入基準と同じ取扱になる。

●所定労働時間が１ヵ月単位で定められている場合。
（１ヵ月の所定労働時間×12/52で計算し判断）

●特定の月の所定労働時間に 外的な 短がある場合。
（特定の月を除いた通常月のケースで上記計算式で判断）

●所定労働時間が１ 単位で定められている場合。
（１ 間の所定労働時間÷52で計算し判断）

●１週間の所定労働時間が短期的かつ
周期的に変動する場合。
（加重平均で1週間労働時間を計算し判断）

《参考》 雇用保険法
第 に る者については、この法 は、適用しない。

二 １週間の所定労働時間が２０時間未満である者
（この法 を適用とすることとした場合において、第４３
第１項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者
を除く。）

《参考》 雇用保険法
第 に る者については、この法 は、適用しない。

二 １週間の所定労働時間が２０時間未満である者
（この法 を適用とすることとした場合において、第４３
第１項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者
を除く。）

《参考》 雇用保険法
第 に る者については、この法 は、適用しない。

二 １週間の所定労働時間が２０時間未満である者
（この法 を適用とすることとした場合において、第４３
第１項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者
を除く。）

11週間の
労働時間を
算出して判断
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② の月額が88,000円以上であること② の月額が88,000円以上であること

週給、日給、時間給を一定の計算方法により月額に換算した額が、88,000円以上である場合をいう。

「雇用 期間が１ 以上」とは下記の場合をいう
●期間の定めがなく雇用される場合
（正社員など）

●雇用期間が１ 以上である場合
（ 新 み りの契約社員など）

●雇用期間が１ 未満であるときは、aとb両方に該当する場合を除き、被保険者となる。
a．雇用契約書その 書 において、その契約が 新される旨、

または 新される場合がある旨明示されていないこと
b．当該事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されているものについて 新等により

１ 以上雇用された実 がないこと

③ 勤務期間が１ 以上 まれること③ 勤務期間が１ 以上 まれること

つまり・・・基本給＋固定的手当の1ヶ月合計が88,000円を上回る場合だけ、対象となる

→加入するか・しないかは、雇用契約書等の書面の 額だけで判断される。
残業手当を入れて88,000円を超えても、加入基準は満たさない！

6

：3 間の 新期間上限のある雇用契約
2016/10/01時点で
1 目、2 目⇒勤務期間が1 以上 まれる
3 目⇒勤務期間は1 未満

A． 時に支払われる （結 手当など）
及び１月を超える期間 とに支払われる （賞与など）

B．所定時間外労働、所定休日労働及び 夜労働に対して支払われる （割増 など）
C． 低 法において参入しないことを定める （ 勤手当、通勤手当及び 手当）

A． 時に支払われる （結 手当など）
及び１月を超える期間 とに支払われる （賞与など）

B．所定時間外労働、所定休日労働及び 夜労働に対して支払われる （割増 など）
C． 低 法において参入しないことを定める （ 勤手当、通勤手当及び 手当）

これらの手当は、
加入判断の には
含めない！

これらの手当は、
加入判断の には
含めない！

A． 時に支払われる （結 手当など）
及び１月を超える期間 とに支払われる （賞与など）

B．所定時間外労働、所定休日労働及び 夜労働に対して支払われる （割増 など）
C． 低 法において参入しないことを定める （ 勤手当、通勤手当及び 手当）

これらの手当は、
加入判断の には
含めない！

加入となった場合には、上記B及びCの1ヶ月 額を めて、標準報酬月額を計算する。
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④ 学生を適用除外とすること④ 学生を適用除外とすること

大学、高等学校、 学校の か、各種学校（ が１ 以上のものに限る）
各資格職の養成学校などの教育施設に在学する生徒または学生は適用対象外。

ただし、下記に掲げる者は、被保険者となる。
A．卒業 み証明書を する者であって、卒業前に就職し、

卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者
B．休学中の者
C．大学の夜間学部及び高等学校の夜間などの定時制の過程の者

特定適用事業所（規模501人以上の企業）とは？

⑤ 規模501人以上の企業を強制適用対象とすること⑤ 規模501人以上の企業を強制適用対象とすること

7

一般的な雇用保険
の基準と同じ

（１）501人以上にカウントされる者は

生 の被保険者人数（上限69歳まで）でカウントします。

⇒健康保険の被保険者人数／ 加入が まれる被保険者人数⇒関係ありません。

（２）500人 を ったり勵たりしている場合は

「１ のう 6月以上、500人を超えることが まれる場合に特定適用事業所」

※8ページを参照ください
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9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

