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求人サイト等の運営に関するルールが
整備されます

◆求人広告件数は回復傾向
公益社団法人全国求人情報協会の集計結果
で、10 月の求人広告の職種分類別件数が全
体で 922,904 件となり、前年同月比＋20.2％
と増加しています。雇用形態別でも、正社員
が同＋41.1％、アルバイト・パートが＋
11.8％、契約社員他が＋19.1％と、求人が回
復傾向を見せています。
◆ハローワークより求人サイト等経由で採用
決定に至る求職者が多い
同協会が厚生労働省の研究会に提出した資
料によれば、求人メディア（折込求人紙、フ
リーペーパー、求人情報 WEB サイト等）経
由での採用決定が 37.6％、ハローワーク経由
での採用決定が 12.0％と、雇用仲介事業者が
労働市場における存在感を増しています。
◆ルール未整備の中、トラブルも
一方、こうした求人メディアの利用をめぐ
るトラブルも増えています。
例えば、広告等で示された条件と異なる内
容が含まれていないかを求職者が確認する労
働契約締結前の労働条件明示に関するトラブ
ル、個人情報の取扱いをめぐるトラブル、ハ
ローワークに求人を提出した企業が広告の無
料掲載を持ちかけられ、無料期間終了後有料
契約に自動更新されて高額な掲載料を要求さ
れたりするトラブルなどが確認されていま
す。
事業者の中には苦情・相談体制が整ってい
ないところもあり、安心して利用できる仕組
みづくりが求められています。

◆来年の通常国会に職業安定法の改正案を提
出予定
12 月８日、こうした状況を受けて労働政策
審議会が厚生労働大臣に対し、ルールの整備
に関する建議を行いました。厚生労働省で
は、この建議を踏まえて職業安定法の改正法
案要綱を作成するとしており、来年の通常国
会への法案提出が予定されています。
【公益社団法人全国求人情報協会「求人広告
掲載件数等集計結果（2021 年 10 月分）」】
https://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research
/
【厚生労働省「第 15 回 労働市場における
雇用仲介の在り方に関する研究会」資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19107.h
tml
いまどき就活生の意識の変化と企業選び
のこだわりとは？

◆就活生の意識の変化
長期化するコロナ禍で、学生の就職意識は
どのように変化しているのでしょうか。
就職情報大手のディスコの調査によると、
2021 年 10 月１日の正式内定解禁日における
2022 年卒の学生の内定率は、前年（88.6％）
よりはわずかに下回るものの、88.4％でし
た。同社の 2023 年卒学生に向けたモニター
調査では、１学年上の先輩（2022 年卒）と比
較して、就職戦線をどう見ているかという質
問に対して、「非常に厳しくなる」7.1％、
「やや厳しくなる」44.0％と、厳しくなると
答えた学生は 51.1％で、前年同期調査（計
93.7％）よりも大幅に減少しています。
一方で、「やや楽になる」が急増し
（6.0％→48.8％）、「厳しくなる」と見て

いる学生と、「楽になる」と見る学生がほぼ
半々で、見方が分かれています。
◆企業選びのこだわり
学生からよく挙がる５項目（社風・人／仕
事内容／給与・待遇／勤務地／企業規模）へ
のこだわり度合いについては、最も「強くこ
だわる」のが「社風・人」（57.5％）で、
「ややこだわる」（34.5％）をあわせると
９ 割（計 92.0％）を超えています。「仕事
内容」も９割超（計 91.3％）、次いで「給
与・待遇」が計 86.4％、「勤務地」が計
68.6％、「企業規模」は計 56.6％となってい
ます。
つまり、「どこでどれだけのことをしてく
れるのか（待遇）」よりも、自発的に「どん
な会社（環境）で何がしたいか」を重要視す
る学生が多いということがうかがえます。
【株式会社ディスコ「23 卒学生の 11 月後半
時点の就職意識調査」】
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000570.
000003965.html
運転前後のアルコールチェックが
義務化されます

