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「経営者は、社員の育成について常に考え
なければならない。」 （ジャック・ウエルチ）
彼らを社内の訓練プログラムや、社外の講座に参加
させ、多様な経験や能力の向上につながる任務を
与え、リスクをとることを奨励しなければならない。
それらの活動はただちに成果をもたらすことはないかも
しれないが、絶対に行わなければいけない将来への
投資である。

ワクチン接種時や接種後の体調不良に関
する休暇の取扱いはどうなりますか？

職場における感染防止対策からも、労働者の方が安心し
てワクチン接種を受けられるよう、接種時や、接種後に労
働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度を設
ける対応が望ましいです。その休暇に関して『有給』または
『無給』にするのかについての取り扱いは、事業主が労働
者に不利益にならない範囲であれば、任意に決めることが
出来ます。例えば、事業主が「ワクチン接種に関する休暇
を有給休暇として取り扱う」と決めてしまうと、本来有給休
暇制度は労働者が申し出て取得する休暇となる為、趣旨
が異なってしまいます。そこで有給休暇とは別の『特別休
暇』を設けて対応することをお勧めします。特別休暇の取
得により労働者にとってワクチン接種に関わる休暇を活用
しやすいものになるのではないでしょうか。なお、無給とし
た場合でも「有給休暇を取得することができます」と記載す
ることも可能です。

事業主は職場における労働者のワクチン
接種状況を把握しておいたほうがいいの
でしょうか？

厚生労働省が発表しているワクチン接種後の発熱データに
よると、2回目のワクチン接種後2、3人に1人の割合で37.5℃
以上の発熱があることが発表されています。体調不良にお
ける急なシフト変更や仕事対応に追われない為にも、事業
主は労働者の接種状況について把握しておくことを推奨しま
す。しかし、ワクチン接種状況は個人情報にあたるため、会
社としては本人の同意を得て情報を取得する必要がありま
す。また、取得した情報の利用目的については、「勤務シフト
の配慮等のため」など文書等で社内に通知する事をお勧め
します。

労働者がワクチン接種を受けたことで
健康被害が生じた場合、労災保険給付
の対象となりますか？

労働者の自由意思による接種である以上、業務とは
無関係と評価されますので、通常は労災扱いにはな
りません。（ただし、医療事務従事者や高齢者施設等
従事者は、業務遂行のための必要な行為として認め
られる為労災保険給付の対象となります。）
しかし、健康保険に加入している労働者であれば、
傷病手当金の制度を利用することによって、健康保
険から給付を受けることができます。

その他気になることがございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。

ワンポイントアドバイス

有給休暇と特別休暇の違いってなに？

有給休暇・・・

特別休暇・・・ 特別休暇は、事業主が労働者に福利厚生の一つとして与
える休暇のことをいいます。法律で定められておらず自由
に付与することができます。
特別休暇の例としては、慶弔休暇、結婚休暇、リフレッシュ
休暇などがあります。特別休暇は、法律で定められていな
い為、有給または無給にするのかは会社ごとに決めること
ができます。

賃金が支払われる休暇日のことをいいます。

有給休暇の取得は労働者に認められた権利であり、労働
者が申出をした希望日に取得ができます。但し、会社のシ
フトの関係などで事業主が労働者に調整を依頼することは
可能です。
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1.よくある相談事例
①時季の指定と実際の取得

Ａ.会社の時季指定による年休の付与は、会社
が5日分の年休の時季を指定しただけでは足り
ず、実際に基準日から1年以内に5日取得させ
ていなければ法違反として取り扱われます。
　労働基準監督署から是正に向けての指導を
受けるほか、場合によっては、罰則の適用を受け
て処罰される可能性もあるため、確実に年5日
は取得させることができるよう、チェック体制を
確立することが求められます。
②年の途中で退職する従業員

Ａ.Ｑにあるような従業員についても、年5日の
年休を取得させる必要があります。ただし、基準

日から1年間継続して休業している場合や、基準
日から5日以内に退職する場合など、会社の義
務の履行が不可能な場合についてまで法違反
を問うものではありません。

③時季指定する年休の単位

Ａ．時季指定に当たって、従業員の意見を聴い
た際に、半日単位での年休の取得の希望があっ
た場合には、半日単位で取得することとしても
差し支えありません。なお、時間単位で取得した
年休は、時季指定する5日から控除できず、時
季指定もできません。

