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確定拠出年金法の改正について
今年1月より確定拠出年金法の一部が改正され、個人
型確定拠出年金の加入対象が拡大されました。今回の
法改正によりほぼすべての方がどんな就業状態、雇用
形態にあっても生涯を通じて原則 60 歳まで確定拠出
年金の掛金の拠出を続けられることになります。制度
普及のため、個人型確定拠出年金の愛称が iDeCo（イ
デコ）と決まるなど、これから加入者の増加が見込ま
れます。そこで今回は、従業員が iDeCo の加入者と
なった場合に会社として必要となる事務手続き等につ
いてご紹介いたします。
……………………………………………………………………………………

■ Point1：従業員が iDeCo に加入した場合に会社が
行う事務手続きについて

【第 3 号被保険者（専業主婦（夫）等）の加入について】
　今回の法改正により国民年金第３号被保険者も iDeCo
に加入できるようになりました。この場合に会社として
注意すべきことは、年末調整の際の所得控除です。iDeCo

完全失業率
（10 月）
3.0％

（前月と同率）

有効求人倍率
（季節調整値）
1.40 倍

（前月に比べて 0.02 ポイント上昇）

就業者数
（季節調整値）
6,455 万人

（前月差 6 万人増加）

定期給与
266,802 円

（前年同月比 0.1％増）
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①
（加入時）

②
（加入時）

③
（年１回）

④
（毎 月）

⑤
（年 末）

iDeCo の加入者となる従業員（2号被保険者）を使
用する事業所は、国民年金基金連合会に事業所登録
をする必要があります。

加入を希望する従業員から提出される事業主証明書
に必要事項を記入する必要があります。

加入者の資格の有無について確認する書類が届きま
すので、事業主証明をする必要があります。

加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国
民年金基金連合会に掛金を納付する必要があります。

所得控除がありますので、加入者が個人払込を選択
した場合は年末調整の小規模企業共済項目での所得
控除が必要になります。

（厚生労働省資料より）

の掛金は加入者本人のみ所得控除の対象とすることがで
きます。掛金の払込を行ったのが従業員との理由で配偶
者の控除証明書が提出された際に誤って控除の対象とす
ることのないように気をつけましょう。

■ Point2：企業年金制度がある会社でも iDeCo 加入
が可能に

　従来の法律では、会社に企業型確定拠出年金制度が
ある場合には、個人型確定拠出年金に加入することが
できませんでした。今回の法改正により、会社が拠
出する掛金の上限が3.5 万円かつ iDeCo に同時に加
入できる旨を規約に規定することにより、従業員が
iDeCo に加入できるようになりました。会社がマッ
チング拠出※を行っている場合は、iDeCo の加入はで
きません。また、厚生年金基金がある会社でも新たに
iDeCoに加入が可能となりました。

※マッチング拠出：事業主掛金の範囲内で従業員が掛金を
拠出する制度のこと

■ Point3：企業型確定拠出年金制度導入を検討して
みる

　確定拠出年金は、平成13年から始まった企業年金制
度です。それまでは企業側の負担が大きい確定給付型の
年金しかなく、企業規模が小さいところでは十分に利用
されていませんでした。確定拠出年金は会社もしくは個
人が拠出した金額を加入者の自己責任の下で運用し、原
則60歳以降にその運用成績に基づいた給付を受け取り
ます。比較的どんな会社でも導入しやすい制度とされて
います。また転職しても自分の資産として持ち運べるこ
とが大きな特徴であり、求人を行う際に会社に企業型確
定拠出年金があるということは、採用活動時に有利に働
くと考えられます。この機会に制度導入をご検討されて
みてはいかがでしょうか。
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　昨年は年央に Brexit（英国の EU 離脱）が世界を驚か
せましたが、年末には不動産王ドナルド・トランプ氏が
米大統領に当選し、激震が走りました。日本の金融・証
券市場では、選挙前に「もしトラ」（もしもトランプが大
統領になったら）というジョークが流行っていたそうで
すが、ジョークではなくなってしまい、氏の一挙手一投
足を固唾を呑んで見守っています。
　国際社会が最も不安に感じているのは、世界最強の軍
事力を背景に、トランプ政権がどのような安全保障政策
を打ち出してくるかでしょうが、これは私の専門分野で
はないので、今後の米国税制改革の方向性について述べ
させていただきたいと思います。
　名門シンクタンクである Tax Foundation の分析によ
れば、トランプ陣営が昨年発表した税制改革プランには、
下記のような特徴があります。
　① 子育て費用の所得控除の拡大なども盛り込まれてい
るが、総じて富裕層および大企業に有利なプランになっ
ている。
　② 連邦所得税および連邦法人税を大幅に軽減すると
同時に、課税ベースは拡大する。（連邦所得税最高税率
39.6% → 33%、連邦法人税最高税率 35% → 15%）
　③ 遺産税（日本の相続税に相当）を廃止する。
　④ 法人の海外利益の米国還流は、10%のみの課税とする。
　⑤ これにより、連邦政府の税収は、10 年間で約 4 ～ 6
兆ドル減少する見込みである。
　⑥ 全ての所得階層の平均で、税引き後所得の増加が予
想される。トップ 1% の所得階層では、最大約 20% の税
引き後所得の増加が予想される。
　トランプ氏自身が‘Tax Revolution for US Businesses’
と呼ぶほどドラスティックな案になっており、そのまま
での実行は困難とも思えます。例えば、法人税率 15% と
いうのは、日本のタックスヘイブン対策税制の対象にな
ることを意味します。

