
社会保険労務士法人 シャイン
2022年9月 臨時web通信

「令和４年度最低賃⾦と業務改善助成⾦ 」

令和４年９月２⽇
※聴講者はカメラ・マイクオフでお願いします
※質問は常時「チャット」にてお受けします

※終了時 アンケートへのご協⼒もお願いします︕
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講師紹介
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★プロフィール
中村 仁（特定社会保険労務士）
昭和55年 静岡県富士市⽣まれ（⼭梨県⾝延町育ち）
趣味 ギター、映画鑑賞、ちょっとだけゴルフ

★社会保険労務士法人シャイン
経営理念 輝く「人財」づくりに挑戦し続け

お客様と「喜び」「幸せ」を共有する
事務所所在地 ⼭梨県⾝延町
社歴 平成２２年１０⽉開所（平成２８年１０⽉法人化）
事務所体制 社労士２名、職員２名 計４名

★事務所の特徴
・⼭梨県、静岡県で相談実績２００社以上。
・労務管理に特化しており、トラブル予防型の労務管理を提案。
・「A4⼀枚評価制度」を⽤いた人事・賃⾦制度構築。
・ペーパーレス、テレワークなどを社内のDX化を積極的に実施。

近時はzoomを⽤いた研修を数多く実施。



本⽇のメニュー
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①最低賃⾦に
関する確認 ②業務改善助成⾦



そもそも賃⾦とは︖
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「この法律で賃⾦とは、賃⾦、給料、⼿当、賞与その他
名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者
に支払うすべてのものをいう。」（労働基準法第11条）

…①任意的、恩恵的なもの、②実費弁償的なもの は含まない。
…就業規則にあらかじめ定められているものは「賃⾦」になる。

（例︓「⾷事⼿当」は恩恵的だが規定に明記すると賃⾦になり得る）
…通勤⼿当、家族⼿当、住宅⼿当なども恩恵的なものではなく、

賃⾦に該当する。

労働者とは︖︖
「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所

に使用される者で、賃⾦を支払われる者をいう。」
（労働基準法第９条）

⇒これに当てはまらない場合、労基法の保護は生じない（家族従事者など）
⇒一つのポイントは雇用保険の被保険者になっているか︖



最低賃⾦（最低賃⾦法）
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第３条（最低賃⾦額）
最低賃⾦額は、時間によつて定めるものとする。

第４条（最低賃⾦の効⼒）
１ 使⽤者は、最低賃⾦の適⽤を受ける労働者に対し、その最低賃⾦額

以上の賃⾦を支払わなければならない。

２ 最低賃⾦の適⽤を受ける労働者と使⽤者との間の労働契約で最低賃
⾦額に達しない賃⾦を定めるものは、その部分については無効とす
る。この場合において、無効となった部分は、最低賃⾦と同様の定
めをしたものとみなす。

→最低賃⾦法では、地域別最低賃⾦以上の⾦額を⽀払わなかった場合、
50万円以下の罰⾦と定めている。
また、労働基準法では特定最低賃⾦以上の⾦額を⽀払わなければ
30万円以下の罰⾦となる。

→最低賃⾦を無視していても、その間、最低賃⾦に満たない額しか払っ
ていなければ、差額はすべて未払い賃⾦として請求される。

→争いとなれば、遅延利息（年14.6%）の請求もあり得る。



最低賃⾦の適用除外
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次の労働者については、使⽤者が都道府県労働局⻑の許可を受けること
を条件に個別に最低賃⾦の減額の特例が認められています。

１．精神⼜は⾝体の障害により著しく労働能⼒の低い⽅
２．試の使⽤期間中の⽅
３．基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている⽅のうち

厚⽣労働省令で定める⽅
４．軽易な業務に従事する⽅
５．断続的労働に従事する⽅

最寄りの都道府県労働局労働基準部賃⾦課室または労働基準監督署
確認。



最低賃⾦の対象となる賃⾦
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厚⽣労働省「最低賃⾦の対象となる賃⾦」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm



地域別のランク分け
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地域別最低賃⾦の改定は、中央最低賃⾦審議会が都道府県を下記のように
4つに分け、引き上げ額の目安を示す

A 埼⽟、千葉、東京、神奈川、愛知、⼤阪
B 茨城、栃⽊、富⼭、⼭梨、⻑野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C 北海道、宮城、群⾺、新潟、⽯川、福井、岐⾩、奈良、和歌⼭、岡⼭、

