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コロナワクチン接種証明書のコンビニ
交付が始まります
◆国内旅行者数はコロナ前にほぼ回復
株式会社ＪＴＢが７月７日にまとめた旅行動
向見通しによれば、国内旅行人数は 7,000 万人
で前年比 175％、2019 年比 96.7％まで回復し
てきています。
一方、７月 11 日時点の新規感染者数は
37,143 人と、１週間前の 16,805 人と比較して
２倍以上に増え、第７波が始まっているともい
われています。
◆ワクチン接種証明書が必要になったら？
こうしたなか、旅行や帰省などで遠方に出か
ける場合に接種証明書の提示が必要とされる可
能性があります。
接種証明書は、接種を受けた際に住民票のあ
る市町村への申請のほか、マイナンバーカード
を持っている人は、国の新型コロナワクチン接
種証明書アプリで入手できます。
◆７月下旬よりコンビニ交付も開始
さらに７月下旬からは、マイナンバーカード
を持っている人は、全国約５万 6,000 の公的証
明書等の交付サービスを行っているコンビニで
も入手できるようになります（発行手数料 120
円）。
これは、スマートフォンを持っていない人や
土日等に紙の接種証明書が必要とされる場合、
転居により複数の市町村で接種を受けた場合の
対応など、アプリではカバーできない部分の利
便性向上のために開始されます。
◆海外渡航用の入手も可能
海外渡航に際し、接種証明書が入国時に有効
と認められる国・地域は、102 カ国・地域とな
っています（2022 年３月 24 日時点）。

今後、海外旅行や出張などの機会も増えると
見込まれていますが、海外渡航用の証明書も、
アプリやコンビニ交付で入手可能となります。
ただし、マイナンバーカードにパスポート情
報が登録されている必要がありますので、ご注
意ください。
【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 予
防接種証明書（接種証明書）について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b
unya/vaccine_certificate.html

男女の賃金差異の情報公表が義務化
されました
～ 改正女性活躍促進法施行
令和 4 年 6 月 7 日に閣議決定された「新しい
資本主義のグランドデザイン及び実行計画～
人・技術・スタートアップへの投資の実現～」
において、一般事業主のうち常時雇用する労働
者の数が 300 人を超えるものに対し、「男女
の賃金の差異」の公表が義務化されました。こ
れを受け、「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等
に関する省令の一部を改正する省令」および
「事業主行動計画策定指針の一部を改正する
件」が 7 月 8 日に公布・告示され、同日施行・
適用されました。
◆制度見直しの具体的内容
① 情報公表項目に「男女の賃金の差異」を
追加すること
② 企業規模に応じて必須項目または選択項目
とすること
＊常時雇用する労働者の数が 300 人を超える
一般事業主については、当該項目の公表は必
須
③ ３つの区分（全労働者、正規雇用労働者、
非正規雇用労働者）により公表すること

④

情報公開については、事業主ごとに行うも
のとされ、例えばホールディングス（持株会
社）であっても、法の定める一般事業主に該
当する限り、単体としての情報公表を行う
（連結ベースではない） 等

◆男女の賃金差異の公表方法等
・公表イメージ：

・公表方法：厚生労働省が運営する「女性の活
躍推進企業データベース」や自社ホームペー
ジ
・公表時期：令和４年７月８日以後、最初に終
了する事業年度の実績を、その次の事業年度
の開始後おおむね３か月以内
「男女の賃金の差異」の算出にはそれなりの
手間がかかるので、厚労省の算出方法や解説資
料を確認のうえ、早めに準備しておくとよいで
しょう。
【厚生労働省 「男女の賃金の差異の算出及び
公表の方法について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/
000962287.pdf
【厚生労働省 「男女の賃金の差異の算出方法
等について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/00
0962288.pdf