2.時季指定を行う場合の
注意点

　年休の取得時季を指定する場合、従業員数
10人以上の事業場では根拠となる条文を、就
業規則に定める必要があります。少なくとも時
季指定の対象となる従業員の範囲、時季指定
の方法の2点は記載が必要になります。
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年休の取得義務化と
時季指定にまつわる相談事例
2019年4月から年次有給休暇 」休年「、下以（ という）の取得が義務化され、会社は年10日以上
の年休が付与される従業員について、年5日の年休の時季を指定することにより確実に取得させ
ることが求められるようになりました（従業員が自ら取得した年休は時季指定する5日から控除
可能）。ここでは、年休の取得義務化と取得時季の指定について、よくある相談を事例形式にて
確認しておきます。

Ｑ .年 5日の年休の時季指定をしたが、年
5日以上取得できない従業員がいた場合、
法違反に問われますか。

Ｑ .基準日からの 1年間に休業期間がある
従業員や、途中で退職する従業員について
も、年 5日の年休を取得させる必要があり
ますか。

Ｑ .会社が年休の時季指定をする場合に、
半日単位での年休としてもよいですか。

　年休が付与される基準日に合わせて時季指定をすることや、１年の途中で取得した日数を確認
して従業員に自らの取得を促したりすることで、年の終わりに取得が進んでいないというような事
態を避けることができます。年の終わりに慌てることのないように、計画的に年休の取得を進め
ていきましょう。



1. 運転免許証等の
写しの省略

　高年齢雇用継続給付金の申請をする際は、
支給対象者が60 歳以上65 歳未満の被保険
者であることを確認するため、運転免許証や住
民票の写し等の被保険者の年齢を確認する書
類の添付が求められていました。
　この取扱いについて、マイナンバーを届け出て
いる被保険者については、ハローワークで年齢
の確認ができるため、2021年8月1日以降、添
付が不要となりました。
　対象となる申請書は、「高年齢雇用継続給付
受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続支給
申請書」です。
　なお、マイナンバーの届出については、番号法
（行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律）および雇用保
険法において義務となっています。

2. 通帳等の写しの省略
　育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢
雇用継続給付金は、被保険者自身の銀行口座
に振込まれることから、最初の支給申請に当た
り、通帳やキャッシュカードの写し等（払渡希望
金融機関確認書類）を添付することになってい
ます。
　この取扱いについて、2021年8月1日以降、
電子申請によって申請をするときには、原則とし
て添付が不要となりました。手書きで申請書を
作成する場合は、引続き添付する必要がありま
す。
　対象となる申請書は、「育児休業給付金受給
資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請
書」、「介護休業給付金支給申請書」、「高年齢雇
用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇
用継続支給申請書」です。
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雇用保険手続きで一部省略できる
免許証・通帳等の写しの添付
社会保険や雇用保険の手続き等では、各種証明書類等の添付が求められるものがあります。今
回、雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で省略となりまし
た。その内容を確認しておきましょう。

　添付が不要となることで、従業員や手続きの担当者の手間は減りますが、申請書に記載する
内容について、より一層、正確な内容が記載されているかを確認する必要があります。また、す
べての添付書類が不要になるわけではありませんので、従業員から提出してもらうべき書類を整
理しておきましょう。
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2022年10月から始まる
パートタイマーへの社会保険適用拡大
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

今後、社会保険に加入すべきパートさんの基準が変更になると聞きました。当社も対象に
なるのか気になっています。
社会保険は正社員のほか、一定の要件を満たしたパートタイマー等（短時間労働者）も加
入することになっていますが、2022年10月以降、この加入するべき基準が変更になりま
す（社会保険の適用拡大）。現時点の短時間労働者の加入要件を確認すると、①週の所
定労働時間が20 時間以上あること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の
月額が88,000 円以上であること、④学生でないこと、⑤従業員数が501人以上の事業
所（特定適用事業所)であること、の5点があります。

当社は従業員数が少ないので、正社員の労働日数・労働時間数の4分の3という従来か
らの基準で判断しているのですね。
はい、そうです。今後、この⑤の基準が、2022 年10月から従業員数101人以上、2024
年10月から従業員数51人以上の事業所へと拡大されます。該当する事業所であるかを
判断する際の従業員数は、厚生年金保険の被保険者数を用います。

なお、冒頭で説明した②「雇用期間が1年以上見込まれること」についても、2022年10
月から「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」に変更されます。

当社の厚生年金保険の被保険者数は約110人であるため、この状況が継続すれば2022
年10月から該当しますね。

そうですね。パートタイマーの中には、健康保険の被扶養者（国民年金の第三号被保険
者）として勤務を希望する人も多くいるかと思います。社会保険の適用拡大により被保険
者となる方を把握し、その方たちに早めに、社会保険に加入することになる旨の説明が必
要となります。