一定台数以上の自動車を使用する事業所で
選任する安全運転管理者には、運転前に、運
転者が飲酒により正常な運転をすることがで
きないおそれがあるかどうかを確認すること
が義務付けられています。しかし、運転後に
酒気帯びの有無を確認することやその確認内
容を記録することは義務付けられていません
でした。
今年６月に千葉県八街市で発生した交通死
亡事故を受け、安全運転管理者の行うべき業
務として、運転前後におけるアルコール検知
器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化
されました。その内容は、令和４年４月１日
施行と令和４年 10 月１日施行の２通りあり
ます。
◆令和４年４月１日施行の義務
① 運転前後の運転者に対し、当該運転者の
状態を目視等で確認することにより、運転
者の酒気帯びの有無を確認すること。
② 酒気帯びの有無について記録し、記録を
１年間保存すること。

「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼
気の臭い、応答の声の調子等で確認すること
をいいます。運転者の酒気帯び確認の方法は
対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面
での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜
の方法で実施すればよいとされています。
◆令和４年 10 月１日施行の義務
① 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコ
ール検知器を用いて行うこと。
② アルコール検知器を常時有効に保持する
こと。
アルコール検知器については、酒気帯びの
有無を音、色、数値等により確認できるもの
であれば足り、特段の性能上の要件は問わな
いものとされています。また、アルコール検
知器は、アルコールを検知して、原動機が始
動できないようにする機能を有するものが含
まれます。
【警察庁「安全運転管理者の業務の拡充につ
いてポスター及びリーフレットを掲載しまし
た。」】
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/im
g/ankanleaflet.pdf
職場のハラスメント防止措置義務化への対応
は進んでいますか？

◆４月から中小企業もパワハラ防止措置が
義務化に
2020 年６月１日にパワハラ防止法（改正労
働施策総合推進法）が施行されました。中小
企業については、2022 年３月 31 日まではパ
ワハラ防止措置は努力義務とされ、猶予期間
が設けられていたところ、いよいよ 2022 年
４月１日から義務化されます。
未対応という会社は、すぐにでも確認をし
ていきましょう。
◆パワハラ相談件数増加の企業が最多
一般社団法人日本経済団体連合会（経団
連）が実施した「職場のハラスメント防止に
関するアンケート結果」（調査期間 2021 年
９月７日～10 月 15 日、会員企業 400 社から
回答）によれば、５年前と比較した相談件数
として、パワーハラスメントに関する相談件
数は、「増えた」が 44.0％と最も多くなって
います。増加の理由として、「法施行に伴う

社会の関心の高まり、相談窓口の周知の強
化」などが挙げられています。
すでに施行済みである大企業の会員が多い
経団連ですが、今後中小企業でも同様のこと
が予想されます。
◆効果的な取組みの例
本調査によれば、ハラスメント防止・対応
の課題について、特に当てはまる上位３つと
して、「コミュニケーション不足」
（63.8％）、「世代間ギャップ、価値観の違
い」（55.8％）、「ハラスメントへの理解不
足（管理職）」（45.3％）が挙げられていま
す。これらへの効果的な取組み事例として
は、ハラスメントに関する研修の実施、ｅラ
ーニング実施、事案等の共有、コミュニケー
ションの活性化のための１on１ミーティング
の実施、社内イベントの実施などが挙げられ
ています。ぜひ参考にしてみてください。
【日本経済団体連合会「職場のハラスメント
防止に関するアンケート結果」】
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/114.
pdf
新型コロナワクチンの追加接種
（３回目接種）実施

