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　秋晴の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　2021年10月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所までお問い合わせください。

社会保険労務士法人ことのは
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◆2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金

◆厚労省のホームページで企業名公表される労働基準法の違反事案

◆健康保険証 10月から従業員へ直接交付が可能に

◆12.65％に大幅上昇した男性の育休取得率



1.最低賃金の種類と
改定タイミング

　
賃金については、都道府県ごとに最低額（最

低賃金）が定められており、企業はその額以上の
賃金を労働者に支払うことが義務付けられてい
ます。
　この最低賃金には、都道府県ごとに定められ
た「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事す
る労働者を対象に定められた「特定（産業別）
最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地
域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されるこ
とになっています。2021年度について全都道府
県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終
了し、官報で公示されました。

2.2021年度の 
地域別最低賃金と発効日

　2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下
表のとおりです。コロナ禍で2020 年は据え置
きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021
年度はすべての都道府県で28円以上の引上げ
となっています。なお、全国加重平均は902円
から930 円へ3.1％の引上げとなりました。この
28 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が
始まって以降の最高額です。
　パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃
金が最低賃金を下回っていないかを確認すると
ともに、月給者についても1時間あたりの賃金
額を算出し、確認するようにしましょう。
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2年ぶりに大幅な引上げとなる
2021年の最低賃金

都道府県名
最低賃金時間額

引上額 発効月日
改定前 改定後

北海道 861 889 28 2021年10月1日
青　森 793 822 29 2021年10月6日
岩　手 793 821 28 2021年10月2日
宮　城 825 853 28 2021年10月1日
秋　田 792 822 30 2021年10月1日
山　形 793 822 29 2021年10月2日
福　島 800 828 28 2021年10月1日
茨　城 851 879 28 2021年10月1日
栃　木 854 882 28 2021年10月1日
群　馬 837 865 28 2021年10月2日
埼　玉 928 956 28 2021年10月1日
千　葉 925 953 28 2021年10月1日
東　京 1,013 1,041 28 2021年10月1日
神奈川 1,012 1,040 28 2021年10月1日
新　潟 831 859 28 2021年10月1日
富　山 849 877 28 2021年10月1日
石　川 833 861 28 2021年10月7日
福　井 830 858 28 2021年10月1日
山　梨 838 866 28 2021年10月1日
長　野 849 877 28 2021年10月1日
岐　阜 852 880 28 2021年10月1日
静　岡 885 913 28 2021年10月2日
愛　知 927 955 28 2021年10月1日
三　重 874 902 28 2021年10月1日

都道府県名
最低賃金時間額

引上額 発効月日
改定前 改定後

滋　賀 868 896 28 2021年10月1日
京　都 909 937 28 2021年10月1日
大　阪 964 992 28 2021年10月1日
兵　庫 900 928 28 2021年10月1日
奈　良 838 866 28 2021年10月1日
和歌山 831 859 28 2021年10月1日
鳥　取 792 821 29 2021年10月6日
島　根 792 824 32 2021年10月2日
岡　山 834 862 28 2021年10月2日
広　島 871 899 28 2021年10月1日
山　口 829 857 28 2021年10月1日
徳　島 796 824 28 2021年10月1日
香　川 820 848 28 2021年10月1日
愛　媛 793 821 28 2021年10月1日
高　知 792 820 28 2021年10月2日
福　岡 842 870 28 2021年10月1日
佐　賀 792 821 29 2021年10月6日
長　崎 793 821 28 2021年10月2日
熊　本 793 821 28 2021年10月1日
大　分 792 822 30 2021年10月6日
宮　崎 793 821 28 2021年10月6日
鹿児島 793 821 28 2021年10月2日
沖　縄 792 820 28 2021年10月8日

表　2021年度の地域別最低賃金 　（単位：円）
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1.公表事案となる基準
　厚生労働省のホームページに掲載される事
案は、労働基準関係法令違反の疑いで送検、公
表された事案（送検事案）や、厚生労働省が企
業名を公表するとして示された通達に基づき、
都道府県労働局長が企業の経営トップに対し
指導し、その旨が公表された事案（局長指導事
案）です。
　掲載期間は公表日から概ね１年間で、公表日
から１年が経過し最初に到来する月末にホーム
ページから削除されます。また、公表日から概ね
１年以内であっても、送検事案は、ホームページ
に掲載を続ける必要性がなくなったと認められ
る場合、局長指導事案は、是正および改善が確
認された場合、速やかにホームページから削除
されることになっています。

