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◆令和４年度最低賃金は過去最大の引上

げ 

８月２日、厚生労働省が公表した令和４年度地域別

最低賃金額改定の目安は、同審議会公益委員の見解と

して示された 3.3％を基準とした結果、30～31 円と

いう過去最大の引上げとなりました。 

 

◆目安を上回る額の改定を決定するとこ

ろも 

これを踏まえて各都道府県の地方審議会における改

正の議論が行われ、８月９日までに、27の都道府県で

答申もしくは公示が行われています。このうち、茨城

県、兵庫県、佐賀県、熊本県では、中央最低賃金審議

会が答申した額を上回る 32 円の引上げを決定してい

ます。また、北海道のように目安が 30 円のところ、

31円の引上げを決定したところもあります。 

 

◆中小企業向けの支援策は？ 

一方、中央最低賃金審議会では、企業物価指数が９％

超の水準で推移する中で多くは十分な価格転嫁ができ

ず厳しい状況であること、特に中小企業・小規模事業

者の賃金支払能力の点で厳しいものとなったとの受止

めはされています。 

そのため、答申において、中小企業向けの支援策に 

 

 

 

 

 

関する政府に対する要望も盛り込まれています。 

 

◆業務改善助成金の動向に要注目 

具体的には、業務改善助成金について、原材料費等

の高騰にも対応したものとするなどより実効性ある支

援の拡充、また、最低賃金が相対的に低い地域におけ

る重点的な支援の拡充等が挙げられています。 

具体的な内容はまだ明らかにされていませんが、昨

年度は、最低賃金引上げに対応した業務改善助成金特

例コースの受付が、令和４年1月13日に開始されま

した。最低賃金額の改定は令和４年 10 月以降となり

ます。こうした支援策の動向にも注目しておくとよい

でしょう。 

 

【厚生労働省「令和４年度地域別最低賃金額改定の目

安について」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.ht
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最低賃金 過去最大の引上

げにどう対応する？ 

 

本年は過去最大の引上げとなりました。です

が物価の上昇で、それが帳消しの状態になっ

てしまったのは残念です。 
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◆女性管理職の比率 

「令和３年度雇用均等基本調査」（厚生労働省）の結

果によると、課長相当職以上に占める女性の割合は

12.3％（令和２年度は12.4％）で、係長相当職以上で

は14.5％（同14.6％）と、いずれも0.1ポイント低

下したそうです。 

また、役職別にみた女性の割合は、次のようになり

ました。 

役員21.4％（同20.3％） 

部長相当職7.8％（同8.4％） 

課長相当職10.7％（同10.8％） 

係長相当職18.8％（同18.7％） 

欧米やシンガポール等のアジア諸国で 30～40％近

い国々があるのと比べると、まだまだ低いようです。 

 

◆女性活躍の状況に関する公表義務が拡

大 

現在、女性活躍推進法により、労働者数が101名以

上の事業主に対し、女性の活躍にかかる「行動計画の

策定・公表」が義務化されています。 

内容は、女性の活躍に関する状況把握・課題分析、

数値目標と取組みを盛り込んだ行動計画の策定・届出・

周知・公表などです。 

301 名以上のいわゆる大企業については既に義務

化されていましたが、今年４月にその適用対象が広が

りました。100名以下の企業は、努力義務となってい

ます。 

 

◆いずれは男女の賃金格差の開示義務も

拡大？ 

一方、７月には、従業員が301名以上の企業に対し、

男女の賃金格差を開示することが義務付けされました。

これもいずれ、適用対象企業の範囲が広げられるかも

しれません。 

 

◆採用場面で不利に？ 

適用対象ではないからといって、自社の状況を把握

していないのは今後の人材採用の場面で不利になる可

能性が高まります。来るべき適用拡大に備え、検討を

始めてみてはいかがでしょうか。 

その際には、「短時間正社員制度」、「勤務地限定正社

員制度」、「職種・職務限定正社員制度」などの制度や

残業削減方法など、働きやすい環境づくりについても

併せて考える必要があるでしょう。 

 

【厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r03.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性活躍の状況、採用への

影響もある？ 

 

日本は管理職に占める女性の割合が、先進

国の中ではかなり低いようです。なかなか、

早急に是正とはならない環境です。 
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◆長引くコロナ禍によるメンタルヘルス

の問題 

新型コロナの影響で、様々な面からメンタルヘルス

の問題が取り沙汰されることが増えてきました。長引

くコロナ禍により不安や孤独を感じる人も多いのでは

ないでしょうか。働く人にとっては、労働環境がガラ

ッと変化したことで、メンタルに影響を受けている人

も少なくないようです。 

 

