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-------------------------------------------------------------------------------------- 

自動車運送事業者の「働きやすい職場認

証制度」の新規受付が始まります 

 

国土交通省は６月８日、自動車運送事業者

による職場環境の改善努力を「見える化」し

た「働きやすい職場認証制度」の新規受付を

９月 16 日から 11 月 15 日まで受け付けると

発表しました。 

この制度は令和２年８月から国土交通省

と厚生労働省の連携により始まったものです。

正式名称を「運転者職場環境良好度認証制度」

といい、自動車運送事業（トラック・バス・

タクシー事業）の運転者不足に対応するため

の総合的取組みの一環として創設されました。 

その目的は、職場環境改善に向けた各事業

者の取組みを「見える化」 することで、求職

者のイメージ刷新を図り、求職者の運転者へ

の就職を促進することです。 

 

◆認証マークの種類 

一つ星、二つ星、三ツ星の３種類がありま

す。初回は一ツ星に挑戦することができ、取

得すれば次は二ツ星、最後に三ツ星といった

順番で取得できます。三ツ星を獲得した事業

者の方がより厳しい基準をクリアしているこ

とになりますので、自社の労働環境の良さを

外部にアピールすることが可能です。 

なお、９月 16 日から 11 月 15 日まで受け

付けるのは一つ星の新規受付であり、2020 年

度に一つ星を取得した事業者の申請は 12 月

に受付を開始します。 

 

◆認証対象 

バス（乗合、貸切）、タクシー、トラック

事業者 

 

◆申請受付、審査、認証等の実施機関 

国土交通省の指定を受けた認証実施団体

である一般財団法人日本海事協会 

 

◆審査要件 

法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の

健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・

育成 の５分野について基本的な取組要件を

満たすこと。 

 

◆料金 

審査料：５万円（税別）／１申請あたり 

※インターネットによる電子申請の場合、３

万円（税別）に割引 

登録料： ６万円（税別）／１申請あたり 

【一般財団法人日本海事協会「自動車運送事

業者の「働きやすい職場認証制度」」】 

https://www.untenshashokuba.jp/ 

 

 

知っていますか？ リファレンスチェック 

 

◆リファレンスチェックとは？ 

 リファレンスチェックは採用時のプロセス

の一つで、採用企業が求職者の経歴の信ぴょ

う性を確認する作業を指します。選考過程で
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求職者本人が示した経歴や実績を、現職や前

職の上司等に照会します。これにより、採用

後のミスマッチのリスクを下げるものです。 

 日本では、ミスマッチの影響が大きい中途

採用の場面で導入する企業が増えています。

やり方は企業によって異なりますが、求職者

本人の同意のもと、照会先を紹介してもらい、

企業が直接電話や書類で確認することが多い

です。 

 

◆面接だけでミスマッチを見抜くのは困難 

 人事部に所属する全国のビジネスパーソン

に対して行われた「リファレンスチェックに

関する意識・実態調査（人事担当者編）」

（ASHIATO（アシアト）調べ）によると、自社

の採用面接時に、活躍する人材を見極めるこ

とは難しいと思うか質問したところ、78.3％

が「難しいと思う」と回答しました。こうし

た難しさを補完するのが、リファレンス

チェックだといえます。調査では、リファレ

ンスチェック導入企業の 75.5％が採用にお

けるミスマッチ減少を「実感できた」と回答

しています。 

 

◆実施のメリットとデメリットを測る 

 一方で、リファレンスチェックには、手間

や費用がかかる、照会先の回答の信ぴょう性

が担保できないといった声もあります。リ

ファレンスチェックを実施するかは、そのメ

リットとデメリットを測り、総合的に判断す

る必要があるでしょう。管理職や即戦力とし

ての採用など、ミスマッチがあった場合の影

響が特に大きいケースから始めていくことも

一つのやり方です。「せっかく採用したのに

思うような人材ではなかった。次は絶対ミス

マッチを防ぎたい」。こうした思いを抱える

企業は、導入を検討してみてはいかがでしょ

うか。 

【ASHIATO（アシアト）「リファレンスチェッ

クに関する意識・実態調査（人事担当者編）」】 

https://prnavi.jp/pr/20220517/69450/ 

 

 

労災死亡者数、休業４日以上の死傷者数

ともに増加 

～厚生労働省「令和３年の労働災害発生状

況」から 

 

厚生労働省が５月 30 日、令和３年の労働

災害発生状況の取りまとめを公表しました。

労働災害を減少させるために国や事業者、労

働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期

計画である「第 13 次労働災害防止計画」

（以下「13 次防」という）（平成 30 年度～

令和４年度）では、29 年比で「死亡者数を

15％以上」「死傷者数を５％以上」減少させ

ることを目標にしています。 

 