2.労働基準法違反の 
　公表事案

　2020 年8月1日から2021年7月31日まで
に公表されたもので、労働基準法違反にかかる
事案として次のようなものがあります。

［労働基準法第15 条違反］ 
労働者2名に、労働契約の締結の際に労働条
件を、書面を交付する等により明示しなかった
［労働基準法第32 条違反］ 
労働者1名に、36 協定の延長時間を超える違
法な時間外労働を行わせた
［労働基準法第36 条違反］
外国人技能実習生5人に１ヶ月100時間を超え
る違法な時間外・休日労働を行わせた
［労働基準法第37条違反］
労働者4 名に対し､4ヶ月間の時間外労働、休
日労働、深夜労働に対する割増賃金合計約37
万円を支払わなかった
［労働基準法第39 条違反］
労働者6 名に、年5日以上の年次有給休暇を
取得させなかった
［労働基準法第75 条違反］
業務上負傷した労働者に、労災保険を使用させ
ず、健康保険を使用し、治療費を全額負担しな
かった
［労働基準法第104 条の2 違反］
労働基準監督署長による報告命令に対し、虚
偽の事実が記載された書類を提出し、虚偽の報
告を行った
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厚労省のホームページで
企業名公表される
労働基準法の違反事案
過労死等ゼロを目指す取組みの強化の一つとして、労働基準関係法令違反にかかる公表事案が
厚生労働省および都道府県労働局のホームページに一定期間掲載されることになっています。以
下では、公表される事案の基準と労働基準法の公表事案をとり上げます。

　働き方改革で年次有給休暇の取得義務化や、時間外労働の上限規制にかかる法改正が施行
され、より一層、労務管理の重要性が高まっています。また、公表事案から分かるように、様々
な面において監督指導が行われています。適切な労務管理が行われているかを確認し、課題があっ
たときには早めに是正を進めていきましょう。

社会保険労務士法人ことのは
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健康保険証 10月から従業員へ
直接交付が可能に
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。

総務部長

会社を経由せずに、従業員に直接届くということですね。従業員からは「早く健康保険証
が欲しい」と言われることがあるので、直接交付はありがたいです。

従業員の社会保険の手続きをすると、会社に健康保険証が送付され、それを従業員に交
付しますが、この流れについて10月からは協会けんぽ等の保険者が「支障がない」と認め
たときは、保険者から直接従業員に交付（以下、「直接交付」という）されるようになります。

健康保険証は、法令で保険者から事業主に送付し、それを事業主から従業員に交付する
と決められています。コロナ禍でテレワークが普及したこと等に対応し、健康保険証を受
け取るためだけに出社するといった状況をなくすため、今回の変更が行われました。

そのような要望が多いようですが、今回の変更は交付時の対応であり、資格喪失をしたと
きにはこれまで通り、会社が従業員やその家族の分の健康保険証を回収して保険者に
返納する必要があります。

①2021年10月から保険者が支障がないと認めたときに限り、保険者から従業員に健康保険 
　証を交付することができるようになる。
②資格喪失時の健康保険証は、これまで通り事業主が回収し、保険者に送付する必要がある。

なるほど。ところで「支障がない」というのはどのような状況でしょうか。

今回の変更によって、保険者は会社に送付すればよかった健康保険証について、従業員
の自宅等に送付することになるため、事務負担や費用、送付先の住所の把握や管理等の
負担が大きくなります。したがって、直接交付ができるかを、保険者・事業主・従業員の間
で調整し、最終的に直接交付することに支障がないかを保険者が決めることになります。

承知しました。ありがとうございました。

社労士

入社（資格取得）時に健康保険証を従業員に渡すことの不便さは感じていないのですが、
退職（資格喪失）時の健康保険証の回収に苦労しています。退職日に出社しない従業員
には、会社に郵送してもらうように伝えていますが、これも従業員から直接保険者に送付
してもらってもよいのですか。

社会保険労務士法人ことのは



1.男性の育児休業取得率
　この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と
家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握
を目的に厚生労働省が実施しているものです。
この調査結果として公表された男性の育児休
業取得率をみてみると、2020 年度に12.65％
となり、2019 年度の7.48％から5.17ポイント
の大幅上昇となりました（下図参照）。

　大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業
期間が5日未満の割合が28.33％であり、比較
的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、
短期間の取得となっているケースが多いことが
わかります。
　この男性の育児休業取得率については、
2020 年5月29日に閣議決定された少子化社
会対策大綱で、2025 年に30％にするという数
値目標が立てられています。今後、この目標実現