《特定適用事業所の該当基準についての運用イメージ》

職権適用 ⇒ 4月職権適用 ⇒ 4月500人超500人超500人超500人超

9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月 ４月 ５月 ６月 7月 ８月 ９月

500人超500人超 500人超500人超

500人超500人超

500人超500人超

500人超500人超

500人超500人超

500人超500人超 500人超500人超 500人超500人超 500人超500人超 500人超500人超

11

11

11

11

500人超500人超 500人超500人超

22

22

22

22

33

33

33

33

44

44

44

44 55

55

55

55

推奨推奨

推奨推奨

推奨推奨

66

66

※推奨の対象とはならない※推奨の対象とはならない

職権適用職権適用

職権適用職権適用

推奨推奨

8

11 22 33 44 55 66

※ 月：「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお らせ」が 拧から拡付されます。
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（３）雇用保険や社会保険の適用事業場単位で判断はしません！

保険関係が複数事業場に分かれていて、1つ1つが501人未満であっても
加入となる可能性があります。 （個人・地方公共団体等の説明は割愛します。）

法人の場合、事業主は法人であるため、同一法人に属する適用事業所の人数を合計します。
ただし、社 が同じ会社は人数を合計しません。

本社

300人

本社

300人

A支社

150人

A支社

150人

B支社

100人

B支社

100人

飯田橋HW

千代田年金
飯田橋HW

千代田年金
札幌HW

札幌西年金
札幌HW

札幌西年金
梅田HW

大手前年金
梅田HW

大手前年金

適用となる適用となる

A株式
会社
400人

A株式
会社
400人

飯田橋HW

千代田年金
飯田橋HW

千代田年金

飯田橋HW

千代田年金
飯田橋HW

千代田年金

B株式
会社
300人

B株式
会社
300人

どちらも適用とならないどちらも適用とならない

同一法人で支店に分かれているケース同一法人で支店に分かれているケース 社長は同じだが別法人としているケース社長は同じだが別法人としているケース

本社

300人

A支社

150人

B支社

100人

飯田橋HW

千代田年金
札幌HW

札幌西年金
梅田HW

大手前年金

適用となる

A株式
会社
400人

飯田橋HW

千代田年金

飯田橋HW

千代田年金

B株式
会社
300人

どちらも適用とならない

同一法人で支店に分かれているケース 社長は同じだが別法人としているケース

被保険者人数のカウントは「法人番号」単位です！
SATO社会保険労務士法人



標準報酬月額の追加とその影響 特定適用事業所の取り扱い 正社員の3/4基準の し

生 保険の標準報酬月額
の追加（下限の引き下げ）

下限 98,000円→88,000円

28.10の段階で、 事務所に されて
いる報酬額が93,000円未満の方↓
標準報酬月額が88,000円に で変
11月給与から新標準報酬月額で控除

特定適用事業所となった会社は、その後、
被保険者数が常時500人以下となった場合
であっても、引き続き特定適用事業所に該
当するものとみなす。

事業主が、現に保険に加入している社員の
４分の３以上の同意を得て、特定適用事業
所から除いてほしいと申出をした場合は、
特定適用事業所に該当しなくなったものと
して取り扱う。

【改正前】
①１日または１週の所定労働時間および１
月の所定労働日数が概ね４分の３以上
②被保険者として取り扱う事が適当な場合
は、就労形態・職務内容等を総合的に勘案
し、被保険者の適用を判断すること
↓
【改正後】
①１週の所定労働時間および１月の所定労
働日数が４分の３以上
②廃止

就業規則や雇用契約等で定められた
所定労働時間および
所定労働日数に即した判断
↓
個別案件ごとの実態判断はしない！
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⑥ これ以外の法改正事項⑥ これ以外の法改正事項

88,000円
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⑦ その 、事務 方法などで追加となる事項⑦ その 、事務 方法などで追加となる事項

特定適用事業所に該当したとき（501人以上になった）
特定適用事業所に該当しなくなったとき（501名未満になった）際の届け出

法人単位で、特定適用事業所の該当or 該当を判断することとしており、
その届出については、その法人を代表する事業所（本社等）から届け出るものとする。

短時間被保険者の資格取得の届け出

今回の適用拡大で、新たに社会保険に加入する人のことを「短時間被保険者」といいます。
特定適用事業所の該当・ 該当を判断するにあたり、一般の被保険者数の把握が必要です。
このため、資格取得届について、
一般の被保険者であるか短時間被保険者であるかの区分を届出頂くための項目が設定されます。

