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厚生労働省の「人材開発支援助成金」について、令

和４年 12 月２日より、新コースが創設されるなどの

変更がありましたのでご紹介します。 

 

◆「事業展開等リスキリング支援コース」

の新設 

本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開等

に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習

得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓

練期間中の賃金の一部を助成するものです。 

対象事業主は、①既存事業にとらわれず、新規事業

の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成に取り組む事

業主（例：新商品や新サービスの開発、製造、提供ま

たは販売を開始するなど）、②業務の効率化や脱炭素化

などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応し

た人材の育成に取り組む事業主です（例：ＩＴツール

の活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパー

レス化を進める）。 

支給対象となる訓練は、①企業において事業展開を

行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識

および技能の習得をさせるための訓練、もしくは②事

業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタ

ル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・

カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関 

 

 

 

 

 

連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な

知識および技能の習得をさせるための訓練等です。 

経費助成率は75％（中小企業の場合）、賃金助成額

は１人１時間あたり 960 円（中小企業の場合）です

（助成限度額あり）。 

 

◆「人への投資促進コース」の改正（助成

率の引上げ等） 

本助成金は、デジタル人材・高度人材を育成する訓

練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練（サブス

クリプション型）等を実施した場合に、訓練経費や訓

練期間中の賃金の一部等を助成するものです。今般、

①助成限度額の引上げ、②定額制訓練の助成率の引上

げと対象訓練の緩和、③高度デジタル人材訓練の支給

対象訓練の追加等がされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材開発支援助成金に事業展開等

リスキリング支援コース新設 

 

助成金が新設されることはありがたいこと

です。要件を満たせるのであれば活用なさる

ことをお勧めします。 
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少し古い調査ですが、「60 代の雇用・生活調査」と

いう調査（2020 年公表。JILPT）によると、60 代の

高齢者に占める就業者の割合が上昇しており、調査時

点で仕事をしていた高齢者が 59.0％であったという

ことです。 

日本の労働人口は 2040 年までに 20％減るともい

われています。一方で政府は、年金の支給開始年齢の

70 歳までの引上げを視野に入れているようです。働か

なくてはならない高齢者も増え、労働力人口に占める

働く高齢者の割合も増えることになるでしょう。高齢

になってからも働かなくてはならないというのは確実

なようです。 

 

◆DX・リスキリングの必要性 

いま、DX・リスキリングが必要だということがいわ

れていますが、働く高齢者も例外ではありません。 

DX とリスキリングはセットで考えないと効果があ

りません。帝国データバンクが行った「リスキリング

に関する企業の意識調査」（2022）によると、DX に取

り組んでいると回答した企業のうち８割以上がリスキ

リングにも取り組んでいます。一方、DX にまだ取り

組んでいない企業では３割程度しかリスキリングに取

り組んでいません。 

年齢が上がるとどうしても新しい物事に取り組む意

欲が弱くなり、慣れ親しんだ方法から離れられなくな

るということはあるでしょう。しかし、これからも働

くのであれば、年齢や業種、職層に関係なくＤＸ・リ

スキリングは必須のものとなります。 

 

◆リスキリングとは、つまり…… 

いまだに「神エクセル」や「エクセル方眼紙」が根

強く残っている企業もあるでしょうか。リスキリング

とは、ごく簡単にいえば、新しいデジタルツールの学

習であるともいえます。 

ただ、新しいデジタルツールといってもこれまでの

技術の延長上にあるものですので、仕組みが分かれば

怖いことはありません。高齢労働者がこれまでの職業

経験も活かして、臆せずに新しい知識を吸収していけ

るような取組みが、企業には求められます。 

 

【労働政策研究・研修機構(JILPT) 「60代の雇用・

生活調査」】 

https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/1

99.html 

【帝国データバンク「リスキリングに関する企業の意

識調査」】 

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p

221109.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢労働者にも必要な DX・

リスキリング 

 

高齢者でもデジタルスキルを持つ人は多い

と思います。この年代の人は当時の

NECPC98 を活用した世代だと思います。 
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◆冬の節電要請は７年ぶり 

今冬の電力需給は、全国で瞬間的な需要変動に対応

するために必要とされる予備率３％以上を確保してい

るものの、厳しい状況です。加えて、ロシアのウクラ

イナ侵攻の影響により、エネルギーの安定した調達に

懸念がある状況が続いています。 

このため政府は、12 月１日から来年３月31 日まで

の４か月間、節電要請を行うことを発表しました。冬

の節電要請は2015 年以来７年ぶりで、全国の家庭や

企業に無理のない範囲での協力を求め、数値目標を設

けないとしています。 

 

