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-------------------------------------------------------------------------------------◆平成 25 年度の地域別最低賃金 （参考）

ご存知ですか？
「中小企業最低賃金引上げ支援対策費
補助金」

地域別最低賃金で時給 800 円を超えている
都道府県は、東京都（869 円）、神奈川県（868
円）、大阪府（819 円）の３都道府県しかありませ
ん。

◆人手不足の企業にお勧め！

他の都道府県では、例えば、北海道 734 円、

昨今、人手不足に頭を悩ませているという企

宮城県 696 円、埼玉県 785 円、千葉県 777 円、

業も多いのではないでしょうか。
人を採るために仕方なく時給を上げざるを得

新潟県 701 円、愛知県 780 円、広島県 733 円、

ないという場合もあるでしょう。そんなときにお勧

高知県 664 円、福岡県 712 円、沖縄県 664 円

めの助成金をご紹介します。

となっています。

◆中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助
◆中小企業最低賃 金引き上げ支援対策費補助

◆該当企業は多い？
本助成金の支給要件の１つに「800 円未満の

金（業務改善助成金）
この助成金は、中小企業・小規模事業者を支

時間給等の労働者を使用している」とあります。

援する目的で設けられているもので、下記の２条

上記地域別最低賃金からわかるように、支給要

件を満たした場合に助成金が支給されます。

件に該当する企業も多いと思われます。ぜひ申

【支給要件】

請を検討してみてはいかがでしょうか？

（１）最低賃金の引上げに先行して事業場内で
最も低い賃金で 40 円以上引き上げる賃金引

人手不足の影響？
変わりつつある転職の常識

上計画を策定し、引上げを実施すること（ただ
し、助成金申請時に 800 円未満の時間給等
の労働者を使用している必要あり）。

◆転職成功者の平均年齢が過去最高に

（２）労働者の意見を聴取のうえ、賃金制度の整

株 式 会 社 インテリジェンスが運 営 する転職

備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進

サービス「DODA（デューダ）」が、同社のサービ

に資する設備・器具の導入、研修等の業務改

スを利用したビジネスパーソン約７万人に対し、

善を実施すること。

「転職をした年齢」について行った調査によると、
2014 年上期の転職成功者の平均年齢は 31.7

【助成額】
業務改善の経費の２分の１（企業規模 30 人

歳（前期比 0.6 歳増）で、調査を開始した 2007

以下の小規模事業者は４分の３）

年以来、過去最高を更新したとのことです。

※下限５万円、上限 100 万円

また、転職成功者の年齢割合では、「35～40
歳」（13.9％）、「40 歳以上」（11.2％）がそれぞれ
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上昇傾向にあり、35 歳以上の転職成功者の割

