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社会保険労務士法人 Amatria 

最低賃金はどのように決まるか 
最低賃金は労働者の生計費や事業者の支払い能力など

を考慮の上「中央最低賃金審議会」が引き上げ額の目安

を発表し、それを踏まえて都道府県の労働局長が決定し

ます。今年は 8 月 2 日に中央最低賃金審議会から目安

が発表されました。 

 

コロナ禍での大幅アップの理由 
コロナ禍や物価上昇の影響により、経営が厳しい事業者

もある中でなぜ最低賃金が大幅に上がるのでしょうか。

主な理由として、最低賃金が景気改善のための重要な経

済施策の一つであると考えられていることが挙げられ

ます。 

 

物価上昇に対する低賃金労働者の保護という名目以外

に、消費を促して日本経済全体を活性化させたいという

目的もあるでしょう。今回の中央最低賃金審議会の資料

においても、コロナ禍の影響を受けた飲食業や、物価上

昇をサービス価格に転嫁できない企業の厳しさに言及

しつつも、「賃金水準が上昇していること」「消費者物価

指数が上昇していること」などを根拠に大幅アップにな

ったという説明がなされています。 

 

なお、欧米先進諸国と比べると日本の最低賃金は低く、

政府が掲げる「最低賃金全国平均 1,000 円以上」に向

けて、今後も最低賃金上昇の傾向は続くという見方が一

般的となっています。 

 

2022年最低賃金の目安 
各都道府県の引上げ額の目安については、地域別有効求

人倍率などを考慮の上、都道府県ごとにランクを定めて

目安が示されていますが、右表の通りいずれのランクも

「30円以上のアップ」とされています。 

 

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、各都道

府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することにな

りますが、おそらく多くの都道府県でこのまま中央最低

賃金審議会の答申に沿って決定されるでしょう。 

 

ランク 都道府県 上昇額 

A 
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大

阪 
31円 

B 
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、

三重、滋賀、京都、兵庫、広島 
31円 

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 

30円 

D 

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、

島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

30円 

 

最低賃金と月給 
最低賃金は時給で示されるため、月給制の場合は以下の

手順で時給に換算して最低賃金チェックをします。 

 

① 最低賃金計算から除外する手当※を月給から除く 

※家族手当、通勤手当、住宅手当、臨時手当など 

② ①を1箇月平均所定労働時間で割る 

③ 地域別最低賃金と比較する 

 

東京の場合の月給額 
東京の最低賃金が1,072円になった場合、1ヶ月平均所

定労働時間が 170 時間ならば 1,072 円×170 時間＝

182,240円が月給の最低ラインとなります。 

 

基本給180,000円＋固定残業手当20,000円(約15時

間相当)という給与の方の場合は基本給を2,240円上昇

させるだけでなく、固定残業手当も基本給に連動して

250円程増加させなければならなくなります。 

2022年 

最低賃金について 

最低賃金が昨年同様に大幅アップする見込

みとなりました。内容を解説するとともに、

今後の労務への影響について解説します。 



 

  

社会保険労務士法人 Amatria 

はじめに 

民法では様々な債権の消滅時効期間を定めていますが、

労働者にとって重要な債権である「賃金」の消滅時効期

間は、労働基準法で定められています。 

 

もともと民法では「月又はこれより短い時期によって定

めた使用人の給料に係る債権＝いわゆる毎月の賃金」は

1年で消滅すると定められていましたが、それだと労働

者の保護に欠けることから、賃金債権については労働基

準法によって 2 年の消滅時効期間が定められていまし

た。 

 

改正の内容 
2020年4月の改正民法施行と同時に上記の労働基準法

も改正され、賃金の消滅時効期間が原則5年になりまし

た。ただし、当分の間は経過措置として3年とされまし

た。 

 

改正のポイント 

① 賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長 

(ただし、当分の間3年) 

② 2020年4月1日以降に支払われるすべての賃金が 

新たな消滅時効期間の対象となる 

③ 賃金台帳など記録の保存期間も5年(当分の間3年)に延長 

 

具体的な影響 
例えば月末締め翌月 10日払いの会社の「2020年 4月

分」の賃金にかかる時効は2023年5月10日に完成し

ますが、これは法改正前であれば「すでに会社側が時効

消滅を主張できていた賃金」になります。 

 

つまり、2022 年 4 月以降の未払い残業代請求事件は

徐々に請求対象月が拡大し、来年度以降は3年分の請求

をされることになります。 

 

シミュレーション 
1 日 2時間＝月間 40時間の残業をした場合の月給別、

時効年数別未払い残業代リスクをシミュレーションし

た表が以下の通りです。時効が3年、5年と延長するこ

とで当然未払い残業代リスクも1.5倍、2.5倍と増える

ことになります。また、残業時間がさらに多い場合、月

間 60 時間超の残業の割増率アップ(25%→50%)の影

響も受けることになるため、金銭的リスクはさらに高ま

ることになります。 

 

時効年数、月給額に応じた未払い残業代の試算表 

 時効年数 

2年 3年 5年 

月給 

20万円 141万円 211万円 352万円 

30万円 211万円 317万円 529万円 

40万円 282万円 423万円 705万円 

50万円 352万円 529万円 882万円 

※月間残業 40 時間、月所定労働時間 170 時間、割増

率25%で試算 

 