◆小規模の事業所では約半数で対策がと

られていない 

厚生労働省が公表した令和３年「労働安全衛生調査

（実態調査）」の結果によれば、メンタルヘルス対策に

取り組んでいる事業所の割合は、労働者数 50 人以上

の事業所で94.4％（令和２年調査92.8％）、30～49

人の事業所で70.7％（同69.1％）、10～29人の事業

所で49.6％（同53.5％）となっています。 

取組内容（複数回答）をみると、「ストレスチェック

の実施」がその大半を占めており、実施が義務化され

ていない小規模の事業所ではメンタルヘルス対策がと

られていない割合が約半数という結果になっています。 

 

◆仕事や職業生活に関する強いストレス

がある人は５割 

また、同調査によれば、現在の仕事や職業生活に関

して強い不安やストレスとなっていると感じる事柄が

ある労働者の割合は53.3％（令和２年調査54.2％）

となっています。ストレスとなっていると感じるその

内容（主なもの３つ以内）としては、「仕事の量」が

43.2％で最も多く、「仕事の失敗、責任の発生等」

（33.7％）、「仕事の質」（33.6％）、「対人関係（セク

ハラ・パワハラを含む。）」（25.7％）が続いています。 

 

◆実効性のある対策の必要性 

調査では、過去１年間にメンタルヘルス不調により

連続１カ月以上休業した労働者または退職した労働者

がいた事業所の割合は10.1％（令和２年調査9.2％）

との結果も出ています。 

実効性のあるメンタルヘルス対策を講じていくこと

は、企業の人材確保の面でも重要な課題であるといえ

るでしょう。 

 

【厚生労働省「令和３年 労働安全衛生調査（実態調

査）結果の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r03-46-

50_gaikyo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業のメンタルヘルス対策

の取組状況 

 

今の状況でメンタルヘルス対策が必要とな

っています。労働生産性を上げようとした

ら、どうなってしまうのでしょうか。 
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ワーケーションは、仕事（ワーク）と休暇（バケー

ション）を組み合わせた造語で、定義や解釈は様々で

すが、休暇中の滞在先でテレワーク等を活用しながら

仕事をすることを指します。コロナ禍でテレワークが

普及したこともあり、場所にとらわれない働き方の１

つとして注目を集めています。 

日本経済団体連合会（経団連）は、７月に「企業向

けワーケーション導入ガイド」（以下、「導入ガイド」

という）を作成し、企業におけるワーケーションの効

果や実施事例、規程整備のポイントなどを公開してい

ます。 

 

◆導入の効果は？ 

導入ガイドでは、ワーケーションについて「多様な

地域への滞在機会の拡大につながり、観光の活性化や

地方創生の実現に資する可能性をも秘めており、政府

や地方自治体でも、施策の展開が活発に行われている」

と分析しています。また、企業におけるワーケーショ

ンの主な効果として以下を挙げています。 

〇生産性向上 

〇長期休暇取得促進 

〇人的ネットワークの強化 

〇採用力強化・人材確保 

〇健康増進 

 

◆導入には規程の整備が必要 

 また、導入ガイドでは、ワーケーションを働く場

所の決定主体の違いによって「企業型」「個人型」と分

類しています。企業型ワーケーションは、出張・研修

先、会社指定施設でのワーケーションが基本となり、

「テレワーク規程」で地域でのテレワークの許可につ

いて定め、出張＋テレワーク時の旅費の取扱いを明確

にする必要があります。個人型ワーケーションは、働

く場所を本人が自由に選択することができる働き方で、

「ワーケーション規程(仮)」を別途作成することが望

ましいとしています。 

その他、導入ガイドでは、ワーケーションに必要な

労務諸規程について、テレワーク運用規程の改定、労

働時間把握の徹底、柔軟な労働時間制度の活用、労働

災害、費用負担の明確化についての考え方や留意点に

ついて解説しています。導入をご検討の際には、当事

務所にご相談ください。 

 

【日本経済団体連合会「企業向けワーケーション導入

ガイド」】 

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/069_g

uide.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ワーケーションの導入を検

討してみませんか？ 

 

テレワークもワーケーションも、そのため

の規則も必要ですが、その対象者は、けじめ

を持って働くことが重要だと思います。 
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株式会社マイナビが、2022年卒の新入社員800人

を対象にＷＥＢ上で「新入社員の意識調査」を実施し、

その結果が公表されました。特に注目すべき項目につ

いて取り上げます。 

 