今後の在宅勤務はどうする？
◆29.1％の企業で約１割の従業員が在宅勤務を
実施
東京商工リサーチが行った調査によると、
2022 年６月時点で「在宅勤務を実施してい
る」と回答した企業は 29.1％だそうです。
2021 年 10 月に行った同じ質問に対する回答結
果からは約８％低下しています。今回の内訳を
見ると、大企業の約 57％に対して中小企業で
は約 24％と差が大きくなっています。実施企
業では、約１割の従業員が実施している企業
が、大企業・中小企業とも最多となっていま
す。
◆在宅勤務を取りやめた企業が約 27％
中小企業で特徴的なのは「新型コロナ以降、
一度も実施していない」で、約 48％となって
います（大企業では約 16％）。
また、「実施したが取りやめた」とする企業
は、企業規模にかかわらず約 27％でした。こ
の調査結果では、その細かい理由までは掲載さ
れていませんが、在宅勤務に対する評価方法が
難しいことなどが理由のようです。
◆DX を止めない
コロナ禍により、業務のやり方を変えなくて
はならなくなったことで、強制的にＤＸ化が進
んだ一面もあるでしょう。新型コロナは、ある
意味で、政府による働き方改革の取組みより、
働く人の意識を変える効果があったかもしれま
せん。
新型コロナによる企業活動への影響はすでに
収束したという企業も一定程度あり、企業の人
手不足感が現れてきています。
コロナ禍の期間で行った業務改善や得られた
知恵は継続していくほうが、労働環境の改善に
つながり、結果として人材確保などに有利に働
くと考えられます。一方、在宅勤務を行って問
題点が出てきたにもかかわらずそれを放置する
のも良くありません。元に戻すにしても続ける
にしても、その効果と課題についてしっかりと
検証を行いましょう。「なんとなく」というの
は避けたいものです。
【東京商工リサーチ「第 22 回 新型コロナウ
イルスに関するアンケート調査」】
https://www.tsrnet.co.jp/news/analysis/20220622_01.html

情報公開を要請 「副業・兼業の促進に
関するガイドライン」の改定
副業・兼業については、これまで厚生労働省
「副業・兼業の促進に関するガイドライン（平
成 30 年１月策定）」（以下「ガイドライ
ン」）において、労働者が安心して副業・兼業
に取り組むことができるよう、労働時間管理や
健康管理等の在り方について示されていまし
た。
このたび厚生労働省は、副業・兼業を希望す
る労働者が、適切な職業選択を通じ、多様なキ
ャリア形成を図っていくことを促進するため、
ガイドラインを改定しました。今回の改定の目
玉は、企業に対して、副業・兼業への対応状況
についての情報公開を推奨していくことです。
今回の改定では、「企業の対応」の項に、次
の文言が追加されています。
① 基本的な考え方
（中略）加えて、企業の副業・兼業の取組を
公表することにより、労働者の職業選択を通
じて、多様なキャリア形成を促進することが
望ましい。（中略）

④ 副業・兼業に関する情報の公表について
企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進
する観点から、職業選択に資するよう、副業・
兼業を許容しているか否か、また条件付許容の
場合はその条件について、自社のホームページ
等において公表することが望ましい。
この公表は義務ではありませんが、企業の公
表が進めば、働く人は勤め先を選ぶときに、副
業のしやすさを判断材料にできるようになりま
す。副業については大企業ほど慎重な傾向があ
りますが、情報を開示してもらうことで働き方
の多様化につながると期待されています。
【厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイ
ドライン（令和４年７月改定）」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00
0962665.pdf

企業における社員教育の現状と
リスキリング
◆教育訓練費用を支出した企業は５割
政府が「人への投資」を進める姿勢を見せる
なかで、社員教育にもスポットが当たっている

