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経営TOPICS

2018年10月、大手企業の採用面接などの解禁日を定めた“就活ルール”の廃止が日本経済団体
連合会（経団連）から正式に発表され、政府主導によるルールの見直しが始まりました。学生や企
業の混乱を避けるため、当面は大幅な変更をしない方針としていますが、今後の就活ルールの見
直しによっては、中小企業の採用活動にも影響が出そうです。そこで、各企業がどのような対策
を行っていけばよいのか、考察します。

政府主導で“就活ルール”の見直し
今後の中小企業の採用にどんな影響が？

現行の就活ルールと
廃止の理由とは？

　現行の経団連が定める就活ルールでは、大学３
年生の３月に説明会を解禁し、４年生の６月に面
接を解禁、内定は10月としています。しかし、面接
解禁日以前にすでに内定を出している企業も少な
くありません。これは、経団連の会員ではない外資
系企業やIT企業、もしくは１年を通じて採用活動
を行っている企業が早くから内定を出しているた
めです。
　また、経団連の会員であっても優秀な学生を確
保したい企業は多く、就活ルールの形骸化が進ん
でいると言えるでしょう。就活ルールは企業が自
主的に守るものとされており、もし守らなかったと
しても罰則がないことが、この状況を助長してい
ます。

　現在の就活ルールでは６月に面接が解禁され
るので、中小企業の多くは大手企業が内々定を出
した後の７月頃から面接を行っています。これは大
手より先に内々定を出しても辞退されるからです。
　しかし、経団連は新卒一括採用の見直しを目標
としており、今後仮に採用活動が早期化・長期化
した場合、採用しやすい時期が見込めず効率的な
採用活動がむずかしくなります。そうなったとき、
多くの中小企業では、１年を通して、あるいは時期
に限らず採用業務を担当できる人手や資金を確
保できるかどうかが課題となるでしょう。その反
面、時間をかけて学生の持つ資質や能力を見極め
られるというメリットもあります。

　このような状況下で、人材の獲得競争が激しく
なるなか、重要となってくるのが、自社のアピール
力です。
　今では単なる説明会に限らず、たとえば、学生
と企業担当者たちが気軽に交流できるように、焼
肉店やカフェで説明会を開催したり、大学の学生
食堂のトレイに広告を出したりする会社も出てき
ました。さらには、社長が大学に出向き、学生に興
味をもってもらえるように講義を行っている会社
もあります。

　今後の就活ルールの見直しの動きに注目し、自
社をどうアピールしていくか、考えていきましょう。

就活ルールの見直しで
企業にはどんな影響が？

人材獲得競争を
勝ち抜くには？

SNS

交流
イベント

説明会

企業
イメージ
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データで見る経営

全国平均時給が過去最高となり、有効求人倍率も高水準を維持している昨今。しかしその背景
には人口減少による人手不足の深刻化があり、人件費の高騰とあいまって、倒産件数も伸びてい
る状況です。経営者として、この厳しい時代にどう対応していけばよいでしょうか？

全国平均時給874円！
人件費増による経営難を乗り切るには？

出典：厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

　厚生労働省の発表によれば、平成30年度の全
国平均時給は874円。前年度の848円から26円
増え、過去最高額になりました。また、2018年
12月、株式会社東京商工リサーチは、人手不足
を背景にした国内の企業倒産が、今年１～11月
の合計で362件に上り、2013年の調査開始以
降、過去最多を更新したと発表しました。
　これらの主な原因は、国内の人口減少と高齢
化にあると言われ、特に影響の大きい業界に、建
設、宿泊・飲食、IT、介護・看護などがあげられて
います。
　人手が足りないために現職の従業員の負担が
増えて離職を招き、企業は人手の確保のために
給料を上げ、それが経営を圧迫するという負のス
パイラルが起きやすくなっています。
　人材確保を実現しつつ、倒産を回避するため
に経営者ができることは、何なのでしょうか？