◆なぜ３回目が必要？
新型コロナワクチンの追加接種（３回目接
種）実施について、厚生労働省がお知らせし
ています。ワクチンの予防効果は時間の経過
に伴い徐々に低下していくことが示唆されて
います。このため、感染拡大防止および重症
化予防の観点から、初回（１回目・２回目）
接種を完了したすべての方に対して、追加接
種の機会を提供することが望ましいとされて
います。
３回目接種は、初回と同様、無料で受けら
れます。対象者は以下をすべて満たす方全員
です。
○２回目接種を完了した日から、原則８カ月
以上経過した方
○18 歳以上の方
○日本国内での初回接種（１回目・２回目接
種）または初回接種に相当する接種（海外
や製薬メーカーの治験等での２回接種）が
完了している方

◆追加接種までの流れ
接種を行う期間は、令和３年 12 月１日か
ら令和４年９月 30 日までの予定です。２回
目の接種完了から原則８カ月以上後に接種で
きるよう、お住まいの市区町村から追加接種
用の接種券等が送付されます。初回（１回
目・２回目）接種時と同様、実施している医
療機関や会場を探し、予約をします。なお、
初回と同様に大学等での職域接種の実施も予
定されています。
◆ワクチン接種は高い効果があるが、強制で
はない
新型コロナワクチン接種を受けることは強
制ではありません。感染症予防の効果と副反
応のリスクの双方について理解したうえで、
自らの意志で接種を受けるものです。ですか
ら、職場や周りの方などに接種を強制した
り、接種を受けていない人に差別的な扱いを
したりしてはいけません。厚生労働省では、
ワクチン接種に関する情報提供ページを用意
し、相談窓口も設置しています。不適切な取
扱いのないよう、あらためて社内でルールを
確認しておきましょう。
【厚生労働省「追加接種（３回目接種）に
ついてのお知らせ」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/vaccine_booster.html
コロナ禍で導入した制度を見直すのは今

◆時差出勤 変わらず 15％程度
公益財団法人日本生産性本部が行った「第
７回 働く人の意識調査」の結果によると、
時差出勤をした人は 15.1％（10 月時点）と
なっています。2020 年５月の初回調査でも
16％でしたので、大きな変化は見られませ
ん。
コロナ禍における時差出勤は、人混みを避
けることが大きな理由でしょう。日本ではコ
ロナが沈静化傾向にあり、自社における効果
を検証するにはよいタイミングかもしれませ
ん。

◆テレワーク浸透の一方…
また同調査では、テレワーク実施率は
22.7％とのことです。様々な調査において
「テレワークの効果があった」という回答が
ありますが、業務の効率が高まるというより
は、通勤のストレス・疲労がないことが一番
大きな理由のようです。
一方で、社内のコミュニケーションや相談
が困難・不便、長時間労働につながる、仕事
と生活の境界があいまいになることによる過
労など、テレワークのデメリットも指摘され
はじめています。指示や相談が一度にできな
い、チャット等のツールを使うも個々の使い
方や習熟度がバラバラで統率が取れない、全
員で回していた仕事が一部の人の負担になっ
てしまうなど、社員に聞けば改善すべき点も
いろいろと出てくるでしょう。
◆見直すタイミングは今
コロナ禍で取組みを始めたさまざまな施策
が、自社での業務効率として実際にはどうな
のか、その効果や課題について一旦冷静に分
析・判断すべきタイミングは、コロナが落ち
着き、気持ち的にも来年に向かいつつある今
なのではないでしょうか。
コロナ禍対応に限らず、会社の制度につい
ては、調整しながら運用することが重要で
す。一度導入したらそれきり、という事態は
避けたいものです。
社員の働き方を管理する人の重要性はます
ます高まってきます。社員の意見を反映し、
納得感を醸成しながら見直しを進めていきま
しょう。
【公益財団法人日本生産性本部「働く人の意
識調査」】
https://www.jpcnet.jp/research/detail/005529.html
ご存じですか？
障害年金診断書の特例措置

◆コロナ禍と障害年金
みなさんの事業所には、障害年金をもらい
ながら働いている方はいませんか？ 障害年
金を受給している方は、各自に決められた提
出期限までに、障害認定日より３か月以内の
現症の診断書を提出する必要があります。こ
の提出が遅れたり、記載内容に不備があった