のための施策が実施されることになります。

2.育児短時間勤務制度等の　 
　利用可能期間

　
育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3

歳に達するまで利用できる制度を導入すること
が義務となっています。この制度を導入している
企業における最長利用可能期間の状況を確認
すると、「3歳未満」が55.7％と最も多く、「小学
校就学の始期に達するまで」が15.0％、「小学校
入学～小学校3年生まで」が11.5%と続いてい
ます。　
　次に、所定外労働の制限についても、法令で
子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を
導入することが義務となっています。この制度
を導入している企業における最長利用可能期
間の状況を確認すると、「3歳未満」が 49.6％
と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」
が26.7％、「小学校卒業以降も利用可能」が
6.7％、「小学校入学～小学校3 年生まで」が
6.3％となっています。
　このように法令を超える取扱いを設けること
で、仕事と育児の両立が図られるようにしている
企業が多く見られます。
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12.65％に大幅上昇した
男性の育休取得率
2022年4月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得するこ
とについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省か
ら「令和2年度雇用均等基本調査」（以下、「調査」という）の結果が公表されました。

　今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都
合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

社会保険労務士法人ことのは
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従業員が向上させたい能力
企業の成長には従業員の能力向上が欠かせません。ここでは6月に発表された調査結果※から、
正社員とパートタイム労働者（以下、パート）の別に、向上させたい能力・スキルをみていきます。

厚生労働省「令和2年度能力開発基本調査」より作成

従業員が向上させたい能力・スキル （3つまで回答、％）

※厚生労働省「令和 2年度能力開発基本調査」
　常用労働者 30人以上の民営事業所約 7,100事業所とその事業所に属する常用労働者約 3万人などを対象に、2020年 12月 1日時点もしくは 2019年度の
状況について行われた調査です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450451&tstat=000001031190&cycle=8&tclass1=0000011548
11&tclass2=000001154815&tclass3=000001154816&tclass4val=0

正社員 パートタイム
労働者

マネジメント能力・リーダーシップ               39.9 14.9
ITを使いこなす一般的な知識・能力 （OA・事務機器操作 （オフィスソフトウェア操作など））                       33.5 40.1
課題解決スキル （分析・思考・創造力等）                       27.8 19.8
専門的なITの知識・能力 （システム開発・運用、プログラミング等） 20.1 10.2
語学 （外国語）力                13.5 12.9
コミュニケーション能力・説得力 11.8 14.4
チームワーク、協調性・周囲との協働力           11.7 14.0
営業力・接客スキル                                         10.2 18.0
職種に特有の実践的スキル 7.9 12.1
定型的な事務・業務を効率的にこなすスキル   5.9 11.5
高度な専門的知識・スキル                       5.1 3.8
その他の能力・スキル 0.9 3.3
読み書き・計算等の基礎的素養 0.7 1.6

正社員の9割が向上を望む
　上記調査結果から、向上させたい能力・スキ
ルがあると回答した割合は、正社員が94.6％、
パートが83.6％でした。向上させたい能力・スキ
ルがある従業員を100とした場合の、具体的な
向上させたい能力・スキルをまとめると、下表の
とおりです。

正社員はマネジメント能力
　正社員が向上させたい能力・スキルでは、マ
ネジメント能力・リーダーシップが39.9％で最
も高くなりました。次いでITを使いこなす一般
的な知識・能力が33.5％、課題解決スキルが
27.8％となっています。専門的なITの知識・能
力も20％を超えています。

　なお、マネジメント能力・リーダーシップは、
係長以上などの役職者で向上させたい割合が
40％以上と高くなっています。

パートはITを使いこなす能力
　パートが向上させたい能力・スキルでは、IT
を使いこなす一般的な知識・能力が40.1％とな
り、2番目に割合の高い課題解決スキルよりも
20ポイント以上高い状況です。営業力・接客ス
キルも18.0％となりました。ITを使いこなす一
般的な知識・能力は、正社員でも2番目に高く、
雇用形態に関係なく向上させたい人が多い能
力・スキルとなっています。

　貴社での教育訓練の参考になりましたら、幸
いです。 

社会保険労務士法人ことのは



全業種で50％超となった 
ファイル保管・データ共有

　上記調査結果から、産業別に2020年時点
で利用割合の高いクラウドサービスをまとめる
と、下表のとおりです。
　8産業中、情報通信業を除く産業で、ファイ
ル保管・データ共有の利用割合が最も高くなり
ました。情報通信業も含めて全業種で50％を
超えています。情報通信業で最も高い電子メー
ルは、運輸業・郵便業以外では2番目に利用割
合が高く、運輸業・郵便業、金融・保険業、サー
ビス業、その他を除く産業で50％を超えまし
た。なお、運輸業・郵便業ではデータバックアッ
プが2番目に高い状況です。