一 被保険者と短時間被保険者間の の変 の届出

特定適用事業所の該当・ 該当を判断するにあたり、一般の被保険者数の把握が必要です。
もし短時間被保険者の雇用条件が変 され、一般の被保険者となるような場合には、
被保険者資格の得喪ではなく、 変 の届出が必要となります。
当然、逆の場合にも同様の届出も必要になります。

新規適用届出等への届出事項の追加

法人を単位として、特定適用事業の該当・ 該当を判断するため、
新規で法人を社会保険適用させる場合には、新規適用届等に
会社法人 号（ 号法施 後は、法人 号）の記載が追加されます。

11

ここが
重要です！
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■勵 の算定基礎届には
確実に影響します。要注意！！

■月額変 届には、いつから
影響するのか未定！！

■ 短時間被保険者に関する適用手続き

一般被保険者と短時間被保険者とで一般被保険者と短時間被保険者とで
算定基礎届に記載する対象月が なります。
基礎日数 17日以上⇒11日以上
計方法や計算ルールの しが必要です。

SATO社会保険労務士法人

H29.07の算定手続きを なう には、 、
「算定基礎届の手引き」をご確認ください。

17日 11日

区分変 と月額変 の関係は？

算定基礎届・月額変 届に算定基礎届・月額変 届に
記載する支払基礎日数
●一般：17日以上
算定基礎届のみ
●パート：15日以上
（17日以上が1月も無い場合）

追加
●短時間：11日以上



3．具体的な対象者像
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現在国 3号の
収130万円未満の

短時間労働者
（パートタイマー）

従業員
■健康保険
・配偶者の扶養から削除
・健康保険加入
→▲保険 発生
→○保険給付受給可能

■ 保険
・第3号被保険者から削除
・ 生 加入
→▲保険 発生
→○ の 増額

現在 未加入の
短時間労働者
（再雇用者など）

従業員
■健康保険
・国保／任継／特退
から削除

・健康保険加入
→▲保険 発生
→○保険給付受給可能

■ 保険
・ 生 加入
→▲保険 発生
→○ の 増額
→▲現在受給中

との支給調整このほか・・・
■配偶者の会社から
支給される
家族手当の減額
が考えられます。
配偶者の会社の
支給条件により
なります。

会社
■健康保険

・健康保険加入
→▲保険 発生
→▲保険関係事務の増加

■ 保険

・ 生 加入
→▲保険 発生
→▲保険関係事務の増加

会社
■健康保険

・健康保険加入
→▲保険 発生
→▲保険関係事務の増加

■ 保険
・ 生 加入
→▲保険 発生
→▲保険関係事務の増加

保険 はかか
るけど、怪我
や出産の時は
給付 がもら

える

SATO社会保険労務士法人
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モデルケース
（月収88,000円） 保険 （現 額から算出） 増える 額（目 ）

40 加入 月額８,000円／ 額96,000円／total3,840,000円 月額19,300円／ 額231,500円 × 終身

20 加入 月額８,000円／ 額96,000円／total1,920,000円 月額 9,700円／ 額115,800円 × 終身

1 加入 月額８,000円／ 額96,000円 月額 500円／ 額5,800円 × 終身

⇒16 7ヶ月で保険 が回収できる計算
65歳から受給⇒81歳7ヶ月で回収

⇒16 7ヶ月で保険 が回収できる計算
65歳から受給⇒81歳7ヶ月で回収

上記は 拧発 のリーフレットから
※健康保険 ・ 保険 のことが一 れられていません。
実 の負担額は、健康保険 、 保険 を合計した 額となります。

SATO社会保険労務士法人
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① 会社の方針の決定（どのような働き方を認めるか）① 会社の方針の決定（どのような働き方を認めるか）

４．事前に会社が なっておいたほうが拖いこと

働き方の多様性をどこまで認めるか？
時間単位で働く労働者の所定労働時間

・ 時間パート 常用労働者の3/4以上の労働時間
・適用拡大パート 20時間 常用労働者の3/4未満の労働時間

（8.8万円以上）
・雇保のみパート 20時間 常用労働者の3/4未満の労働時間

（8.8万円未満）
・非加入パート 20時間未満

増える業務

• 雇用契約書拻
• 就業時間拻
• 区分変 拻

得られるメリット

• 従業員満拒 の 上
• 従業員定 の 上

多様な働き方を認めた場合に得られるメリット･増える業務は･･･

SATO社会保険労務士法人
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②職場やその上 に、 拙者 等を共 し、
①で決めた方針にそって、
今後の勤務時間を「増やす」「減らす」「そのまま」を検討
・増やす場合の業務準備等
・減らす場合の代 人員や の社員への協 等