　まずは、コストの見直しと同時に、従業員の満
足度、生産性の向上が急務です。従業員一人ひと
りの業務の作業工程を明確化してみると、従業員
間に“業務の漏れとダブり”が存在することに気づ
くはずです。それらの業務内容を最適化すること
が、経費削減や売上アップにつながる可能性があ
ります。また、業務の一部を機械化や外注化した
方が人件費が削減できることもあります。機械化
や外注化で空いた時間に、社員はよりやりがいの
ある専門的な業務を行うことができます。
　経営者の使命は、“従業員の活躍できる環境を
整え、顧客の期待に応えたうえで自社の売上を
アップさせる”ことです。最低賃金の見直しは人件
費確保のためだけでなく、社員のモチベーション
アップにつながる可能性もあります。これを機に、
社員が仕事に前向きに取り組めるような給与体
制、業務体制を検討してみてはいかがでしょうか。

人件費高騰の原因は
人手不足にあった

皆が活躍できる
職場づくりを目指して
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税務・会計2分セミナー

会計や経理に関するもの、人事や労務に関するものなど、保存しなければいけない書類は日々増
えていくばかり……。一体いつ処分すればよいのでしょうか？ 今回は、法律で定められている書
類の保存期間と、おすすめの管理方法をご紹介します。

　会社で扱う書類には法律で保存期間が定めら
れているものがあり、主な書類の法定保存期間
は、下記のように定められています。

（1）保存期間10年…決算書・総勘定元帳　
（2）保存期間（事実上）10年…請求書、領収書、

税務申告書、源泉徴収簿（賃金台帳）、通帳
（3）保存期間５年…従業員の身元保証書、健康

診断個人票
（4）保存期間４年…雇用保険被保険者資格取得

等確認通知書（事業主通知用）、離職証明書
（事業主控）

（5）保存期間３年…労働者名簿、労働保険料申
告書・タイムカード

（6）保存期間２年…健康保険の標準報酬決定通
知書

　また、税務上の帳簿書類の保存期間は原則７
年間です。しかし、損失と現在の利益を相殺する
際は帳簿が必要となり、法定の保存期間より長
く帳簿を保存しておく必要があることから、欠損
金（赤字）の繰越期間は次の通り延長され、帳簿
書類の保存期間が変更されています。

●2011年の税制改正…2008年4月１日以降に
終了した事業年度に生じた欠損金について、繰
越期間が9年とされたことに伴い、帳簿書類の
保存期間が9年に延長

●2015年度、2016年度の税制改正…2018年4
月１日以降に開始する事業年度に生じた欠損
金について、繰越期間が10年とされたことに伴
い、帳簿書類の保存期間が10年に延長

　法人税法と会社法で保存期間が異なります
が、最長の保存期間は10年です。帳簿の書類な
どは年度ごとにまとめて保管し、10年が経過した
ら廃棄していくようにしましょう。

　これまで書類は紙の原本で残しておくことが
必須となっていましたが、1998年施行の『電子
帳簿保存法』により、法人税施行規則第59条第
4項等に規定する『帳簿書類』に該当する場合
は、デジタルデータやスキャン画像での書類保存
が容認されました。また2016年の同法改正によ
り、スマートフォンやデジタルカメラの撮影画像
での保存も可能になっています。
　書類の電子化は、初めは大変かもしれません
が、実行すれば大幅な作業の簡易化・効率化が
期待できるでしょう。
　税務調査時に書類の保存義務違反が明らか
になると、青色申告が取り消され、税務署の推計
で所得税や法人税が課されたりするなど、大き
な不利益を招くおそれもあります。
　日頃からしっかりとした書類の保存管理と、わ
かりやすい整理整頓を心がけておくことをおす
すめします。