◆オフィスでの省エネ・節電の取組み

は？ 

資源エネルギー庁は、事業者向けのリーフレットで

「全オフィスで消費電力の１％を節電すると、毎日、

家庭約 10 万世帯が消費する電力と同程度のエネルギ

ーが削減できる」として、以下の取組みを紹介してい

ます。 

〇可能な範囲で執務室や店舗エリアの照明を間引きす

る 

〇長時間離れるときは、ＯＡ機器の電源を切るか、ス

タンバイモードにする 

〇使用していないエリア（会議室、休憩室、廊下等）

は、空調を停止する 

〇重ね着をするなどして、無理のない範囲で空調の設

定温度を下げる など 

 

◆節電プログラムとは？ 

さらに政府は、省エネ・節電の促進のため節電プロ

グラムを８月から実施しています。節電プログラムは、

家庭や企業が小売電気事業者の節電プログラムに参加

（12 月31 日までに登録が必要）し、一定の電力使用

量を削減した場合に特典としてポイントが得られる仕

組みとなっています。 

また、小売電気事業者は、節電プログラムの一例と

して、スマートフォンなどを活用して電力の需要状況

に応じたタイムリーな節電要請を行う「ディマンド・

リスポンス」を実施しています。 

資源エネルギー庁の発表によると、最も電力需要が

高まる来年１月の予備率は東北・東京エリアで 4.1％

となる見通しです。これから一層寒さが厳しくなりま

すが、無理のない程度に節電を心がけることが必要で

す。 

 

【資源エネルギー庁「省エネ・節電特設サイト」】 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving

_and_new/saving/shoene_setsuden/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年以来７年ぶり、冬の

節電要請が始まりました 

 

工夫の冬になるのでしょうか。電気を使用

しない暖房、防寒対策が必要になるのです

が、エコということでよい面もあります。 
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厚生労働省は令和４年 11 月 28 日、賃金のデジタ

ル払い（資金移動業者の口座への賃金支払い）を可能

とする「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」

を公布しました。 

給与の振込先が拡大されるのは 25 年ぶりで、企業

は、労使協定を締結したうえで労働者から同意を得れ

ば、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座

への資金移動による賃金支払い（賃金のデジタル払い）

ができるようになります。厚生労働省は同日、関係通

達も発出し、労働者への説明事項などを記載した同意

書の様式例も提示しました。施行は令和５年４月１日

で、同日から資金移動業者の指定申請を受け付けます。 

 

◆指定資金移動業者の破綻時には保証機

関により労働者に口座残高の弁済が行わ

れる 

改正省令では資金移動業者の指定要件について厳し

く定められており、賃金デジタル支払いはこれらの要

件に係る措置が講じられた資金移動業者の口座に限り

認められることとなっています。口座残高の上限を

100 万円とし、口座残高が100 万円を超えた場合、そ

の日のうちに 100 万円以下にする仕組みが必要です。

また、指定資金移動業者の破綻時には、指定資金移動

業者と保証委託契約等を結んだ保証機関により、労働

者と保証機関との保証契約等に基づき、労働者に口座

残高の弁済が行われることとなっているため、破綻し

たときの全額返済に向け、保証機関と契約しておく必

要もあります。 

◆労働者の同意を得る際の留意事項 

企業が賃金のデジタル払いを実施するには、労働者

の同意が必要です。同意を得る際は、資金移動を希望

する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時期、賃金移

動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座な

どを確認する必要があります。その際に用いられる様

式例を通達の別紙で提示しています。 

 

【厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する

省令」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00

1017141.pdf 

【厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する

省令の公布について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00

1017089.pdf 

【厚生労働省「賃金の口座振込み等について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00

1017090.pdf 

  

令和５年１月から協会けん

ぽの様式が変更されます 

何とかPAYが早くも囲い込みに動き出して

います。ポイントが貯まるというところが

利用者にとっての利点です。 
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厚生労働省から、「令和３年パートタイム・有期雇

用労働者総合実態調査の概況」が公表されました。こ

の調査は、パートタイム・有期雇用労働法の施行後の

状況を明らかにすることを目的として実施されるもの

です。調査結果のポイントは次のとおりです。 

 