なるほど。なるべく早めに対応します。

社会保険の適用拡大は、パートタイマーだけでなく会社としても社会保険料の負担が大
きくなります。厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」で社会保険加入に関する
説明資料を公開し、また、社会保険料の負担額のシミュレーションができるようにしてい
ます。これらもぜひ活用してください。

承知しました。当社では影響は少ないかと思いますが、今後対象者が出てくるかもしれま
せんので、気を付けておきます。

①特定適用事業所の要件が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業
　員数51人以上の事業所へと変更される。
②社会保険の適用拡大に向けて、新たに被保険者となるパートタイマーへの説明等の準備を
　進めておくとよい。

ONE 
POINT

北出社労士



1.育児休業給付の概要
　雇用保険の被保険者である従業員が育児休
業を取得し、一定の支給要件を満たしたときに
は、育児休業開始前の給与額に応じた育児休
業給付金が従業員に支給されます。
　この育児休業給付金は、育児休業を延長した
際も一定の要件を満たしていれば、支給対象期
間が延長され、引続き支給されることになってい
ます。

2. 延長時の2つの要件
　育児休業を延長する理由の大多数は、子ども
が1歳に達するときに保育所等に入所できない
というものです。
　この際、育児休業給付金の支給対象期間が
延長となるものは、「職場に復帰するために保育
所等の入所を希望し申込みをしたものの、子ど
もが１歳に達する日の翌日（誕生日）に保育所
等に入所できない場合」に限定されています。具
体的には、次の2つが要件となります。

　育児休業給付金の支給対象期間について延
長の申請を行うときは、これらを証明する書類
の添付が必要となります。待機児童が多い地域
等では、入所申込みを行おうと市区町村に問い
合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、
実際の申込みを行わないような事例もあります
が、問合せをするだけでは支給対象期間延長の
対象にはなりません。
　また、入所申込みの際に、入所希望日を１歳
の誕生日の翌日以降とした場合は、原則として
支給対象期間の延長はできません（申込みの
時点で誕生日までの入所が締め切られていた場
合等の例外的な取扱いあり）。
　なお、1歳6ヶ月から2 歳までの育児休業を
延長する場合の支給対象期間の延長にかかる
要件の確認も同様に行われます。
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従業員に注意を促したい育児休業
給付金の支給対象期間の延長
従業員は会社に申し出ることで、原則として子どもが1歳に達するまで育児休業を取得すること
ができます。また、保育所等へ入所できない等の一定の理由があるときには、最長、子どもが2歳
に達するまで育児休業を延長することができます。今回は育児休業を延長する際に、支給対象
期間が延長となる育児休業給付金の注意点について確認します。

①市区町村で保育所等の入所申込みを　 
　行っている
②入所申込み時の入所希望日が１歳の誕生 
　日以前となっている

　厚生労働省は支給対象期間の延長が認められない事例を示したリーフレットを公開し、手続き
に誤解のないよう注意喚起をしています。本来、子どもを保育所等に預けて育児休業から復帰す
るかは、従業員個人の選択にはなりますが、育児休業は延長するものの、育児休業給付金の支
給対象期間の延長が認められないというような事態とならないように、従業員にしかるべき手続
きを促すとよいでしょう。



賃上げ実施は40％以下
　上記調査結果から、業種別の賃金改定状況
をまとめると表1のとおりです。
　2021年1～6月に賃金引上げを実施した事
業所割合（以下、賃上げ実施割合）は全体（産
業計）で36.3％、2020年から4.9ポイント減
少しました。賃金引下げを実施した事業所割合
は、2020年と同じ1.5％です。7月以降も賃金
改定を実施しない事業所割合は、2020年か
ら6.7ポイント増加の48.8％でした。7月以降
に賃金改定を実施する予定の事業所割合は、
13.5％となりました。
　業種別の2021年の賃上げ実施割合では、
最も高いのは学術研究，専門・技術サービス業
の43.2％です。その他は30％台の業種が多い
状況です。なお、製造業以外は2020年より賃
上げ実施割合が減少しました。7月以降も賃金
改定を実施しない割合では、宿泊業，飲食サー
ビス業と生活関連サービス業，娯楽業が60％
を超えました。

平均賃金改定率は3％
　賃金引上げ実施事業所の平均賃金改定率を
まとめると、表2のとおりです。

　

