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

最低賃金引上げの影響と対応～日商調査

結果から 

 

◆最低賃金引上げが中小企業に与えた影響

は？ 

 日本・東京商工会議所は、全国の中小企業

を対象に「最低賃金引上げの影響および中小

企業の賃上げに関する調査」（調査期間：2022

年２月７日～28 日、回答企業数：3,222 社）

を行い、その結果を公表しました。昨年 10 月

の最低賃金引上げの影響とその対応等につい

て調べるものです。調査結果の主なポイント

は以下の通りです。 

 

◆最低賃金引上げによる影響と対応 

○最低賃金を下回ったため、賃金を引き上げ

た企業（直接的な影響を受けた企業）の割

合は 40.3％。 

○賃金を引き上げた従業員の属性は、「パー

トタイム労働者（主婦パート、学生のアル

バイトなど）」と回答した企業の割合が

83.4％。 

○人件費の増加に対して行った具体的な内容

を聞いたところ、「人件費が増大したが対

応策がとれない（とれなかった）」 とする

回答が４割超（42.2％）と最も多い。 

○現在の最低賃金額の負担感は、「負担になっ

ている」と回答した企業の割合は 65.4％。

業種別では、コロナ禍で大きな影響を受け

ている「宿泊・飲食業」で 90.9％と最も高

い。 

○今年の最低賃金額の改定について、「引き

上げるべき」と回答した企業の割合は、前

年調査から 13.6 ポイント上昇して 41.7％

となり、「引き下げるべき」と「引上げは

せずに、現状の金額を維持すべき」の合計

（39.9％）を上回った。 

 

◆2022 年度の賃上げは？ 

 また、本調査において、2022 年度に「賃上

げを実施予定」と回答した企業の割合は

45.8％でした。そのうち約７割（69.4％）が

「業績の改善がみられないが賃上げを実施

（防衛的な賃上げ）予定」と回答しています。

社員のモチベーション向上や人材の確保・採

用を目的に、厳しいなかでも賃上げを選択す

るという傾向がみられました。 

【日本商工会議所「「最低賃金引上げの影響

および中小企業の賃上げに関する調査」の

集計結果について」】 

https://www.jcci.or.jp/research/2022/040

5160000.html 

 

「働き方改革」の効果は？～労働政策研

究・研修機構の調査結果から 

 

2018 年に法律が成立し進められてきた働

き方改革の取組みは、実際にどれくらいの効

果があったのでしょうか。 

 

◆変化は「特にない」が約半数 

労働政策研究・研修機構が行った「働く人
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の仕事と健康、管理職の職場マネジメントに

関する調査」の結果によると、企業の働き方

改革による変化に対する質問では、変化は「特

にない」との回答が 45.7％（業種平均）に上

ります。 

「企業の働き方改革の取組みと実労働時

間との関係については、働き方改革の効果は

依然明確にはなっていないと推察される」と

して、特に中小企業については、効果が明確

に表れたとは言えないようです。 

また、事業場外労働のみなし労働時間制に

より、「サービス残業や持ち帰りの仕事が増え

た」、「休憩時間が減った／休憩を取れなく

なった」という回答も少なくありません。 

 

◆自身の心掛けのほうが効果的？ 

他方で、労働者自身が持つワーク・ライフ・

バランス確保に対する意識は変わりつつあり、

実労働時間を抑制するようです。自分の自由

に使える時間が増えるなど、取り組む改革の

内容によっては健康維持や睡眠の充足に貢献

するようです。 

 

◆コロナ禍による変化 

一方、コロナ禍によって、業務のやり方を

変えなくてはならなくなったことで、半ば強

制的にＤＸ化が進んだ一面があると思います。

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

果があったのかもしれません。 

いずれにしても、テレワークをはじめ新型

コロナの期間に行った業務改善や、そこで得

られた知恵は継続していきたいものです。 

【労働政策研究・研修機構「働く人の仕事と

健康、管理職の職場マネジメントに関する調

査結果」】 

https://www.jil.go.jp/institute/research/202

2/222.html 

 

 

 

 