その書類、いつまで保存？ 
重要書類の保存期間と管理方法は？

主な書類の保存期間は？

スマートフォンの撮影画像でも
保存ＯＫに

参考文献:
厚生労働省ホームページ
http://www.meti.go.jp/intro/consult/disclosure/data/pdf/14.pdf

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/ans3/03.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
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　厚生労働省が公表した『平成30年就労条件総
合調査の概況』によると、国内の有給休暇取得率
は51.1％。そして世界最大級の総合旅行サイト“エ
クスペディア”が毎年行う『有給休暇国際比較調
査』では、2018年の日本の有給休暇取得率は3年
連続で世界最下位を更新しました。
　この状況を打破するため、2019年4月施行の
働き方改革推進関連法には『年次有給休暇の時
季指定義務化』が盛り込まれています。これによ
り、企業の規模にかかわらず年10日以上の有給
休暇が与えられる労働者に対し、年次有給休暇の
日数のうち５日間について、使用者が時季を指定
して取得させることが義務となりました。もちろ
ん、管理職も対象になります。
　労働者にはアルバイトやパート従業員も含ま
れ、週4日勤務の場合は勤続3年半、週3日勤務の
場合は勤続5年半以上で対象となり得ます。
　使用者が時季を指定する際は、労働者から希
望を聞き、その希望を尊重するよう努める必要が
あります。また、労働者ごとの年次有給休暇管理
簿の作成と3年間の保管も義務づけられました。
なお、対象者に有給休暇の指定・取得をさせな
かった場合は、6カ月以下の懲役または30万円以
下の罰金が科されます。

　計画なしの有給休暇の時季指定は、事業の混
乱を招きかねません。そのために有効なのが、“年
次有給休暇の計画的付与制度”の活用です。これ
は労働者が有給休暇を取得しやすくするために、

会社側が有給休暇の取得日をあらかじめ割り振
ることができる制度です。ただし、有給休暇の日数
のうち、個人が自由に取得できる5日間は必ず残し
ておかなければなりません。
　制度を導入する際は、実施日を（1）会社・事業
所全体での一斉付与、（2）班・グループ別の交代
制付与、（3）年次有給休暇付与計画表による個人
別付与のいずれかに決め、労使協定を結びます。

（１）は大型連休や年末など業務量が少ない時期
があらかじめ予測できる業態でよく用いられ、社員
間の引き継ぎも少ないメリットがあります。
（２）は流通業やサービス業など、（１）のような業
務の一斉停止がむずかしく、定休日を設けにくい
業態でよく用いられています。
（３）の個人別付与は現在あまり利用されていませ
んが、取得率が低い会社では、今後利用が高まり
そうです。

　これまで従業員が自由なタイミングで有休を消
化できていた会社には、慣れるまで戸惑いがある
かもしれません。一方で、今まで有休消化ができて
いなかった会社の従業員は、確実に5日は有休が
取れることになります。
　従業員がしっかり休むことで、仕事への意欲も
上がり、生産効率アップにつながります。よりよい
職場環境の構築を目指すためにも、これを機に有
給休暇取得改革に踏み出してみてはいかがでしょ
うか。

どう備える？
年次有給休暇の時季指定義務化

働き方改革により、
有給休暇取得は義務に

混乱を招かないための
“計画的付与制度” 

世間を賑わす“働き方改革推進関連法”ですが、その中の一つに『年次有給休暇の時季指定義務
化』について触れたものがあります。有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的と
して労働基準法で定められている休暇ですが、時季指定義務化によって何が変わるのでしょうか。



社長が
知っておきたい

法務講座

　内容面や効率面など、自社で対応で
きない業務をフリーランスに外注する場
合、その契約は『業務委託契約』となる
場合がほとんどです。
　『業務委託契約』とは、ある特定の業
務による成果と報酬のやりとりのみを
約束し、当事者間で取り決めた契約を
指します。法律的に正式な名称ではな
く、請負契約や委任契約、準委任契約な
ど、業務を外部に頼む際の契約の総称
です。労働関係法に基づいた『労働契
約』とは異なり、発注者と受注者は、従
属関係のない独立した事業者間の契約
となります。
　受注側が『労働者』に該当しないため、
就業時間や残業代への配慮、雇用保険
や社会保険加入などの必要もなく、会社
としては、管理コストを抑えながら必要
なときだけ業務を頼むことができるとい
うメリットがあります。
　しかし『業務委託契約』で仕事の受
発注が行われていても、働き方の実態
から「これは実際には労働契約ではな
いか」と主張され、残業代請求などをめ
ぐりトラブルに発展するケースも生じて
います。
　では、フリーランスに業務を委託する
場合、どのような点に気をつければよい
でしょうか？