◆死亡者数４年ぶり増加、休業４日以上の死

傷者数は平成 10 年以降で最多 

 令和３年１月から 12 月までの労働災害に

よる死亡者数は 867 人と４年ぶりに増加と

なりました（前年比 65 人・8.1％増、平成

29 年比（以下「29 年比」という）111 人・

11.3％減）。 

休業４日以上の死傷者数（以下「死傷者

数」という）は 149,918 人と平成 10 年以降

で最多となりました（前年比 18,762 人・

14.3％増、29 年比 29,458 人・24.5％増）。 

 新型コロナウイルス感染症へのり患による

労働災害での死亡者数は 89 人（前年比 71

人・394.4％増）、死傷者数は 19,332 人（前

年比 13,291 人・220.0％増）と、前年に比

べ大きく増加しました。 

 

◆13 次防の重点業種の平成 29 年比および対

前年比は、死亡者数は減少、死傷者数は

増加 

死亡者数は、平成 30 年から令和２年まで

の３年間では 13 次防の目標達成が可能な

ペースでの減少となっていたものが、一転し

て 13 次防の目標を達成できませんでした。

13 次防の重点業種では、建設業が 288 人

（前年比 30 人・11.6％増、29 年比 35 人・

10.8％減）、製造業が 137 人（同１人・

0.7％増、同 23 人・14.4％減）、林業が 30

https://prnavi.jp/pr/20220517/69450/
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人（同６人・16.7％減、同 10 人・25.0％

減）となりました。 

死傷者数においては、13 次防の重点業種

では、陸上貨物運送事業が 16,732 人（前年

比 917 人・5.8％増、29 年比 2,026 人・

13.8％増）、小売業が 16,860 人（同 1,519

人・9.9％増、同 2,979 人・21.5％増）、社会

福祉施設が 18,421 人（同 5,154 人・38.8％

増、同 9,683 人・110.8％増）、飲食店が

5,095 人（同 142 人・2.9％増、同 374 人

7.9％増）と前年比で増加しました。 

【厚生労働省「令和３年の労働災害発生状況

を公表」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25944

.html 

 

 

障害者情報アクセシビリティ・コミュ

ニケーション施策推進法」が成立しま

した 

 

◆法制化の経緯 

 ５月 19 日に「障害者情報アクセシビリ

ティ・コミュニケーション施策推進法」が、

衆院本会議で全会一致で可決・成立し、25 日

に公布、施行されました。 

同法案は超党派の議員連盟で提出された

もので、以前から当事者団体や支援団体など

が障害者の情報の利用におけるバリアフリー

化や情報アクセシビリティ（情報やサービス

の使いやすさ）の重要性を繰り返し訴えてき

たことにより法制化が実現しました。 

 

◆法律の概要 

第１条（目的）には、障害者による情報の

取得および利用並びに意思疎通に係る施策を

総合的に推進し、障害の有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現に資するこ

とが定められています。 

また、第３条（基本理念）には、障害者に

よる情報の取得利用・意思疎通に係る施策の

推進にあたり、以下の事項が定められていま

す。 

① 障害の種類・程度に応じた手段を選択で

きるようにする 

② 日常生活・社会生活を営んでいる地域に

かかわらず等しく情報取得等ができるよ

うにする 

③ 障害者でない者と同一内容の情報を同一

時点において取得できるようにする 

④ 高度情報通信ネットワークの利用・情報

通信技術の活用を通じて行う（デジタル社

会） 

さらに、条文には、国や地方公共団体、事

業者等の責務、連携協力についても明記され

ています。 

 

◆今後の課題 

 現在、日本では、点字や手話、音声などへ

の対応の遅れ、地域格差が生じています。今

後はそれらの格差を解消すべく、情報通信技

術を活用した役務を優先的に調達する制度の

創設や相談窓口の設置、書類のバリアフリー

化、災害時の情報保障、選挙における情報ア

クセシビリティの改善、資格試験など各種試

験のバリアフリー化などの措置が検討されて

います。 

 

【内閣府「障害者による情報の取得利用・意思

疎通に係る施策の推進」】 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jo

uhousyutoku.html 
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７月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

11 日  

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出

期限［年金事務所または健保組合］＜７月

１日現在＞ 

○ 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］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～

６月分＞［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公

共職業安定所］＜前月以降に採用した労

働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と

昨年度分の確定保険料の申告書の 

提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵

便局または銀行］ 

○  

15 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月

30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公

共職業安定所］ 

○  

８月１日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督

署］＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

○ 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］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期

＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合

がある。 

当事務所よりひと言 

 気象庁から「梅雨明け」が発表され、関

東地方は例年にない６月下旬の梅雨明け

となりました。コロナも再び上昇傾向にあ

りますが、水分補給とエアコンを上手に

使って暑い夏を乗り切りましょう。 