利用割合には産業差が
　利用割合が50％以上になったクラウドサー
ビスの数をみると、情報通信業が4、製造業が
3、建設業と卸売・小売業、不動産業が2、運輸
業・郵便業、金融・保険業、サービス業、その他
が1となりました。
　クラウドサービスの種類については、金融・
保険業で eラーニングが4番目に利用割合が
高くなりました。金融・保険業で利用割合が高
い他のサービスは他の産業でも高く、産業によ
る大きな違いはみられませんでした。

　現在も様々なクラウドサービスが登場してお
り、利用企業は今後も増えていくことでしょう。 
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産業別にみる利用割合の高い
クラウドサービス
6月に発表された最新の調査結果※から、産業別に利用割合の高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）をみていきます。

産業別利用割合の高いクラウドサービス （複数回答、％）

※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

建設業 製造業 運輸業・郵便業 卸売・小売業
ファイル保管・データ共有 64.9 ファイル保管・データ共有 54.5 ファイル保管・データ共有 57.0 ファイル保管・データ共有 62.1
電子メール 50.8 電子メール 53.5 データバックアップ 36.5 電子メール 52.6
社内情報共有・ポータル 45.5 スケジュール共有 53.5 社内情報共有・ポータル 35.8 社内情報共有・ポータル 47.2
スケジュール共有 44.0 社内情報共有・ポータル 48.1 給与、財務会計、人事 35.1 データバックアップ 37.0
データバックアップ 35.8 データバックアップ 36.3 電子メール 33.9 スケジュール共有 37.0
給与、財務会計、人事 33.0 給与、財務会計、人事 35.5 スケジュール共有 30.9 給与、財務会計、人事 35.2

金融・保険業 不動産業 情報通信業 サービス業、その他
ファイル保管・データ共有 56.1 ファイル保管・データ共有 65.1 電子メール 67.7 ファイル保管・データ共有 59.1
電子メール 48.4 電子メール 57.5 ファイル保管・データ共有 67.1 電子メール 45.1
給与、財務会計、人事 38.6 社内情報共有・ポータル 49.1 社内情報共有・ポータル 63.5 給与、財務会計、人事 42.3
eラーニング 38.5 スケジュール共有 48.2 スケジュール共有 61.0 スケジュール共有 39.4
社内情報共有・ポータル 35.0 給与、財務会計、人事 41.7 給与、財務会計、人事 39.2 社内情報共有・ポータル 37.8
スケジュール共有 33.4 データバックアップ 32.2 データバックアップ 38.6 データバックアップ 36.3

総務省「令和2年通信利用動向調査」より作成

社会保険労務士法人ことのは



年末年始は、大きな資金が必要となる時期です。年末を前に資金繰りを計画しましょう。
特に未収債権の回収促進に努めましょう。

　業務災害が発生した場合、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出します。業務中の軽度の事故・疾病が原因で休
業日数が1～3日の場合は、暦年の四半期ごとにまとめ、翌月（4･7･10･1月）末までに届けます。
　今月は7月から9月分の報告となります。
　また、休業日数が4日以上の場合は、個々の災害ごとに報告が必要です。

　定時決定により、9月からは新たに改定された標準報酬月額が適用されます。従業員からの社会保険料の控除を翌月に
行っている場合、10月から新たな標準報酬月額に基づいた社会保険料を控除します。

　今月より地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる日が異なっていますので、金額および発効年月
日を確認しておきましょう。

　年に1度、健康保険の被扶養者が要件を満たしているか、事業所に対して一斉調査が行われます。時期や調査方法は保険者
によって異なりますが、中小企業の多くが加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）では10月から11月にこの調査が行われ
ます。協会けんぽから送られる被扶養者状況リストをもとに、被扶養者の収入等の状況を確認するようにしましょう。

　4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次有給休暇管理を開始しま
しょう。

　労働保険の概算保険料は、年度更新の際に延納申請すると3期に分割して納付することができます。今月は口座振替を
利用しない場合の第2期分の納付期限です。

　年末にかけての年度後半は、賞与資金など大きな支出の他に、様々な諸経費も増える時期です。資金繰りは大丈夫です
か？下期の資金計画をたてましょう。
　資金繰りには売掛金の回収促進や在庫などの管理が重要です。場合によっては、買掛金の支払いなどの遅延が発生して
しまい、信用を失う可能性もあります。
　未収債権の把握をし、滞留しているものがあれば営業担当者などに回収を促します。