⼭口、徳島、香川、福岡
D ⻘森、岩⼿、秋⽥、⼭形、福島、⿃取、島根、愛媛、⾼知、佐賀、⻑崎、

熊本、⼤分、宮崎、⿅児島、沖縄

※最低賃⾦の決定基準は労働者の生計費、類似の労働者の賃⾦、通常の
事業の賃⾦支払能⼒｡改正最低賃⾦法では、更に生活保護にかかる施策
との整合性に配慮して決定することが明記されている。

※加重平均について…経済センサスによる各都道府県の従業者数をウエ
ートに採用している。
⼤都市ほど働く人数は多いので、加重平均への寄与度も⼤きくなる。
東京が100円賃上げすると全国加重平均を15.8円押し上げる効果が
ある一⽅、秋田が100円賃上げした場合、全国には0.7円の効果しかない。



令和４年最賃引き上げの状況
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47都道府県で、30円〜33円の引上げ（引上げ額が30円は
11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は５県）

改定額の全国加重平均額は961円（昨年度930円）

全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が
始まって以降で最⾼額

最高額（1,072円）に対する最低額（853円）の⽐率は、
79.6％（昨年度は78.8％。なお、この⽐率は８年連続の改善）

⇒政府が目指すのは「加重平均1,000円」。来年度以降も、
＋50円程度を目指して動いていくと考えられる。



令和４年１０月の最低賃⾦改定
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令和４年１０月の最低賃⾦改定②
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最低賃⾦改定の経緯（公益委員 抜粋）
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労働者の⽣計費については、消費者物価指数を⾒ると必需品的
な支出項目については４％を超える上昇率となっている。
最低賃⾦に近い賃⾦⽔準の労働者の中には生活が苦しくなって
いる者も少なくないと考えられる。

中⼩企業景況調査では、令和２年４〜６⽉の▲66.7 から
今年４〜６⽉には▲19.4 となっているように、コロナ禍からの
改善傾向が⾒られる。「宿泊業, 飲食サービス業」では、現在も
コロナ禍の影響が⾒られ、今年１〜３月期の売上⾼経常利益率
は▲4.5％。

国内企業物価指数が９％を超える⽔準で推移している中で、多く
の企業では十分な価格転嫁ができず、企業経営は厳しい状況



最低賃⾦改定の経緯②（公益委員 抜粋）
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最低賃⾦について、政府が「できる限り早期に全国加重平均が
1000 円以上」となることを目指していることも踏まえれば、
可能な限り最低賃⾦を引き上げることが望ましい。

今年度の目安額は、コロナ禍や原材料費等の⾼騰といった企業
経営を取り巻く環境を踏まえれば、特に中小企業・小規模事業
者の賃⾦支払能⼒の点で厳しいものであると⾔わざるを得ない。

中⼩企業・⼩規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の
必要性については労使共通の認識であり、生産性向上の支援や
官公需における対応を含めた取引条件の改善等に引き続き取り
組むことを政府に対し要望する。



（参考）ビッグマック指数
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１０月までの準備
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①パートタイマー等の賃⾦の確認

②パートタイマー全体の賃⾦バランスの⾒直し

③月給者の賃⾦の確認



①パートタイマー等の賃⾦の確認
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■特定最低賃⾦の適⽤除外
・18歳未満⼜は65歳以上の⽅
・雇入れ後一定期間未満の技能習得中の⽅
・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する⽅

基本的にはパートタイマー等の時給額を直接確認。
各種産業に当てはまるかは、労基署で確認。

「令和３年度 特定最低賃⾦の審議・決定状況」※数字は令和３年度のもの
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/minimum-19.pdf



②パートタイマー全体の賃⾦バランスの⾒直し
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各社の人事施策による。

今年の最賃上昇で全国加重平均９６１円。
来年度以降も２０〜３０円の最賃上昇が⾒込まれる。

近年の賃上げペースを踏まえれば、最賃近辺の額で
雇用しているケースが多いと考えられる。

新規パートと既存パートにいくらか差をつけようと考えれば、
全体の引き上げの検討が必要。

頭数が必要でない場合は、パートの労働時間を伸ばし人数を
減らしていくことも一案。
時間増・賃⾦増は社会保険、扶養の問題が絡むことも。。。



③月給者の賃⾦の確認
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【 月の平均所定労働時間 算出】
年間総労働時間÷１２