個人のライフスタイルに応じ、働き方も多様化が進んでいます。個人が会社に
雇用されずに、会社から直接業務を請け負う『フリーランス（個人事業主）』も、
その一つの形です。今回は、会社がフリーランスに仕事を依頼する場合、注意
しておきたいポイントをいくつかご紹介します。

　業務委託契約のつもりでも、後 「々こ
れは労働契約だ」と判断されるか否か
は、発注側と受注側の間に、使用者と労
働者のような『使用従属性』が認められ
るか否かによります。判断のポイントは
さまざまですが、代表的な例は下記の通
りです。

・業務に関する指揮命令の有無
雇用契約の場合、使用者は労働者に対
し、さまざまな指示や命令を行うことが
可能ですが、業務委託契約では、発注側
は受注側に指図ができません。
・時間や場所などの拘束の有無
発注側が受注側の勤務場所を指定した
り、就業時間や休憩時間を管理すること
はできません。

　勤務時間や場所、仕事のやり方など
への細かい指示や拘束、残業依頼など
が常態化していれば、形式上は業務委
託契約であっても、労働契約と認定さ
れ、各労働関係法令の厳しい制約が課
せられるおそれがあります。そうなれば、
不測の残業代請求や未払賃金支払請
求を受けるリスクが飛躍的に高まりま
す。業務委託契約を結ぶ際には、あくま
で対等なパートナー関係をつくるという
意識で仕事をしましょう。

そ
れ
っ
て
大
丈
夫
？

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
契
約
を
結
ぶ
際
の
注
意
点

『業務委託契約』でも
その実態はどうか

フリーランスは
対等なパートナーとして
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増客・増収の

ヒント

　株式会社カゴメは、夏季限定トマトジュース『夏
しぼり』販売開始20周年となる2016年、さらな
る購入者増をはかり、ホームページ内にコミュニ
ティサイトを創設しました。
　開始当初は参加型のトマト苗育成企画を実施。
ところが、苗の育成に興味を持つユーザーとのコ
ミュニケーションは深まったものの、購入者数の
アップにはつながりませんでした。
　そこで、商品を使ったレシピや商品開発のコラ
ムなど、読み応えのある情報を絶えず発信し、予
約開始までユーザーの興味を引き付ける工夫をし
ました。その結果、ページ閲覧後に商品購入に
至ったユーザー数は前年に比べ大幅にアップし、
売上も前年比3.8倍を達成しました。

 
 

　インターネット上で商品やサービスの売買がで
きる『ECサイト』を“単に商品を買う場”から“楽し
みながら商品を買う場”に変えて成功を収めたの
が、株式会社クラシコムの運営する『北欧、暮らし
の道具店』です。
　このサイトの特徴は、まるで雑誌を読んでいる
かのように楽しめる商品ページ。販売されている
商品に囲まれた暮らしの風景を伝えながら、商品
紹介にうまくつなげ、「カタログのような理想ばか
りの風景より、リアルな生活をイメージしやすい」
と評判になりました。企業の広めたい世界観も伝
わり、コンテンツマーケティングとして申し分のな
い出来栄えとなっています。

企業と消費者との間に、商品購入や資料請求のきっかけとなる“共感”を創り出す“コンテンツマーケ
ティング”。では、共感で人の心をつかむには、どうすればよいのでしょうか？ コンテンツマーケ
ティングに成功した２社の事例をもとに考察していきます。

　コンテンツマーケティングを成功させたこの２
つの事例に共通するキーワードは、“共感”です。
　それが何であれ、消費者は商品によって「生活
を豊かにしたい」と思っています。その気持ちに寄
り添ったコンテンツを発信し、共感を引き出すこと
ができれば、購入を自然に後押しすることができ
るでしょう。
　ここで企業側が知ってもらいたい商品の情報を
一方的に発信するだけでは、消費者は「押しつけ
がましい」と感じ、かえってその商品を敬遠するよ
うになりかねません。まずはヒアリングやアクセス
解析などを行い、得られたキーワードから、消費
者が自社の商品に求めていることを割り出しま
す。あとは常にそのニーズに応えられる情報を発
信し、その間に商品情報を提供していくようにし
ましょう。
　自社商品から呼び起こせる“共感”には、どんな
ものがあるのか？　今一度吟味してみてはいかが
でしょうか。