ところですが、企業における現況はどのように
なっているのでしょうか。
厚生労働省が公表した令和３年度「能力開発
基本調査」による企業の教育訓練への費用の支
出状況をみると、教育訓練費用（OFF-JT 費用
や自己啓発支援費用）を支出した企業は
50.5％となっています。これは昨年と同水準
で、近年低下しています。OFF-JT に支出した
費用の労働者１人当たり平均額は 1.2 万円で、
こちらも近年は減少傾向にあるようです。
◆能力開発や人材育成に関して問題があると
する事業所が７割以上
同事業所調査によれば、能力開発や人材育成
に関して、何らかの問題があるとする事業所は
76.4％に上っています。問題点の内訳として
は、「指導する人材が不足している」
（60.5％）が最も多く、「人材育成を行う時間
がない」（48.2％）、「人材を育成しても辞め
てしまう」（44.0％）と続いています。
同調査では、多くの事業所で問題があると感
じつつも、対応策がみつからず、企業としても
社員教育にあまり積極的ではない様子も読み取
ることができます。
◆「職場における学び・学び直し促進ガイド
ライン」の策定
厚生労働省は、６月に「職場における学び・
学び直し促進ガイドライン」を策定・公表して
います。社会環境の変化、労働者の職業人生の
長期化も踏まえ、労働者の学び・学び直しの重
要性が高まっているとして、労使が取り組むべ
き事項、公的な支援策等を体系的に示していま
す。
最近では社員のリスキリング（人材の再教育
や再開発）についても注目が集まっています。
このような社員教育は、社員のモチベーション
アップや生産性の向上にも寄与するといわれま
す。今後企業としても検討課題の一つになって
いくでしょう。
【厚生労働省「令和３年度「能力開発基本調
査」」】
（https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/
000953325.pdf）
【厚生労働省「職場における学び・学び直し促
進ガイドライン」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/00
0957888.pdf

新型コロナに係る傷病手当金の支給に
関するＱ＆Ａが改訂されています
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当
金の支給に関するＱ＆Ａ」が改訂され、新たに
７つのＱが追加されました。例えば、次のよう
なものです。
被保険者が、業務災害以外の事由で罹患し
た新型コロナウイルス感染症の罹患後症状
（いわゆる後遺症）の療養のため、労務に服
することができない場合、傷病手当金は支給
されるのか。
⇒ 傷病手当金の支給対象となりうる。

【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係
る傷病手当金の支給に関するＱ＆Ａ」 の改訂
について】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T
220705S0010.pdf

「シニアの働き方」の可能性が広がる！
企業も知っておきたい「協同労働」

〇

〇

被保険者の検査は実施していないが、同居
家族が濃厚接触者となり有症状になった場合
等において、医師の判断により当該被保険者
が新型コロナウイルス感染症に感染している
と診断されたため、当該被保険者が労務に服
することができない場合、傷病手当金は支給
されるのか。
⇒ 傷病手当金の支給対象となりうる。
ほかにも、
〇傷病手当金の支給申請にあたり、保健所等が
発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は
必要か
〇傷病手当金の支給申請関係書類として「宿
泊・自宅療養証明書」が提出された場合に、
これを医師の意見書として取り扱ってよいか
〇被保険者が、新型コロナウイルスの治癒後に
も、事業主から感染拡大防止を目的として自
宅待機を命じられたため労務に服することが
できない場合、当該期間について、傷病手当
金は支給されるのか
〇事業主から自宅待機を命じられていた期間中
に新型コロナウイルス感染症に感染した場
合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか
〇海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、
医師の意見書を添付できない場合は、何をも
って労務不能な期間を判断すればよいか
といった事項について回答が示されています。
それぞれの内容が細かくて難しい点もあるの
で、従業員から相談があった際には弊所までご
相談ください。

