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今週のことば

ＮＦＴ (非代替性トークン )
複製等が容易なデジタルデータに対し

て、暗号資産と同様にブロックチェーン技

術を用いた所有証明を付加し唯一性を担

保する。デジタルコンテンツでの利用拡大｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ４／１８(月) 友引　発明の日、科学技術週間

 　　１９(火) 先負

 　　２０(水) 仏滅　穀雨、郵政記念日

 　　２１(木) 大安

 　　２２(金) 赤口　３月の消費者物価指数（総務省）

 　　２３(土) 先勝

 　　２４(日) 友引　フランス大統領選・決選投票

先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 4/11(月) 26,822 ▼164   125.24 ▼1.20

   12(火) 26,335 ▼487   125.52 ▼0.28

   13(水) 26,843 △508   126.05 ▼0.53

   14(木) 27,172 △329   125.33 △0.72

   15(金) 27,093 ▼ 79   126.45 ▼1.12

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

　現在、従業員数５０１人以上の企業（特定適用事業

所）で働く一定のパート・アルバイト等の短時間労

働者は、社会保険（厚生年金・健康保険）の適用対

象となっていますが、本年１０月から１０１人以上の

企業で働く短時間労働者に拡大されます（令和６年

１０月からは５１人以上の企業）。対象拡大の影響を

直接受けない企業でも、自社で働く従業員の扶養に

入っている配偶者が該当する場合などは、被扶養者

から外れることになりますので、確認しましょう。

◆特定適用事業所に該当するかの判定は

　本年１０月から従業員数１０１人以上の企業が特定

適用事業所に該当することになりますが、従業員数

とは厚生年金の被保険者数（適用拡大の対象となる

短時間労働者等は除く）で判断します。

　なお、法人の場合は同一の法人番号を有する全事

業所の被保険者数となります（個人事業所は個々の

事業所ごと）。

◆社会保険の適用対象となる短時間労働者とは

　特定適用事業所で働く短時間労働者であり、以下

のすべてに該当する方は、本年１０月から新たに社会

保険の適用対象となります。

①週の所定労働時間が２０時間以上……契約上の所

定労働時間であり、残業時間は含みません。

②月額賃金が８.８万円以上……基本給及び諸手当で

算定し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みませ

ん。なお、年収では１０６万円以上となります。

③２ヵ月を超える雇用が見込まれる……現行の雇用

期間要件（１年以上見込まれる）が見直され、「２

ヵ月を超える見込み」となります。

④学生ではない……休学中や夜間学生は対象です。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５１５

領収書や契約書に課せられる印紙税

　印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規

定された課税文書（１～２０号）に対して課せられ、

原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙

を貼り付け、印章又は署名で消印することによっ

て納付します（紙文書の現物を交付した場合が対

象のため、メール等で発行した文書には不要）。

　１号（不動産売買契約書等）、２号（工事請負

契約書等）、１７号（領収書等）は、消費税額を区

分記載することで消費税額を除いた金額が記載金

額となります。例えば、領収書は記載金額５万円

以上が課税対象ですが「商品代金５３９００円（う

ち消費税４９００円）」のように区分すれば、記載

金額は４９０００円となり印紙税は課せられません。

所得税等の振替納税を利用する方は

　令和３年分の申告所得税及び個人事業者の消費

税について振替納税を利用している場合、期限（所

得税３月１５日、個人消費税３月３１日）までに申

告した方の振替日は、所得税が４月２１日、個人消

費税が４月２６日となりますので、引き落とし口座

の残高不足等にご注意ください。

　なお、新型コロナ等の影響により簡易な方法で

期限延長の申請を行った方の振替納税については、

所得税が５月３１日、個人消費税が５月２６日が振

替日となります。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000 へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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発行日２０２２年 ４月１８日(月)



情報ＢＯＸコード２０１５１５                     ２０２２．４．１８ 

令和 4 年 10 月からの短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 

 平成 28 年 10 月から、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大されたことに

より、従業員数 501 人以上の特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、4

分の 3 基準（週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の 4 分の 3 以上であること）

を満たさない場合でも一定の要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被

保険者となりました。 

 令和 4 年 10 月 1 日より、対象となる特定適用事業所の要件などが見直しとなり、従業員数

101 人以上の企業に拡大します。また、令和 6 年 10 月からは従業員数 51 人以上の企業が対象

となります。 

◆特定適用事業所となる企業の判定 

 令和 4 年 10 月 1 日から特定適用事業所となる企業の従業員数が 101 人以上となりますが、

特定適用事業所に該当するか判断する際の従業員数は、「厚生年金保険の被保険者の総数が常時

101 人以上」か否かにより判定します。今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や 70 歳以上

で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。 

 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被

保険者の総数によって判定し、個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の

被保険者の総数によって判定します。 

 また、常時 101 人以上とは、厚生年金保険の被保険者の総数が 12 ヵ月のうち 6 ヵ月以上

101 人以上であることが見込まれる場合を指します。 

◆新たに社会保険の適用対象となる短時間労働者とは 

 令和 4 年 10 月 1 日より、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となるのは、特定適用事

業所で働く短時間労働者であり、以下の全ての要件を満たす方となります。 

①週の所定労働時間が 20 時間以上であること 

 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。また、契約上 20 時間に満

たない場合でも、実労働時間が 2 ヶ月連続で週 20 時間以上となり、なお引き続くと見込まれる

場合には、3 ヶ月目から保険加入とします。 

②月額賃金が 8.8 万円以上（年収 106 万円以上※）であること 

 月額賃金の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の賃金は含まれません。 

＊臨時に支払われる賃金（結婚手当等） 

＊１月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等） 

＊時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金（割増賃金

等） 

＊最低賃金において算入しないことを定める賃金（精皆勤手当、通勤手当及び家族手当） 

※月額賃金が 8.8 万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定し、年収

106 万円以上というのはあくまで参考の値です。 

③2 ヵ月を超える雇用の見込みがあること 

 現行の雇用期間要件（雇用期間が 1 年以上見込まれること）が見直され、2 ヵ月を超える雇用

の見込みがあることが要件となります。なお、日々雇用されている方や、2 ヵ月以内の期間を定め

て使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものについては、

被保険者の適用除外の規定に基づき被保険者資格を判断することとなります。 

④学生ではないこと 

 休学中や夜間学生は加入対象となります。 

◆要件早見表 

対象 要件 現行 令和 4 年 10 月～ 令和 6 年 10 月～ 

事業所 事業所の規模 常時 501 人以上 常時 101 人以上 常時 51 人以上 

短時間労働者 

労働時間 
週の所定労働時間が

20 時間以上 
変更なし 変更なし 

賃金 月額 88,000 円以上 変更なし 変更なし 

雇用期間 
1 年以上雇用される見

込み 

2 ヵ月を超えて雇

用される見込み 

2 ヵ月を超えて雇

用される見込み 

適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし 