年比 71 人、19.4％増）、休業４日以上の死傷者

合は初めて 25％を超えたようです。

数が４万 7,288 人（同 1,625 人、3.6％増）となり、
昨年から大幅に増加したことが明らかになりまし

◆転職経験の多い人の成功者が増加

た。

また、同社 が 2013 年度に「DODA（デュー

同省では死亡者の大幅増加を受け、「労働災

ダ）」を通じて転職をした人の転職回数を調べた

害のない職場づくりに向けた緊急対策」を実施

調査結果によると、「初めて」の人が 53.0％で最

するようです。

多 となり、次 いで「２回 目」（24.3％）、「３回 目 」
（12.7％）の順になったようです。

◆「緊急対策」の内容

年齢別に転職した人の割合を見ると、34 歳以

緊 急 対 策 の柱 としては、以 下 の２点 となりま

下では、転職経験が「初めて」で転職に成功した

す。

人 が最 多 となっていますが、35 歳 以 上 では、

（１）業界団体などに対する労災防止に向けた緊

2007 年から 2012 年までは「２回目」が最多とな

急要請

り、2013 年には「４回以上」が最多となったよう

・産業界全体に対する企業の安全衛生活動

です。

の総点検の要請

30 歳以上で「３回目」「４回目以上」の割合が

…経済活動の一層の活発化が見込まれる中

大きく増加しており、かつての「転職回数が多い

で労災の増加が懸念されることから、産業

と不利」という転職の常識が変わりつつあるよう

界全体（約 250 団体）に対し、企業の安全

です。

衛生活動の総点検と労使・関係者が一体と
なった労災防止活動の実施を要請。

◆転職回数の多さ
◆転職回数 の多さ、年齢
の多さ、年齢の高さ
、年齢 の高さは厭わない
の高さは厭わない

・労災が増加傾向にある業種に対する具体的

上記の調査結果を受け同社は、転職市場の

な取組みの要請

活性化に伴い、企業は必要な人材の確保に頭

…特に労災が増加している業種（製造業、建

を痛めており、経験や実績が合致していれば転

設業、陸上貨物運送事業、小売業、社会福

職回数を問わないというケースが多くなっている、

祉施設、飲食店）に対しては、労災防止の

としています。

ための具体的な取組内容を示し、その確実

また、業績の好調を受け、事業課題を解決で

な実施を要請。

きる人材を採用したいと考える企業では、即戦

（２）都道府県労働局、労働基準監督署による指

力として期待される 35 歳以上の採用ニーズが

導の内容

高まりを見せているようで、これまでは転職回数

都道府県労働局と労働基準監督署におい

が多い人の採用を敬遠する企業もありましたが、

て、労働災害防止団体などと連携した安全パ

転職回数が多くとも、その在籍企業で出した成

トロールを実施するほか、事業場が自ら実施

果がわかれば、「変化に柔軟で環境が変わって

した安全点検の結果などを踏まえた指導など

も成果が出せる」「自社でも同様に成果をあげて

を実施。

くれるのでは」という期待に繋がり採用に至って
いる、としています。

◆ 労災発生状況のポイント
全産業における死亡者数（437 人）を業種別
に見ると、建設業（159 人）、第三次産業（92 人）、

「労働災害のない職場づくり」に
向けた緊急対策

製造業（82 人）、陸上貨物運送事業（55 人）の
順で災害が多発していたそうです。

◆増加する労災死亡事故

建設業では、屋根、足場、はしご・脚立などか

厚生労働省が「平成 26 年上半期の労働災害

らの「墜落・転落」と、建設機械などに「はさまれ・

発生状況」を発表し、死亡者数が 437 人（対前

巻き込まれ」による死亡者が大幅に増加し、陸
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上貨物運送事業では、荷積み、荷下ろし時のト

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

ラックからの墜落をはじめとした「墜落・転落」の

［年金事務所］

死傷災害が増加、第三次産業（小売業、社会福

○ 労働保 険印紙保険料 納付 ・納付計器使 用

祉施設、飲食店）では、転倒や無理な動作によ

状況報告書の提出［公共職業安定所］

る腰痛などが増加していたようです。

○ 外 国人雇用 状況報 告（雇用 保険の被 保険

これらの増加要因として、同省は「景気回復で

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

企業活動が活発になる中、人手不足で現場に

＞［公共職業安定所］

経験の浅い労働者が増え、事故につながってい
る」としています。
今後、対象の業種には、自主点検票の送付

当事務所よりひと言

や研修会の開催などの取組みの強化がなされ

皆様、おはようございます。社会保険労務士

ていくようです。

法人Ｄ・プロデュースの山下です。

暑 い夏 の時 期 を経 て、ようやく涼 しい気 候 と

9 月の税務と労務の手続提出期限
月の税務と労務の手続 提出期限
［提出先・納付先］

なってまいりました。ハンドタオル片手に外回りを

1日

することもなく、色付く木々に目を向ける余裕が

○ 個人事業税の納付＜第 1 期分＞［郵便局ま

出てきました。弊社事務所のある関内では、銀

たは銀行］

杏の樹から黄色い実が根元に落下、なんとも言
えない臭いが近辺に立ち込めており、秋の到来

○ 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］

を気付かせてくれます。

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀
行］

そのような関内近辺ですが、多くの飲食店が
ランチの看板を店頭に出しています。それらを伺

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出
［年金事務所］

いながらランチを選定している、または行き付け
の店が既に決まっている、そのような会社員・職

○ 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］

員が、お昼時歩いています。我々スタッフも同様
です。

○ 外 国人雇用 状況報 告（雇用 保険の被 保険
者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

さて、飲食店は多々ありますが、毎日関内で

＞［公共職業安定所］

ランチを食していると、訪れる店は限定されてき
10 日

ます。そのように限定された店の中で、多くのお

○ 源 泉徴収税 額・住 民税特別 徴収税額 の納

客様に惜しまれながら、昨年閉店したところがあ
りました。あの絶品料理を食べられないと思うと、

付［郵便局または銀行］

非常に残念で、閉店した後も話題に出るほどで

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

した。

月以降に採用した労働者がいる場合＞［公
共職業安定所］
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

しかし、一旦は閉店したお店が、今月まさかの

月以降に一括有期事業を開始している場合

復活。しかも、弊社の入るビルの真横です。これ

＞［労働基準監督署］

を知った時は、とても嬉しかったです。そして、復
活初日、早速ランチを食べに訪れましたが、待ち

30 日

行列ができており断念。後日、再度挑戦してよう

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

やく食べることができました。閉店から復活まで
９ヶ月の間に何度も食べたいなと思った味、再び

行］
3

堪能することができました。

皆様におかれましても、お気に入りのお店が、
飲食店に限らずあるかと思います。いつも見か
ける「営業中」や「OPEN」の札、いつまでも日常
的であってほしいものですね。
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