この 10 月、労働者協同組合法が施行され、
労働者協同組合に法人格が認められるようにな
ることを背景に、「協同労働」という働き方へ
の関心が高まっています。
協同労働は、地域の課題解決を目的に、労働
者協同組合の組合員が「出資」・「経営」・
「労働」のすべてを担って働く働き方です。シ
ニアの活躍にもつながるものと期待されてお
り、シニアに対する創業支援措置を講ずること
が努力義務とされるなか、企業としても押さえ
ておきたいトピックといえます。
◆シニアの理想の働き方を実現する「協同
労働」
協同労働においては、働く人が労働者協同組
合に出資をして組合員となり、組合員それぞれ
の意見を反映して組合の事業を行い、組合員み
ずからが事業に携わります。組合員が主体的に
働くことができるため、就労上の制約が生じる
ことも多いシニアが、制約に柔軟に対応しつ
つ、自身の技術・経験を活かして働くことが可
能となります。
また、地域課題の解決を事業目的とする協同
労働は、地域コミュニティとの関わりや地域社
会への貢献を重視する、シニアの就労指向に沿
った働き方だと考えられます。
◆企業と「協同労働」の接点
定年前後の働き方について、企業に雇われる
働き方でなく、フリーランスや自営業を希望す
るシニアは比較的多く存在しています。しか
し、独立・起業のきっかけや方法が見つからず
に実現できない方は多いようです。この点、協
同労働は、組合員として集まったメンバーが協
力し合って経営を行うものであるため、１人で
事業を立ち上げて経営することに比べ、ハード
ルは下がります。
将来の創業を見据えた準備等のために、従業
員の副業・兼業を認め支援する企業も増えてき
ました。ここに協同労働を加え、活動を認める
ことも、シニアへの創業支援の一環として、意
義のあることといえるでしょう。

インターン学生情報、採用選考での
活用が可能に
◆「インターンシップの推進に当たっての
基本的考え方」の改正
これまで採用活動前の学生のインターン情報
については「広報活動・採用選考活動に使用で
きない」ルールになっていましたが、一定の条
件を満たす場合は、企業が採用選考時に利用で
きるようになりました（「インターンシップの
推進に当たっての基本的考え方」文科省・厚労
省・経産省、令和４年６月 13 日改正）。
◆インターンシップとは？
上記、基本的考え方において「学生がその仕
事に就く能力が自らに備わっているかどうか
（自らがその仕事で通用するかどうか）を見極
めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野
や将来のキャリアに関連した就業体験（企業の
実務を経験すること）を行う活動（ただし、学
生の学習段階に応じて具体的内容は異なる）」
と定義されています。
◆改正後
基本的考え方の改正により、令和６年度以降
に卒業・修了予定の大学生と大学院生の就職・
採用活動において、令和５年度以降に実施のイ
ンターンシップで得られた学生情報について、
採用活動開始後に活用できるようになります。
今後、インターンシップの実施を検討する企業
も増えていくことが予想され、また、既に実施
している企業においても、採用活動に利用する
ことができるようになります。
◆留意点
とはいえ、上記ルールでは、インターンシッ
プは「就職・採用活動そのものではないので、
インターンシップと称して就職・採用活動開始
時期前に就職・採用活動そのものが行われるこ
とがないよう留意すること」や、募集要項等に
一定の情報開示（実施時期・期間などの項目に
関する情報を記載し、ＨＰ等で公表する）が求
められるなどの要件が定められており、実務担
当者は注意が必要です。

【厚生労働省ほか「インターンシップを始めと
する学生のキャリア形成支援に係る取組の推
進に当たっての基本的考え方」（令和４年６
月 13 日改正）】
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/00
0949684.pdf