前年比3.8倍！
コンテンツマーケティングの
秘訣は“共感” 
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一方通行で終わらない
情報発信がポイント

購入後の生活までをも
想像できるサイトに

飽きさせないコンテンツの工夫が
売上増に

SNS

レシピ集
情報
発信

商品
開発
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　2018年６月、厚生労働省が公表した最新の
『個別労働紛争解決制度施行状況』によれば、前
年度に都道府県労働局に寄せられた、職場におけ
る『いじめ・嫌がらせ』（パワハラ）の相談は、７万
2,067件と６年連続トップの結果に。職場のパワ
ハラがなくならない理由の一つには、今回の相談
のように、加害者として名指しされた人物が会社
への貢献度が高く、ことを荒立てづらいという
ケースもあげられるのではないでしょうか。
　しかし、会社が被害報告を受けたにもかかわら
ず何も動かなければ、そのパワハラが事実だった
場合、会社として被害をもみ消したことになり、加
害者のパワハラも継続することになります。このこ
とがいずれインターネットなどで外部に伝わるこ
とにでもなれば、会社のイメージダウンはまぬが
れません。
　その人物の貢献は評価したうえで、パワハラの
疑いがあれば誠実に調査して、事実であれば責任
を追及する。この姿勢が、ひいては会社自身をリス
クから守るものといえるでしょう。

　まずは、迅速な行動が肝心です。関係者それぞ
れ別々に席を設け、事情を聴きましょう。被害を訴
えている社員に対しては、パワハラ行為について
「その程度のことで？」といった言葉は慎み、「会
社としてしっかり対応する」という態度を示して、

信頼関係の構築に努めます。
　聞き取りのうえ、もしパワハラが事実と確認さ
れれば、加害者へのペナルティはもちろん、被害者
のケアや配置転換など、適切な処分を行います。
　労働契約法第５条で、企業には従業員の安全と
健康に配慮する『安全配慮義務』が定められてい
ます。パワハラが社内で解決できなかったり、被
害の程度が大きい場合、被害者は、パワハラの加
害者へ脅迫や傷害、名誉棄損などの法的責任を問
うことはもちろん、加害を止めなかった会社に対
しても安全配慮義務を怠った使用者責任が問わ
れることがあります。
　たとえば2010年、上司のパワハラ被害を受け
たA社の社員３名が、上司に不法行為、会社に使
用者責任に基づく賠償責任請求をした裁判で、東
京地裁は上告それぞれに10万円～60万円の慰
謝料や治療費の支払いを命じました。また2018
年、名古屋高裁は、社員の自殺は職場のパワハラ
によるものとして、会社と先輩社員に対し約
5,500万円の支払いを命じる二審判決を確定し
ています。
　被害はさまざまでも、間違いなく被害者の心身
にダメージを与えるパワハラ。「絶対に許されな
い」という意識を社内で共有し、社内規定の見直
しなど、パワハラの再発防止に取り組んでいきま
しょう。
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若手社員からパワーハラスメント（パワハラ）について相談を受けました。どうも管理職
に就いている50代の男性社員が行っているようです。その社員は長年我が社に貢献し
てくれている人物で、人となりもよく知っているだけに、指導をするのはためらわれま
す。どう対応するのが最も効果的でしょうか？

貢献度の高い社員にパワハラの疑い
会社として、取るべき対応とは？QA&経営な

んでも

Q
uestion

パワハラ放置は安全配慮義務違反

誠実な対応こそが、会社を救う！

A
nswer

もしパワハラが事実だった場合を考えれば、会社として放置したり、必要な指導をため
らったりすることは禁物です。できる限り迅速に調査をして事態を把握し、対応を協議し
ましょう。また、被害を訴えている社員には、「会社としてしっかり対応する」という態度
を示すことも大切です。
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