◆事業所調査 

○企業におけるパートタイム・有期雇用労働者の雇用

状況 

パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企

業は 75.4％となっている。そのうち「無期雇用パート

タイムを雇用している」企業は 51.4％、「有期雇用パー

トタイムを雇用している」企業は 27.1％、「有期雇用フ

ルタイム」を雇用している企業は 23.2％となっている。 

○パートタイム・有期雇用労働法の施行による待遇の

見直し 

同法が施行された令和２年４月（中小企業は令和３

年４月）以降のパートタイム・有期雇用労働者と正社

員の間の不合理な待遇差の禁止の規定への対応をみる

と、「見直しを行った」企業の割合が 28.5％、「待遇差

はない」が 28.2％となっており、合わせて６割近くに

なっている。一方、「見直しは特にしていない」企業の

割合は36.0％となっている。 

また、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直

しを行った」企業については、見直した待遇の内容は

「基本給」が 45.1％と最も高く、次いで「有給の休暇

制度」が35.3％となっている。 

 

◆個人調査 

○自身と業務の内容および責任の程度が同じ正社員と

比較した賃金水準の意識 

「業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいる」

パートタイム・有期雇用労働者の賃金水準についての

意識は、パートタイム・有期雇用労働者計でみると「賃

金水準は低く、納得していない」が 45.0％と最も高く

なっている。 

○自身と正社員との待遇の相違についての説明要求の

有無及び結果 

令和２年４月（中小企業は令和３年４月）以降の自

身と正社員との待遇の相違の内容や理由について、「説

明を求めたことがある」パートタイム・有期雇用労働

者は 15.1％であり、そのうち「説明があり納得した」

割合は79.7％である。 

詳しくは、下記厚生労働省のホームページをご覧く

ださい。 

 

【令和３年 パートタイム・有期雇用労働者総合実態

調査の概況】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/170-

1/2021/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

「パートタイム・有期雇用

労働者総合実態調査」から 

 

企業、個人ともにパートタイム・有期雇用労

働法の内容を、詳細に理解していない実態

が伺えるように思います。 
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◆冬は労働災害が多発する季節 

冬期は、凍結による転倒、自動車のスリップや視界

不良による交通事故、除雪・雪おろし作業に伴う墜落・

転落・腰痛、暖房器具等による一酸化炭素中毒など、

特有の労働災害（冬期型災害）の発生が懸念されます。

特に転倒災害が多発するために、冬は労働災害が最も

多く発生する季節といわれていますから、寒さが厳し

くなる前に、対策を講じておきたいものです。 

 

◆事業場で取り組む転倒災害対策 

まずは、職場巡視等を行って、事業所内の危険箇所

を把握・特定しましょう。 

凍結が起こりやすいのは、駐車場、屋外通路、建物

出入口です。このような箇所には、表示などを行って

危険を「見える化」するとともに、たとえば雪や水分

を拭き取るためのマットを設置するなど、対策を講じ

ます。 

特に危険なのは、「雪が踏み固められた箇所」です。

降雪時には、雪が積もったままにならないようにする

必要があります。把握しておいた危険箇所について、

除雪や凍結防止対策（融雪剤や砂の散布等）を行うこ

とで、転倒のリスクを減らすことが可能となります。

必要な用具は早めに確保しておくとともに、除雪作業

等を行う場合の墜落・転落、転倒、はさまれ・巻き込

まれ災害等の危険性も事前に特定しておきましょう。 

 

◆従業員の安全意識も大切 

冬の転倒災害は、従業員の意識によっても回避する

ことができます。水濡れをそのままにしておくことが

凍結に、ひいては転倒事故につながりますから、４Ｓ

（整理・整頓・清掃・清潔）を徹底し、水濡れはすぐ

に拭くように意識づけしておきましょう。また、滑り

にくい靴を履く、時間に余裕を持った行動を心がけ小

さな歩幅でゆっくりと歩く、転倒時の怪我を軽減する

ために両手はあけておくなど、「冬の歩き方」について

注意喚起するのも有効です。 

 事業所全体の安全に対する意識を向上させること

により、冬の労災事故の防止に努めましょう。 

 

 

10 日○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

31 日〇法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・

合計表＞の提出 

〇給与支払報告書の提出＜１月１日現在＞ 
 

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。 

1 月の労務と税務の手続 

 

「冬期型災害」に気をつけ

よう！冬の転倒災害対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所より一言 

 DX・リスキリングが必要であることは

理解できます。が、それを売り物にしてい

る企業が宣伝しているほどのものなので

しょうか。そもそも、生産性向上のために

導入したツールが、実際には役に立たない

ことなど、過去にも沢山ありました。業務

改善が画期的にできるのでれば、それに越

したことはありませんが、地道に行ってい

くのも一つの方法ではないでしょうか。 