●

　それでも、8 年間のオバマ政権とは全く方向性の異な
る税制改革が試されることは確実です。新年とともに、
税の分野でも新しい世界に突入することになり、対米進
出日本企業への直接的な影響も避けられません。備えて
おきたいものです。

《編集後記》新年明けましておめでとうございます。おせち料理、食べましたか？
皆さんは年末年始をどのように過ごしましたか？ 今年は年末年始の海外旅行者が 3 年ぶりに増加したようなので海外で過ごした
方も多いかもしれません。私は、ここ数年は年末の片付けとおせち料理作りに奮闘した年末年始を過ごしています。そして、栗き
んとんをつまみにワインを飲んで過ごすのが楽しみになっています。もともと日本食を世界に広めたのはフランスだとも言われ、
フレンチと和食には繊細な味付けや見た目の華やかさなどの共通点もあります。和食は飲むお酒や雰囲気に合わせて様々な料理に
変化させることができるので、ワインとの相性もバッチリです。近年、お正月におせちを食べるという文化が薄れてきていますが、
洋風のおせちなども登場したことで、お酒や料理の種類等を変えながらおせち料理を楽しむことができるので、新年を祝う日本の
伝統文化を大切にしていきたいですね。そして、おせちを食べた後はまた 1 年マメに働き、仕事に勤しんでいきたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願いします。

「もしトラ」と新しい世界

２
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雇用保険適用拡大について 
～平成 29 年 1 月 1 日からの対応～

No.2 でもご紹介した高年齢者の雇用保険の適用拡大に
ついて、今回は届け出漏れ等の恐れのある実務の注意
すべきポイントについてご紹介したいと思います。
……………………………………………………………………………………

■ Point1： 65 歳以上の労働者で雇用保険未加入者は
いませんか？

　昨年までに採用した労働者で採用時に65歳以上のた
め雇用保険適用除外だった方について、1月1日から新
たに被保険者としての資格取得手続きが必要です。現在
雇用中の 65 歳以上の方が雇用保険に入っているかご確
認ください（加入要件は一般被保険者と同じです。週 20
時間以上月 31 日以上の雇用見込み）。
　届け出期限は通常、被保険者となった日の属する翌月
10日までに提出が必要ですが、特例で平成29年 3月
31日までに届け出すればよいこととなっています。

■ Point2：雇用保険料は徴収すべき？
　Point １で新たに加入した被保険者、また現在年度の
初日に64歳以上のため雇用保険料が免除となっている
被保険者からしばらくの間雇用保険料を徴収する必要は
ありません（平成31年度まで）。
しかし、平成 32 年 4 月 1 日以降は雇用保険料を徴収
する必要がありますのでご注意ください。

■ Point3：被保険者になるメリットは？
　今回の改正の背景には当然65歳以上の就業者、求職
者が増加していることがあり、65歳以上の方も無職の
場合は失業者としての保障が必要であるということがあ
げられます。よって、以前は１度きりしか受給できなかっ
た高年齢者求職者給付金が失業の都度受給できることが
一番大きなメリットといえるでしょう（6カ月以上の被保
険者期間を満たした場合に限る）。その他、教育訓練給付、
育児休業給付、介護休業給付も今回の改正により支給対
象となります。

＊

　65歳以上の対象者がいる場合、制度の変更の説明の機
会を持つとよいかもしれません。また企業側は社会保険
の適用拡大と合わせ、今回の雇用保険の適用拡大に伴う
社会保険料の増大について把握する必要があるでしょう。