りすると、障害年金の支払いが一時差し止め
られてしまいます。
しかし、今は、新型コロナウイルス感染症
の影響により、医療機関を受診することがで
きずに手続きを円滑に行うことができないケ
ースも想定されるところです。そこで現在、
診断書の提出についての特例措置が講じられ
ています（日本年金機構「新型コロナウイル
ス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金
診断書の取扱いについて」（令和３年９月 10
日））。
この措置について、会社からも伝えてあげ
ましょう。
◆障害年金診断書の提出期限についての特例
措置
具体的には、障害年金診断書の提出期限が
令和３年３月末日から同年 11 月末日である
人については、令和３年 12 月末日までに障
害年金診断書の提出が行われる場合、障害年
金の支払いの差止めは行われません。
◆その他の特例措置
障害年金については、その他の特例措置も
講じられています。例えば、診断書提出に伴
い、年金が増額改定される場合には、当初の
提出期限をベースとして年金が増額改定され
ます。逆に、年金が減額改定される場合や、
支給停止となる場合は、猶予期限をベース
に、減額改定・支給停止がなされます。
障害年金は、障害を負った方が自分の体調
と相談しながら働き続けるためにも大切なも
のです。今後も状況によりさらなる特例措置
や救済策が講じられる可能性がありますか
ら、会社としても積極的に情報を収集し、案
内できるようにしておきたいものです。

暴力団関係で相談したい……

◆暴力団への対応
暴力団（かもしれない）から脅しなどを受
けた場合、どうすればよいでしょうか。警察
庁のホームページ（※１）では、暴力団への
対応として、来訪者の氏名、所属団体、連絡
先等の身分を確認する。複数で応対し、来訪
理由・用件を具体的に確認する。また、言動
には注意し、その場限り、一時しのぎ的な返
答はしない、不当な要求は明確に断る、暴力
団員から「一筆書けば許してやる。」などと
言われても、書類作成や署名押印は断固拒否
することが重要としています。
（※１）
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/bo
uryokudan/bouryokusoudan.html
◆相談事例
都道府県によって異なることもあるかもし
れませんが、警視庁のホームページ（※３）
には、暴力関係での相談事例が多数掲載され
ており、参考になります。例えば、「取引先
が、反社会的勢力か確認したい」という相談
に対しては、契約相手が暴力団関係者かどう
かなどの情報を、個々の事案に応じて可能な
限り提供してくれるようです。
（※３）
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/faq/a
nzennakurasi/bouryokudann.html
職場における労働衛生基準が変わりました

「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規
則の一部を改正する省令」が令和３年 12 月
１日に公布され、職場における一般的な労働
衛生基準が見直されました。この改正省令は
一部の規定を除き、同日から施行することと
されました。
社会状況の変化に合わせすべての働く人々
を視野に対応するもので、改正に伴って変更
される点は以下のとおりです。
◆照度の作業区分を２区分とし、基準を
引き上げ（※令和４年 12 月１日施行）
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変
更され、基準が引き上げられました。事務作
業における作業面の照度の作業区分は以下の