新入社員が辞める理由は？～連合「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」よ

り 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が出

る人が増え、新入社員の退職などもみられる

時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持ち

で過ごしていた新入社員の緊張の糸が切れ、

会社に不満を持ち始める時期でもあります。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社前

後のトラブルに関する調査 2022」（調査期間：

2022 年２月 28 日～３月２日、大学卒業後に

新卒で正社員として就職した全国の入社２～

５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを集計）

によれば、新卒入社した会社を「離職した（半

年以内）」は 7.7％、「離職した（半年を超え、

１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年を超

え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した

（３年を超えてから）」は 3.7％となってお

り、よく言われる「３年以内に３割離職」と

いう状況がここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が

最も高くなっています。次いで、「労働時間・

休日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と

続き、待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる

人の割合が多い結果となっています。また、

新入社員研修や先輩・上司からの指導・アド

バイスがなかった人では、『離職した（計）』

の割合は 41.9％と、指導・アドバイスがあっ

た人（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高く

なっており、周囲の支援による差は大きいこ

とがわかります。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい
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ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラブ

ルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-

rengo.or.jp/info/chousa/data/20220428.pdf

?6025 

 

人材開発支援助成金「人への投資促進

コース」新設 

 

 ◆国民からのアイディアを募集 

 令和４年４月から、人材開発支援助成金の

各コースで要件や助成額等が変更され、新た

に「人への投資促進コース」が創設されまし

た。このコースは、「コロナ克服・新時代開

拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日

閣議決定）において、岸田首相が「人への投

資を抜本的に強化するため、３年間で、4,000

億円の施策パッケージを提供すること」「デ

ジタルなど成長分野への労働移動の円滑化や、

人材育成を強力に推進すること」を掲げ、国

民からのアイディアを募集して創設されたも

のです。 

 

◆５つの訓練メニュー 

 「人への投資促進コース」は、国民から寄

せられた「企業の従業員教育、学び直しへの

支援」や「デジタル人材などの育成強化」な

どの提案をもとに、以下の５つの訓練メ

ニューに分かれています。 

・高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓 

 練 

高度デジタル訓練（ＩＴスキル標準（ＩＴ

ＳＳ）レベル３または４）、大学院（海外

も含む）での訓練を行う事業主が助成対象 

・情報技術分野認定実習併用職業訓練 

 ＩＴ分野未経験者に対するＯＦＦ－ＪＴと

ＯＪＴの組み合わせ型の訓練を行う事業

主が助成対象 

・長期教育訓練休暇等制度 

 教育訓練休暇制度（30 日以上の連続休暇取

得）や教育訓練短時間勤務等制度（30 回以

上の労働時間の短縮および所定外労働時

間の免除）を導入し、労働者の自発的な職

業能力開発を促進した場合に助成を拡充 

・自発的職業能力開発訓練 

 自発的職業能力開発経費負担制度を定める

とともに、その制度に基づき、被保険者に

対して経費を負担する事業主が助成対象 

・定額制訓練 

 労働者の多様な訓練の選択・実施を可能す

る定額受け放題研修サービス（サブスクリ

プション)を行う事業主が助成対象 

 各訓練に関する対象の詳細や支給要件、助

成率・助成額、申請書類等については、厚

生労働省のパンフレットを参照にしてく

ださい。 

 

【厚生労働省「令和 4 年度版パンフレット（人

への投資促進コース）詳細版」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0

00922575.pdf 

 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 

公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を

取りまとめ、公表しました。調査は、コロナ

禍が組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続

調査として、2020 年５月以降、四半期ごと

に実施しているものです。今回は、４月

11、12 日に、日本の企業・団体に勤務する

1,100 人を対象にインターネットによるアン

ケート形式で実施しました。 

 

◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 

テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効率

について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足し

ている」「どちらかと言えば満足している」
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の合計は 84.4％と過去最多となりました。 

また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どち

らかと言えばそう思う」の合計が 71.8％で

した。 

 

◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 

 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前

回の 66.4％より微増しています。今後の景

気見通しについても、悲観的な見通しが

51.4％と 2 回連続で増加しています。 

 

◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 

 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）

「コストの削減」（46.1％）「業務の改廃」

（43.6％）と続いています。従業員規模別で

は、100 人以下の中小企業と 1,001 人以上の

大企業とでは、「業務の進め方の効率化」で 

20 ポイント以上の差が見られるほか、その

他の取組みでも企業規模による差が見られま

した。 

 

【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 

https://www.jpc-

net.jp/research/detail/005805.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

1 日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月 10

日まで＞［労働基準監督署］ 

 

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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第 1 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］ 

 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

当事務所よりひと言 

 コロナ後に訪問したい国として、海外対象

の調査で日本が１位となったとのことです。

日本の治安の良さや清潔性、公共交通機関の

正確性などが評価されたようです。暗い

ニュースが多い中で、感染防止に努めながら、

日本の良さを知ってもらい、経済活性化につ

なげていきましょう。 