　産業計は3.0％で2020年より0.2ポイント
増加しました。業種別では学術研究, 専門・技
術サービス業の4.4％が最も高くなりました。
　2021年は全体の約50％が賃金改定を実施
せず、賃上げ実施割合も低下するなど、新型コ
ロナウイルスの影響が賃金改定にもあらわれて
います。 

2020年 2021年 増減

産業計 2.8 3.0 0.2
製造業 3.0 3.1 0.1
卸売業，小売業 2.5 2.7 0.2
学術研究，専門・技術サービス業 3.7 4.4 0.7
宿泊業，飲食サービス業 3.4 2.8 -0.6
生活関連サービス業，娯楽業 3.0 2.5 -0.5
サービス業（他に分類されないもの） 3.0 3.1 0.1
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2021年の賃金改定状況
今年7月に厚生労働省から、最低賃金改定の参考資料として、令和3年賃金改定状況調査結
果※が発表されました。ここではこの結果から、今年の賃金改定状況をみていきます。

厚生労働省「令和3年賃金改定状況調査結果」より作成

【表1】業種別賃金改定実施状況（％）

【表2】賃金引上げ実施事業所の平均賃金改定率
（％、ポイント）

厚生労働省「令和3年賃金改定状況調査結果」より作成

1～6月に賃金引上げを
実施した事業所

1～6月に賃金引下げを
実施した事業所

7月以降も賃金改定を
実施しない事業所

7月以降に賃金改定を
実施する予定の事業所

2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
産業計 41.2 36.3 1.5 1.5 42.1 48.8 15.1 13.5
製造業 32.3 33.3 2.1 0.7 53.3 51.8 12.4 14.2
卸売業，小売業 48.1 38.8 1.5 1.2 32.6 44.6 17.7 15.4
学術研究，専門・技術サービス業 46.2 43.2 1.6 1.9 45.5 43.8 6.8 11.1
宿泊業，飲食サービス業 28.3 23.8 1.1 1.6 55.6 61.6 14.9 12.9
生活関連サービス業，娯楽業 30.7 19.7 0.9 4.2 46.4 61.7 22.0 14.3
サービス業（他に分類されないもの） 41.6 33.3 1.5 1.3 43.7 53.3 13.1 12.1

※厚生労働省「令和 3年賃金改定状況調査結果」
　令和 3年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会（第 2回）の資料として公表された、一定の基準で抽出した全国の 30人未満の 15,641事業所を対象
にした調査（回収率は 31.9％）です。表のデータは四捨五入の関係で合計が 100にならない場合があります。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19605.html

2021年は全体の約50％が賃金改定を実施
せず 賃上げ実施割合も低下



利用割合は約7割に
　上記調査結果から、2020年時点のクラウド
サービス利用状況をまとめると表1のとおりで
す。

　全社的に利用している、一部の事業所または
部門で利用しているを合わせると、7割近い企
業がクラウドサービスを利用しています。2016
年時点では5割未満だったことから、利用が進
んでいることがわかります。

ファイル保管・データ共有 
での利用が進む

　利用割合の高いクラウドサービスをまとめる
と表2のとおりです。

　　
　　　
　
　　　

　ファイル保管・データ共有の割合が最も高
く、電子メールとともに50％を超えました。社内
情報共有・ポータル、スケジュール共有も40％
を超えています。

利用する理由
　クラウドサービスを利用する理由をまとめる
と、表3のとおりです。

　場所、機器を選ばずに利用できるから、資産、
保守体制を社内に持つ必要がないからという
理由が40％を超えました。災害時のバックアッ
プとして利用できるからという理由も、3位に
なっています。

　なお、クラウドサービスの効果については、非
常に効果があった、ある程度効果があったとす
る割合を合わせると8割を超えています。まだ
導入していない企業でも、導入できそうな部分
やできた方がよい部分からでも取組んでみては
いかがでしょうか。
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企業のクラウドサービス利用状況
新型コロナウイルスの影響でテレワークを導入した企業が増えました。それに伴いクラウドコン
ピューティングサービス（以下、クラウドサービス）も利用が増えているものと思われます。ここで
は今年6月に発表された調査結果※から、企業のクラウドサービス利用状況をみていきます。

全社的に利用している 39.3
一部の事業所または部門で利用している 29.2
利用していないが、今後利用する予定がある 10.1
利用していないし、今後利用する予定もない 16.0
クラウドについてよく分からない 5.1
無回答 0.3