年末にかけての資金繰り計画

労働保険料第2期分の納付 （延納申請した場合）

労働者死傷病 （軽度）報告提出

定時決定の反映

各都道府県で地域別最低賃金額が変わります

健康保険の被扶養者の資格確認調査

年次有給休暇の付与

06

07

05

04

03

02

01

お仕事備忘録　WOR K R EMINDER
10月号 / 2021
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10月は年の終盤です。業務のやり残しがないように、進捗の確認や計画の見直しを随時行いま
しょう。

日 曜日 六曜 項　　目

1 金 友引

●全国労働衛生週間 （～7日（木）まで）
●大学生への採用内定の通知開始
●高年齢者雇用支援月間 （～31日（日）まで）
●年次有給休暇取得促進期間 （～31日（日）まで）

2 土 先負
3 日 仏滅
4 月 大安
5 火 赤口
6 水 先負
7 木 仏滅
8 金 大安 寒露
9 土 赤口

10 日 先勝

11 月 友引 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付 （9月分）

12 火 先負
13 水 仏滅
14 木 大安
15 金 赤口
16 土 先勝
17 日 友引
18 月 先負
19 火 仏滅
20 水 大安
21 木 赤口
22 金 先勝
23 土 友引 霜降
24 日 先負
25 月 仏滅
26 火 大安
27 水 赤口
28 木 先勝
29 金 友引
30 土 先負

31 日 仏滅

●健康保険・厚生年金保険料の支払い （9月分）（11月1日期限）
●労働保険料の納付（第2期分）※口座振替を利用しない場合 （11月1日期限）
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払 い （第2期分） ※口座振替を利用しない場合 （11月1日期
限）
●労働者死傷病報告提出（休業日数1～3日の労災事故 [ 7月～9月 ] について報告）（11月1日期限）
●個人の県民税・市町村民税の納付 （普通徴収・第3期分）※市町村の条例で定める日まで 

お仕事カレンダー　WOR K CA LENDA R
10月号 / 2021
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社会保険労務士法人ことのは 編 集 後 記 October 2021

社会保険労務士法人「ことのは」の小滝です。
長かった緊急事態宣言も解除され、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、
実りの秋…楽しみの多い季節がやってきました。

この長かった期間にハマったものは沢山ありましたが、「これは 1番ハマった！」となった
のはディスカバリーチャンネルのゴールドラッシュです！金を採掘し一攫千金を狙う家族た
ちのリアリティ番組なのですが、次から次へと問題が起き続けるので止まらなくなってしま
いました。
しまいには、私も日本で金を採掘する方法はないのかと調べてしまうほどでした（笑）
今ならディスカバリーチャンネル公式 YouTube で期間限定公開されているので、ご興味の

ある方はちらっと見てみてください(^^)

日本で金を採掘することはなかなか難しそうなので、緊急事態宣言も解除となったのでキ
ャンプの計画をたてました！(*^▽^*)
新しいキャンプ用品（韓国のキャンプ用品はかわいくて最高です！）も買ったりしていて、

ワクワクが止まらないです！！
今回は「昭和の森フォレストビレッジ」に行きます。ここ

のキャンプ場は神奈川からも 1時間 30 分ぐらいで行けて、な
んといってもシャワーと温泉があるのでオススメです！
キャンプ場に落ちている木を拾って、自力で火起こしをしよ
うとこそこそと計画をたてています（ディスカバリーチャン
ネルの影響受けすぎと怒られそうですw）
でもやっぱり 1 番は食欲の秋と言うことでキャンプ飯を楽し
むことです(^o^)

キャンプではよくハンバーガーとアヒージョのようにビールに合うご
飯を作ることが多いのですが、今回は新しく入手した「メスティン」
を使って石焼ビビンパを作ろうと考えています。オススメキャンプ
飯があったら、教えてくれたら嬉しいです！



2021 年 10 月 7 日
お客様各位

社会保険労務士法人 ことのは

臨 時 休 業 の お 知 ら せ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、社内研修のため、11 月 2 日（火）11 時以降、休業とさせていただき

ます。なお、明後日 11 月 4 日（木）より通常営業となります。ご迷惑をおかけいたし

ますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

【お問い合わせについて】

お電話でのお問い合わせにつきましては、11 月 2 日（金）11 時まで、受け付けており

ます。休業期間中のお電話のお問い合わせにつきましては、お受けできませんので、ご

了承ください。

なお、メールでいただいたお問い合わせにつきましては、11 月 4 日（木）以降、順次

対応させていただきます。

記

臨時休業日時 2021 年 11 月 2 日（火）11 時 00 分 より

以上
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