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社会保険労務士法人 Ｄ・プロデュースが毎月お送りしています 

ブログも更新中！是非ご覧ください！      

http://d-produce.net/ 
Facebook https://www.facebook.com/d.produce 

 

 

 

 

ご連絡先：  

〒231-0012 

神奈川県横浜市中区相生町 1-15 第二東商ビル 6F 

TEL：045-226-5482  FAX：045-226-5483 

E-Mail：info@d-produce.com        

HP：https://www.d-produce.com  

https://d-produce-yokohama.com 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

令和４年４月からの年金制度 

 

年金制度改正法（令和２年法律第 40号）等の

施行により、年金制度の一部が改正されます。

４月からどのように変わるのか見ていきます。 

 

◆繰下げ受給の上限年齢引上げ 

老齢年金の繰下げ年齢の上限が 75歳に引き

上げられます（現在の上限は 70 歳）。また、65

歳に達した日後に受給権を取得した場合につい

ても、繰下げの上限が 10年に引き上げられます

（現在は５年）。 

 

◆繰上げ受給の減額率の見直し 

年金の繰上げ受給をした場合の減額率が、１

月あたり 0.4％に変更されます（現在は 0.5％）。 

 

◆在職老齢年金制度の見直し 

60 歳から 64 歳に支給される特別支給の老齢

厚生年金を対象とした在職老齢年金制度につ

いて、支給停止とならない範囲が拡大されます

（支給停止が開始される賃金と年金の合計額の

基準が 28 万円から 47 万円に緩和。65 歳以上

の在職老齢年金と同じ基準に）。 

 

◆加給年金の支給停止規定の見直し 

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保

険者期間が 20 年（中高齢者等の特例に該当す

る方を含む）以上ある老齢、退職を支給事由と

する年金の受給権を有する場合、その支給の有

無にかかわらず加給年金が支給停止となります

（経過措置あり）。 

 

◆在職定時改定の導入 

現在は、老齢厚生年金の受給権者が厚生年

金の被保険者となった場合、65 歳以降の被保

険者期間は資格喪失時（退職時・70 歳到達時）

にのみ年金額が改定されますが、在職中の 65

歳以上 70 歳未満の老齢厚生年金受給者につ

いて、年金額が毎年１回定時に改定が行われる

ようになります。 

 

◆国民年金手帳から基礎年金番号通知書への

切替え 

国民年金制度または被用者年金制度に初め

て加入する方には、「基礎年金番号通知書」が

発行されることになります。既に年金手帳を所持

している方には「基礎年金番号通知書」は発行

されません。 

 

【日本年金機構「令和４年４月から年金制度が改

正されます」】 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/

2022/0228.html 
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「改正育児・介護休業法」実態調査 

～エン・ジャパン調査より 

 

◆「改正育児・介護休業法」、認知度は９割。

2022 年４月からの適用内容と 2022 年 10 月

からの適用内容、認知度はそれぞれ 73％ 

「2022 年４月から段階的に施行される『改正

育児・介護休業法』は知っていますか？」と尋ね

たところ、79％が知っている（よく知っている：

16％、概要だけは知っている：63％）と回答しま

した。従業員規模別での認知度は、従業員数

300 名未満の企業では 77％（同：14％、63％）、

従業員数 300名以上の企業では 84％（同：22％、

62％）で、大企業での認知が進んでいる実態が

わかりました。 

また、この法改正によって段階的に施行され

る具体的な内容について、2022 年４月から全企

業に対して課される「育児休業を取得しやすい

環境整備・個別の周知・意向確認措置の義務化」

と「有期労働者の育休取得条件緩和」の認知度

は 73％（よく知っている：14％、概要だけは知っ

ている：59％）でした。2022 年 10 月からの「産後

パパ育休（出生時育児休業）の創設」「育児休

業の分割取得が可能になること」の認知度も同

じく 73％（同：19％、54％）でした。 

 

◆35％が「男性の育児休業の取得実績がある」

と回答。従業員数 300 名以上の企業では

59％が男性の育休取得実績あり 

育児休業の取得状況について、男女別に伺

いました。男性の育児休業について、35％が「取

得実績あり」と回答しました。企業規模別では、

従業員数 300 名未満の企業では取得実績が

あったのは 26％でしたが、従業員数 300 名以上

の企業では 59％と、大企業の半数以上で男性

育休の取得実績があることがわかりました。女

性の育児休業は全体で 79％、従業員数 300 名

未満の中小企業でも 73％が「取得実績あり」と

回答。男女の取得実績に 40ポイント以上差があ

る実態がわかりました。 

 

 

 