ように２区分とし、基準も以下のように引き
上げました。
・一般的な事務作業（300 ルクス以上）
・付随的な事務作業（150 ルクス以上）
個々の事務作業に応じた適切な照度につい
ては、作業ごとに JISZ 9110 などの基準を参
照します。
◆便所の設備：新たに「独立個室型の便所」
を法令で位置付け
便所を男性用と女性用に区別して設置する
という原則は維持されますが、「独立個室型
の便所」（男性用と女性用に区別しない四方
を壁等で囲まれた一個の便房により構成され
る便所）を付加する場合の取扱い、少人数の
作業場における例外と留意事項が以下のよう
に示されました。なお、従来の設置基準を満
たしている便所を設けている場合は変更の必
要はありません。
・男性用と女性用の便所を設けた上で、独立
個室型の便所を設けたときは、男性用及び
女性用の便所の設置基準に一定数反映させ
る。
・少人数（同時に就業する労働者が常時 10
人以内）の作業場において、建物の構造の
理由からやむを得ない場合などについては
独立個室型の便所で足りるものとした。既
存の男女別便所の廃止などは不可。
◆救急用具の内容：具体的な品目の規定を
削除
作業場に備えるべき負傷者の手当に必要な
救急用具・材料について、一律に備えなけれ
ばならない具体的な品目の規定がなくなり、
職場で発生することが想定される労働災害等
に応じて、応急手当に必要なものを産業医等
の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等
の結果等を踏まえ、備え付けることとしまし
た。
【厚生労働省「職場における労働衛生基準が
変わりました ～照度、便所、救急用具等に
係る改正を行いました～」】
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.p
df

令和３年の賃上げの実施状況と来年度の動向

◆令和３年中の賃金改定状況
厚生労働省から、令和３年「賃金引上げ等
の実態に関する調査」（有効回答企業数
1,934 社）の結果が公表されました。
令和３年中における賃金改定の実施状況
（予定を含む）の調査結果は、「所定内賃金
の１人当たりの平均額（以下「１人平均賃
金」という）を引き上げた・引き上げる」と
回答した企業の割合は 80.7％（前年比 0.8 ポ
イント減）、「１人平均賃金を引き下げた・
引き下げる」は 1.0％（同 1.1 ポイント
減）、「賃金の改定を実施しない」は 10.1％
（同 0.6 ポイント増）となっています。 ま
た、１人平均賃金の改定額は、4,694 円（同
246 円減）、改定率は 1.6％（同 0.1 ポイン
ト減）となっています。
産業別では、「１人平均賃金を引き上げ
た・引き上げる」と回答した企業は「学術研
究、専門・技術サービス業」が 93.7％（同
6.7 ポイント増）、「賃金の改定を実施しな
い」との回答は「宿泊業、飲食サービス業」
が 21.5％（同２ポイント増）と最も多く、新
型コロナウイルスの感染拡大による影響が大
きく表れています。
◆来年度の賃上げ税制の効果に期待
政府与党は、来年度の税制改正大綱に、賃
上げした企業への優遇措置として法人税の控
除率の引上げを明記しました。
帝国データバンクが 11 月に行った「2022
年度の賃上げに関する企業の意識アンケー
ト」（有効回答企業数 1,651 社）の結果によ
ると、「税制優遇幅に関わらず賃上げを行
う」と回答した企業は 48.6％でした。また、
税制優遇が大きければ 79.4％の企業が賃上げ
に前向きという回答でした。企業は来年度、
賃上げの実施を考えていることがうかがえま
す。
【厚生労働省「令和３年賃金引上げ等の実態
に関する調査」】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/
chingin/jittai/21/index.html
【帝国データバンク「2022 年度の賃上げに関
する企業の意識アンケート」】
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p
211103.html

1 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

11 日
○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税
額の納付［郵便局または銀行］
※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受
けている場合には、令和３年 7 月から 12
月までの徴収分を 1 月 20 日までに納付
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前
月以降に採用した労働者がいる場合＞
［公共職業安定所］
31 日
○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調
書・同合計表＞の提出［税務署］
○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在の
もの＞［市区町村］
○ 固定資産税の償却資産に関する申告
［市区町村］
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付
＜第４期分＞［郵便局または銀行］
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未
満、10 月～12 月分＞［労働基準監督
署］
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局また
は銀行］
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出
［年金事務所］
○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用
状況報告書の提出［公共職業安定所］
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保
険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月
末日＞［公共職業安定所］
○ 固定資産税に係る住宅用地の申告
［市区町村］
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
の提出［給与の支払者（所轄税務署）］
○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え
［給与の支払者］