【表1】クラウドサービスの利用状況（％）

総務省「令和2年通信利用動向調査」より作成

ファイル保管・データ共有 59.3
電子メール 50.2
社内情報共有・ポータル 44.7
スケジュール共有 43.7
給与、財務会計、人事 37.7

【表2】利用しているクラウドサービス
上位5つ（複数回答、％）

総務省「令和2年通信利用動向調査」より作成

場所、機器を選ばずに利用できるから 45.5
資産、保守体制を社内に持つ必要がないから 42.3
災害時のバックアップとして利用できるから 38.1
安定運用、可用性が高くなるから 37.3
サービスの信頼性が高いから（情報漏えいなど対策） 29.3

【表3】クラウドサービスを利用する理由
上位5つ（複数回答、％）

総務省「令和2年通信利用動向調査」より作成

※総務省「令和 2年通信利用動向調査」
　公務を除く産業に属する常用雇用者規模 100人以上の企業を対象に、2020年（令和 2年）8月末時点の状況を調査しています。なお、クラウドサービスとは、
ネットワーク上に存在するサーバやアプリケーションなどをインターネット等を経由して、利用者がサービスとして使用できる技術をいいます。詳細は次のURLのペー
ジから確認いただけます。https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html

非
常に効果があった、ある程度効果があったとす
る割合を合わせると8割を超えています



最低賃金
の引き上げ

社会保険
標準報酬月額
の変更

福井県の現在の地域別最低賃金は８３０円です。
令和３年１０月からは２８円引き上げられ、８５８円になる予定です。
時給者だけでなく、月給者等の最低賃金割れにもご注意ください。
月給者の最低賃金の算出方法は右のＱＲコードからご参照ください。

算定基礎により決定した標準報酬月額が９月分社会保険料より適用になります。
9月に支給される給与で9月分の社会保険料を控除している事業所は変更が必要です。
令和３年7月、令和３年8月、令和３年９月に月額変更のあった方は、算定基礎では
なく、月額変更により決定された等級が優先となります。

新入社員

フォローアップ研
修について

9月21日は、B’zのデビュー日！
ということで、B’zのガチオタ高倉が

担当するこのコーナー！当然B’ｚネタです
LIVE-GYM会場のガチャは会場限定が出るまで
回しますよ！！！ガチオタ高倉がお届けする
秋の夜長に聞きたい、

厳選10曲をご紹介！

ALONE
Release 1991.10.30

野外ライブだったLIVE-GYM’95 BUZZに
参戦したとき夕焼けがきれいな中で
聴いた時には感動しました！

今夜月の見える丘に
Release 2000.09.09

キムタク主演のドラマ主題歌だったことで
ご存知の方も多いはず！
曲を聴くとその情景が浮かぶ名曲です。

憂いのGYPSY
Release 1991.11.27

アルバム IN THE LIFE に収録。
恐ろしく女々しい男性心理が
垣間見えます。

Shower
Release 1997.11.19

アルバム SURVIVE に収録。
稲葉さんと交友のあった勝新太郎さんを
思って書かれた歌詞はジーンとします

月光
Release 1992.10.28

アルバム RUN に収録。
無償の愛について
考えさせられます。

マジェスティック
Release 2019.5.29

ポッキーのCMソングですね。
大切なものはなんなのか。
考えさせられます。

それでもやっぱり
Release 2017.11.29

それでもやっぱり、
昔に戻りたいという女々しい感じが
前面に出ています。稲葉さんの
歌詞は女々しいものが多い気が
します・・・

泣いて 泣いて 泣きやんだら
Release 1997.11.19

泣いてすっきりしちゃおうよっていう
歌詞が気分を切り替えたいときにぴったり。

Baby, you're my home
Release 1992.10.28
すれ違って傷つけちゃったけど、
君しかいないんだよって
歌っています。よく考えたら、
モラハラ気味ですね・・・

OCEAN
Release 2005.08.10

海上保安庁全面協力のもと撮影された
PVは見ごたえあります！

最後に参戦したLIVE-GYMが2019年6月29日のサンドームでした。
感染症が収束し、以前のようにLIVEーGYMに参戦できる日が来ることを願います。
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愛車のナンバーは当然１７８！

デビュー30周年記念の
シングルCDコンプリートBOXと
５ERASのコンプリートBOX

毎年好評の新入社員フォローアップ研修の受講生を今年も募集中です。
入社からの半年を振り返って、自分がどれだけ成長したのか、今の自分の課題は
何なのかを確認することで、先輩となる2年目に向けての意欲向上につなげます。
詳細は同封のチラシまたはHPをご覧ください。https://wp.me/p9UC4u-RC