Ｚ世代の新入社員の意識
～リクルートマネジメント
ソリューションズ調査より
毎年、新入社員の受け入れ時には、人事担当
者や管理職から世代間の違いに悩む相談が増え
ます。株式会社リクルートマネジメントソリュ
ーションズは、新入社員導入研修受講者 525 名
（調査１）、新入社員向け e ラーニングサービ
ス受講者 1,672 名（調査２）に対し、「新入社
員意識調査 2022」を実施し、その調査結果を
公表しました。調査は 2010 年より毎年実施
し、その結果を踏まえて「新入社員の特徴」の
分析と「新入社員を生かす」という視点で考察
を行っています。
◆「働くうえで大切にしたいこと」は、「仕事
に必要なスキルや知識を身につけること」
「働いていくうえで大切にしたいこと」につ
いては、「仕事に必要なスキルや知識を身につ
けること」がトップ（49.0％）で、10 年前と
比較し 11.5 ポイント UP しています。
「周囲（職場・顧客）との良好な関係を築く
こと」が過去最高（45.0%）で昨対比 5.0 ポイ
ント UP、10 年前と比較し 6.2 ポイント UP し
ています。
一方、「何があってもあきらめずにやりきる
こと」「失敗を恐れずにどんどん挑戦するこ
と」「会社の文化・風土を尊重すること」など
は過去最低となっています。
◆仕事・職場生活をするうえでの不安は、
「仕事についていけるか」がトップ
仕事・職場生活をするうえでの不安について
は、調査開始以来「仕事についていけるか」が
トップ（63.8％）で、10 年前との比較では 0.7
ポイント UP しています。

◆10 年の経年比較から見えてきたＺ世代の
新入社員の特徴
「仕事をするうえで得意なスタンス」は「相
手基準」と「協働」の選択率が高く、「不安・
苦手意識があるけど大事、意識して取り組みた
いスタンス」は「自発」と「試行」の選択率が
高いことがあげられます。
「上司に期待すること」としては、「相手の
意見や考え方に耳を傾けること」「職場の人間
関係に気を配ること」が過去最高となりまし
た。

◆60 歳以上の常用労働者数は？
本調査における従業員 21 人以上の企業の常
用労働者数（約 3,380 万人）のうち、60 歳以
上の常用労働者数は約 447 万人（全体の
13.2％）でした。年齢階級別に見ると、60～64
歳が約 239 万人、65～69 歳が約 126 万人、70
歳以上が約 82 万人でした。
また、従業員 31 人以上の企業における 60 歳
以上の常用労働者数は約 421 万人で、昨年より
約 11.7 万人増加しており、12 年前の平成 21
年と比較すると約 205 万人増加しています。

【株式会社リクルートマネジメントソリューシ
ョンズ「「新入社員意識調査 2022」の結
果」】
https://www.recruitms.co.jp/upd/newsrelease/2206281825_6171.p
df

【厚生労働省「令和３年「高年齢者雇用状況等
報告」集計結果」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/00
0955633.pdf

令和３年「高年齢者雇用状況等報告」の概要
～ 厚生労働省調査より

10 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］
○ 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］

◆高年法改正後初の調査
厚生労働省は、令和３年６月１日時点「高年
齢者雇用状況等報告」を公表しました。この調
査は、従業員 21 人以上の企業 232,059 社の 60
歳以上の雇用状況についてまとめたもので、令
和３年４月から 70 歳までの就業機会の確保
（高年齢者就業確保措置）が企業の努力義務と
なった改正高年齢者雇用安定法の施行後初の調
査となります。
◆約 25％の企業が 70 歳までの雇用制度を導入
調査結果によると、高年齢者雇用安定法によ
って義務付けられている 65 歳までの高年齢者
雇用確保措置（定年制の廃止、引上げ、継続雇
用制度の導入のうちのいずれか）を実施してい
る企業は、231,402 社（99.7％）でした。
また、70 歳までの高年齢者就業確保措置
（以下に掲げる措置のうちのいずれか）を実施
している企業は、59,377 社（25.6％）でし
た。
・定年制の廃止…9,190 社（4.0％）
・定年の引上げ…4,306 社（1.9％）
・継続雇用制度の導入…45,802 社（19.7％）
・創業支援等措置の導入…79 社（0.1％）
なお、従業員 21～300 人の中小企業では
26.2％、300 人以上の大企業では 17.8％が措置
を実施しており、中小企業のほうが 70 歳まで
の雇用に積極的に取り組んでいることがわかり
ます。

８月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

31 日
○ 個人事業税の納付＜第１期分＞
［郵便局または銀行］
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付
＜第２期分＞［郵便局または銀行］
○ 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］