※「年間総労働時間」は年間出勤⽇数×１⽇の所定労働時間
わからない場合は、１年のカレンダーで実際に休んだ⽇数を
カウントするのが早い。

※法律上、年間の最⼤労働時間は約2,085時間。
これを超えている場合は、休日が必要。

【例】年間総労働時間 2,080Ｈ
⽉平均所定労働時間＝2,080Ｈ÷12ヶ⽉≒ 173Ｈ

⽉給１３万円の場合 130,000÷173H＝751円 …×
（静岡）944円×173H＝163,312円以上
（⼭梨）868円×173H＝150,164円以上

年2,080時間 (1⽇８時間×２６０⽇ ※年間休⽇105⽇）

÷12 ≒173時間



本⽇のメニュー
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①最低賃⾦に
関する確認 ②業務改善助成⾦



業務改善助成⾦

20



業務改善助成⾦ コース区分
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人数のカウントは︖
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助成対象となる賃⾦引上げ
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⼭梨の場合

現在８６６円 → 事業場内最賃が ８９７円以上は申請不可

ただし、１０⽉２０日以降は地域別最賃が８９８円になる為、
９２８円以下の会社は申請が出来るようになる。



９月１⽇からの拡充措置
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「９月１⽇から原材料⾼騰等に対応するため
｢業務改善助成⾦｣を拡充します」で確認

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27679.html



業務改善助成⾦ 助成額等
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例︓30円コース 7人以上 事業場内最低賃⾦900円未満
⼭梨で866円の社員の時給を898円へ（32円アップ）し

対象者が８名いた場合

⼭梨は拡充要件が出た為、100万円のものを買えば
90万円（9/10） ※通常は80万円（4/5）

150万円のものを買えば100万円（＜120万円）



支給までの流れ
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交付決定まで約１カ⽉
事業を実施し、報告後の審査が約１カ⽉

サービス等導入後に助成⾦が⽀給されるが、
交付決定までに着⼿するとアウト

機器購入

賃上げ



対象となる機器・設備は︖
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設備導入等のポイント
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「その設備・サービス等を入れることで今まで○分かかっていた
作業が○分に短縮され、月で○時間短縮となる」などの数値化で
きる改善が通りやすい。



申請前のチェックシート（下表は抜粋）
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10人未満で就業規則の作成がない場合等
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業務改善助成⾦ 特例
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まず計画書を提出、窓口で受理印を受ける。
交付決定を待たず賃⾦を上げる。

賃上げを先⾏し、交付決定後に、
機器等の購入（⼿付⾦、契約もNG）

※受理⾃体は「交付決定」ではない為、
審査の上、不⽀給結果となる可能性あり。

↓特設コールセンター

申請の詳細は「申請マニュアル」をご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000808872.pdf



人事評価制度、賃⾦制度 お任せください︕
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【著者︓榎本あつし先生と】
中⼩企業向けの「業績向上」を得意とする人事制度。
「人事制度の学校」の人事構築士として活動中︕
https://ps-school.net/jinji/



参加の皆様へ
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■無料相談
来所またはzoomによりお受けします。

アンケート、メール、HP、お電話にてお問合せください。

■無料web通信 ご紹介ください︕
実務に役⽴つ情報を毎⽉ご提供します

登録フォーム
https://www.itm-asp.com/form/?3285

【次回web通信 令和4年9月27⽇（火）】
『令和４年度 育介法改正 実務対応②』

14時〜15時 参加費︓無料
https://forms.gle/zHByVqtq76GnC7Wo9
本日のアンケートからお申込み可能です︕



顧問先様はweb通信の録画がいつでも⾒られます︕
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パスワードは別途連絡しております。
ご不明な場合は、お気軽にご連絡ください。



御清聴ありがとうございました︕
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【社会保険労務士法人 シャイン】

職場の安心感の架け橋となり
成⻑する「人・組織づくり」に貢献する

就業規則の⾒直し、賃⾦設計
労務管理など、お気軽にお問合せ下さい。

（顧問契約、スポット対応あり）

TEL 0556-62-2710 FAX 0556-62-3620
http://sr-shain.com/
info@sr-shain.com
LINE ID  shainsr