【エン・ジャパン「390 社に聞いた「改正育児・介護

休業法」実態調査」】 

https://corp.en-

japan.com/newsrelease/2022/28531.html 

 

 

雇用を守る在籍型出向の活用が広がって

います  

――産業雇用安定助成金の活用状況とり

まとめ（厚生労働省）から 

 

 厚生労働省は２月 28日、「産業雇用安定助

成金」の活用状況を公表しました。 

産業雇用安定助成金は、新型コロナウイルス

感染症の影響により事業活動の一時的な縮小

を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により

労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向

先の双方の事業主に対して、その出向に要した

賃金や経費の一部を助成するもので、１年間で

１万人以上の活用がありました。 

厚生労働省は、制度創設の令和３年２月５日

から１年が経過した翌年２月４日までに、事業主

から都道府県労働局に提出のあった「産業雇用

安定助成金出向実施計画届」を取りまとめ、取

組みの事例と併せて紹介しています。 

 

◆企業規模別では、中小企業から中小企業へ

の出向が最も多い 

助成金の活用を企業規模別に見ると、出向元

が中小企業の割合は約 62％、出向先が中小企

業の割合は約 58％になっています。中小企業か

ら中小企業への出向が最多の 4,456 人（43％）

で、大企業から大企業への出向が 2,271 人

（22％）、中小企業から大企業への出向が 1,992

人（19％）、大企業から中小企業への出向が

1,606 人（15％）となっています。  

 

◆産業別では、出向元は運輸業・郵便業、出向

先は製造業が最も多い 

産業別にみると、出向元の最多は運輸業・郵

便業（4,103 人）で、出向先の最多は製造業

（2,085人）となっています。出向成立の最多は、

製造業から製造業（1,271 人）で、異業種への出
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向割合は 62.9％でした。出向元は上位６業種で

全体の約 93％、出向先は上位６業種で全体の

約 77％を占めています。 

コロナによる経済活動への影響を反映して、

出向元は観光や交通が多く、出向先は物流を支

える産業や非対面系の業務が多かったようです。 

 

◆出向を実施した企業（出向元・出向先）や労

働者の９割以上が好評価 

 助成金活用企業や出向労働者に対して実施し

たアンケート調査（令和３年８月厚生労働省調

べ）によると、出向元企業では「労働意欲の維

持・向上（63％）」「能力開発効果（59％）」、出向

先企業では「自社従業員の業務負担軽減

（75％）」「即戦力の確保（52％）、」出向労働者

では「能力開発・キャリアアップ（57％）」「雇用の

維持（46％）」を挙げていて、企業、労働者双方

から高い評価を得ています。 

 

【厚生労働省「雇用を守る在籍型出向、活用広が

る～産業雇用安定助成金の創設から１年、対象者

が１万人を超えました～」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/00

0902822.pdf 

 

 

4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

11 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］ 

 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出

書の提出［市区町村］ 

 

5 月 2 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督

署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

１月～３月分＞［労働基準監督署］ 

○ 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］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納

付［都道府県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1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。 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿

の縦覧期間 

（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限

までのいずれか遅い日以降の日までの期間） 

 

 

編集後記 

春寒料峭。 

朝晩の寒暖差も激しく、毎日のコーディネートに

頭を悩ませる今日この頃。 

皆様いかがお過ごしでしょうか。 

Ｄ・プロデュースの千葉です。お世話になってお

ります。 

 

3/16 の福島県沖を中心にした震度 6 強の大き

な地震。 

家屋の倒壊や死傷者が発生した情報をニュース

で見るたび胸が痛くなりました。 

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げま

す。 

 

我が家では大きな地震が起きるたび、避難場所

の確認などをそれとなく家族で話す習慣があり

ます。 

ただ、それぞれが社会人で日中は全く違う場所
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で勤務をしているため 

公共交通機関がダウンしてしまえば避難場所に

到着するのも数日はかかってしまうかもしれませ

ん。電話や SNS も繋がらなくなってしまえば、安

否確認も難しくなってしまいます。 

 

そこで先日調べたのが災害伝言ダイヤルです。 

ご存じの方も多いかと思いますが、これは災害

により電話が繋がりにくい状況になった場合に

提供が開始される NTT の電話サービスです。 

「171」にダイヤルした後、ガイダンスに従い操作

すると音声を録音したり、録音された音声を聞く

ことができます。短い時間でも家族の声を聴くこ

とが出来れば安心できますし、その後の行動も

決めやすいですよね。 

 

災害がいつ私たちを襲うかは誰にもわかりませ

ん。それでもその時までにできる備えは沢山あり

ます。平和な毎日を過ごせることを願いながら、

今日は乾パンの消費期限を確認したいと思いま

す。 

 

 