◆今の会社を「３年以内に退職予定」は

28.3％、「10 年以内」では51.0％ 

この割合は昨年とほぼ同じですが、ここ数年微増し

ています。最も多い理由に、男性は「転職でキャリア

アップしていきたい」（33.9％）、女性は「ライフステ

ージに合わせて働き方を変えたい」（43.6％）があげら

れます。「定年まで」と答えた割合は、18.5％でした。 

 

◆65.0％が現在「働きがい」を感じてい

る 

働きがいを感じる職場としてあげられたのは、「自身

の成長を感じる」（55.6％）が最も多く、次いで「誰か

（顧客・同僚）の役に立てた」（49.8％）、「褒められる、

労われる」（48.0％）と続きます。意外にも、給料の項

目「自身の働きに見合う報酬が得られている」は

31.1％と低めの結果でした。 

待遇よりも精神面での充実のほうが重要視されてい

るのかもしれません。 

 

◆「テレワークが廃止されても働き続け

る」は約半数 

2022 年の新入社員のテレワーク率は 19.1％と減

少傾向にありますが、現在テレワークをしている人に、

テレワークが廃止されても働き続けるかを聞いたとこ

ろ、51.3％が「働き続ける」、23％が「テレワークで

きる会社に転職する」、残りは「分からない」と回答し

ています。 

一方で、テレワークをしていない人に、テレワーク

ができる環境で働きたいかを尋ねたところ、「働けるな

らテレワークがいい」（50.0％）、「思わない」（43.7％）

と分かれる結果となりました。 

2022 年度の新入社員は、大学での授業や就職活動

など、オンライン上で行うことが通常であった世代な

ので、完全出社という感覚に慣れていない可能性があ

ります。 

完全出社、テレワークを問わず、上司や先輩からの

声掛けにより、コミュニケーションがとりやすくなり、

働きがいや職場定着につながるといえそうです。 

 

【マイナビ転職「2022年新入社員の意識調査」】 

https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertre

nd/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半数以上の新入社員が 10 年以内の退

職を考えている！～マイナビ転職調査 

 

退職というより転職を希望する人が、はっ

きりこんなに多いとは知りませんでした。

発展的転職は良いのではないでしょうか。 
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◆国際的な批判 

技術移転による途上国支援を目的に始まった外国人

技能実習制度は、外国人を安価な労働力として使って

いる実態が指摘され、国際的にも批判を浴びています。 

７月19 日、米国務省は世界各国の人身売買に関す

る2022年版の報告書を発表し、その中で日本では外

国人技能実習制度の参加者が「強制労働」をさせられ

ているとの報告があると指摘。人身売買に関与した悪

質な仲介業者や雇用主の責任を日本政府が追及してい

ないと批判し、４段階評価で上から２番目のランクに

据え置きました。 

 

◆実際の状況 

７月27 日、厚生労働省から「外国人技能実習生の

実習実施者に対する令和３年の監督指導、送検等の状

況」が公表されました。その概要は次のとおりです。 

〇労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、

監督指導を実施した9,036事業場（実習実施者）の

うち6,556事業場（72.6％）。 

〇主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準

（24.4％）、(2)割増賃金の支払（16.0％）、(3)労働

時間（14.9％）の順に多かった。 

〇重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検した

のは25件。 

 

◆制度見直しの表明 

古川法務大臣は７月29 日、技能実習制度の見直しに

向けた論点を発表しました。年内にも政府の関係閣僚

会議の下に有識者会議を設置し、この論点をたたき台

にした具体的な見直しの議論に着手する方針です。政

府は抜本的な制度の見直しを急ぎます。 

発表された論点には、「実習生の日本語能力が不足し、

意思疎通が困難」「不当に高額な借金を負って来日する

実習生の存在」「技能実習生の保護と、受け入れ先企業

の監督を行う監理団体の相談・支援体制が不十分」「転

職の在り方」などの問題点が示されました。 

技能実習生を受け入れている企業は、制度の見直し

を待つまでもなく、まずは法令違反を疑われるような

実態がないかの自主点検も必要でしょう。 

 

 

 

 

 

 

12日○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

30日○健保・厚年保険料の納付 
 

今月号の内容に関しまして、ご不明点などございま

したら、お気軽にお問い合わせください。 

9 月の労務と税務の手続 

 

外国人技能実習制度見直し

の議論に着手 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所より一言 

 今年は6月から異常に暑い日が続きまし

た。世界的に猛暑の傾向があります。また、

乾燥による山林火災がある一方で、大雨に

よる被害も増加しています。日本でも各地

で河川の氾濫が起きています。国土の強靭

化では対策になっていない気がします。 

 今年は行動制限のない夏でした。皆様は

どのように楽しまれたでしょうか。コロナ

とも、そろそろ今までと違った向き合い方

をしていくべきではないでしょうか。 

 