を職場全体で協議し対応するのが望ましい

③本人への説明は、②の勤務時間検討の に なうのが現実的
多様な働き方を選択する場合、その勤務パターンを提示し、
勤務イメージ･給与イメージ・保険加入等の条件を
すり合わせておくのが望ましい
「そのまま」であれば、給与支給がどのように変わるのか、
保険給付の内容などをレクチャーしておく

★ここでの対応を誤ると、従業員の退職へと繋がる可能性もあるので、
勤務時間の検討段階で、きちんと主旨を説明すること

②職場やその上 に、 拙者 等を共 し、
①で決めた方針にそって、
今後の勤務時間を「増やす」「減らす」「そのまま」を検討
・増やす場合の業務準備等
・減らす場合の代 人員や の社員への協 等

を職場全体で協議し対応するのが望ましい

③本人への説明は、②の勤務時間検討の に なうのが現実的
多様な働き方を選択する場合、その勤務パターンを提示し、
勤務イメージ･給与イメージ・保険加入等の条件を
すり合わせておくのが望ましい
「そのまま」であれば、給与支給がどのように変わるのか、
保険給付の内容などをレクチャーしておく

★ここでの対応を誤ると、従業員の退職へと繋がる可能性もあるので、
勤務時間の検討段階で、きちんと主旨を説明すること

② 候補者のいる職場やその上 との 合せ
③ 候補者本人への説明
② 候補者のいる職場やその上 との 合せ
③ 候補者本人への説明

SATO社会保険労務士法人
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④ 算計上（社会保険 負担額増加 ）
⑤ スケ ールの確認、事務 増加 の担保
④ 算計上（社会保険 負担額増加 ）
⑤ スケ ールの確認、事務 増加 の担保

④短時間被保険者の発生⇒11月30日支払いの保険 が増加する
加入者人数とその標準報酬月額の確認
⇒会社負担分の増加保険 みを予算計上しておく
⇒賞与を支給した場合も、賞与保険 が 除され 付が必要！

⑤ ① ④までのスケジ ールを組み、確実に実施する
これら「会社のやるべきこと」について、誰がいつ実施するのか
その事務 も勘案し、対応方法を検討する

また、加入者人数によっては、10月以 に
・社員からの問い合わせ数の増加
・ 種手続き事務 の増加

も予 されるので、その み時間と 数確保も必要となる

④短時間被保険者の発生⇒11月30日支払いの保険 が増加する
加入者人数とその標準報酬月額の確認
⇒会社負担分の増加保険 みを予算計上しておく
⇒賞与を支給した場合も、賞与保険 が 除され 付が必要！

⑤ ① ④までのスケジ ールを組み、確実に実施する
これら「会社のやるべきこと」について、誰がいつ実施するのか
その事務 も勘案し、対応方法を検討する

また、加入者人数によっては、10月以 に
・社員からの問い合わせ数の増加
・ 種手続き事務 の増加

も予 されるので、その み時間と 数確保も必要となる

SATO社会保険労務士法人
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① 二以上勤務者の発生 事務負担増大！① 二以上勤務者の発生 事務負担増大！

５．今後 される事項

A株式
会社
600人

飯田橋HW

千代田年金

飯田橋HW

千代田年金

B株式
会社
550人

88,000円 95,000円

183,000円円円円
保険 はいくら？
保険証はどちら？

A社 B社 合計 標準報酬
給与額 88,000 95,000 183,000 180,000

健保 介護 厚年 合計
全体保険料 17,928 1,422 33,088 52,438

A社 合計 按分率
88,000 183,000 0.48

A社保険料 健保 介護 厚年 合計
A社全体 8,605 683 15,882 25,170
本人 4,303 342 7,941 12,586
会社 4,302 341 7,941 12,584

B社 合計 按分率
95,000 183,000 0.52

B社保険料 健保 介護 厚年 合計
B社全体 9,323 739 17,206 27,268
本人 4,662 370 8,603 13,635
会社 4,661 369 8,603 13,633

按分計算

按分計算

保険 は下記のとおり
保険証は選択だが一般的にはB社
保険 は下記のとおり
保険証は選択だが一般的にはB社

SATO社会保険労務士法人
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② グループ会社間での取扱い② グループ会社間での取扱い

A株式
会社

1,000人

A1株式
会社
550人

A2株式
会社
100人

適用

適用 適用外
短時間被保険者が･･･

● A社で採用されたあと、A2社に転籍となった場合･･･資格喪失

● A１社とA2社は労働条件が同一なのに、A社資格取得、B社手続無し

● A2社で採用されたあと、A2社がA社に吸収合併・・・資格取得

500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大へ
(H28.08.09時点で審議中)

確かに法 の
とおりだけれど、
何かが変？

SATO社会保険労務士法人