時効の完成猶予 
その他 2020 年の民法改正により、差押えや訴訟など、

裁判所の手続きのほかに、当事者間で協議を行う旨の合

意が書面でされた場合も、原則として 1年間ずつ(最大

5 年)時効の完成を猶予することができます。つまり、

時効が延びただけでなく今までよりも簡単に時効完成

を阻止できるようになった点でも労働者側に有利な改

正と言えるでしょう。 

未払い残業時効延長の 

リスクを考える 

2020年4月の民法改正により賃金請求にかか

る時効が5年に延長されました。これに伴い、

未払い残業代の請求をされた時の金銭リスク

はどのくらい上がるのかを考察します。 



 

  

社会保険労務士法人 Amatria 

はじめに 

自然災害、緊急時、行方不明、急病、事故などで従業員

または関係者に安否確認や連絡を取りたい場合、企業と

して安否確認対策をどのように講じれば良いでしょう

か。また、プライバシーについてどのように配慮をすれ

ば良いかについて解説します。 

 

根拠 1:安全配慮義務 
労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働

者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働すること

ができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定め

られている通り、企業は労働者の労働の際の安全に配慮

する義務があります。自然災害など有事の際に安否確認

をする義務は謳っていないものの、安全に働ける状況で

あるかを確認する連絡手段を持つことは広く安全に配

慮する労務管理の一つでしょう。 

 

根拠 2:BCP 
自然災害など緊急事態発生時に事業資産の被害を最小

限に留めつつ、事業を復旧、継続していくために企業が

策定する計画のことを、BCP（Business Continuity Plan、

事業継続計画）と呼びます。働く人がいないと事業を継

続できないため、安否確認の仕組みを整備することは

BCPの観点からも必要と言えます。 

 

具体的な手順 

①安否確認の場面設定 

安否確認の連絡を企業が行う場面をあらかじめ設定し

ます。例えば「自然災害」「感染症拡大」「事件・事故」

「戦争・紛争」「海外渡航」「行方不明」などが考えられ

ます。安否確認する場面を特定することは「非常時以外

はいたずらにお互いの個人情報を使用しない」という安

心感を示す意味でも重要です。 

 

 

②取得する個人情報の範囲検討 

入社時に収集する「住所」「電話番号」「メールアドレス」

の他に、LINE、Facebookなどのメッセンジャーアプリ

の IDなどを範囲に含めるか、また家族、親戚、実家の

住所や連絡先まで含めるかを検討します。安否確認とい

う目的から考えると本人の居住地以外の連絡先を把握

していた方がよいでしょう。 

 

③安否確認方法の検討 

自然災害などの際は、電話やインターネットの混雑や通

信障害が併発する可能性が高いため、安否確認をより確

実にするために安否確認のための外部サービスを検討

しても良いでしょう。例えばSMS(ショートメッセージ)

を利用した法人向け安否確認サービスなどがあります。

労働者の平均年齢によっては昔ながらの「緊急連絡網」

を作成した方が良いこともあるでしょう。 

 

④各労働者への説明と同意取得 

目的と利用方法を示した上で労働者の同意を得て個人

情報を取得します。安否確認の為であっても、同意しな

い個人情報の提供を会社が強制することはできません。 

 

⑤個人情報管理 

収集した個人情報が安否確認以外の目的で利用される

ことのないように保管・管理をします。情報へのアクセ

ス制限など対策が必要でしょう。ただし過度に厳重に管

理しすぎて緊急時に情報が取り出せないようでは困る

ので、有事を想定した管理方法を検討しましょう。 

 

その他の注意点 
個人情報漏洩に注意することはもちろんのこと、担当従

業員等が個人情報を私的に流用することのないように

気をつけなければなりません。例えば安否確認用の個人

情報を用いてセクハラをはたらいた場合に厳しい懲戒

処分を設定するなどしてトラブルを抑止しましょう。 

企業における 

「安否確認」対策 

緊急時や災害時など、従業員の安否確認が必要

な場面に企業としてどのように備えれば良い

でしょうか。個人情報取得の際の注意点につい

ても解説します。 



 

  

社会保険労務士法人 Amatria 

はじめに 

「また会いたくなる人」と「2度と会いたくない人」の

違いはどこにあるのでしょうか？どんな相手にも好印

象を与える心理テクニックを身につければ、様々なチャ

ンスを掴むことができるようになるでしょう。1日１つ

の実践で、1ヶ月後の自分を変えるノウハウをご紹介し

ます。 

 

強烈なインパクトを与える挨拶 
一般的に「明るい表情や態度で、相手の目を見て挨拶を

する」というのが、当たり前のマナーといわれています。

もちろん大切なことですし、この当たり前の行為ができ

ていない人も多くいるため、なおさら重要な立ち振る舞

いになっていることは間違いありません。しかし、筆者

は本書内で以下のように述べています。 

 

しかし、明るい表情で挨拶をしたからといって、それは“感じ

のいい挨拶をする人”という評価を得ても、それ以上でもなけ

ればそれ以下でもないでしょう。 

 

挨拶をする際、特にも初対面の場合には強烈なインパク

トが伴わなければいけないのです。そのためには「ひと

こと付け加える」ということがポイントになります。 

 

「おはようございます。ずっとお話したいと思っていた

ので、本日はご一緒できて嬉しいです！」というように、 

「嬉しい」「喜び」「感激」「感謝」といったポジティブ

なイメージをもつ言葉を気持ちの良い挨拶にプラスす

ることで、相手の受け取る印象を大きく変えることがで

きるのです。 

 

見たままの「軽いほめ」が大切 
コミュニケーションを良好に進めるためには「相手をほ

めること」がセオリーとされています。とはいえ、何を

ほめたら良いのか分からない人もいるでしょう。 

あるいは、無理にほめようとしてわざとらしいトークの

内容になることを敬遠している人もいることでしょう。 

 

感じが良く、かつ仰々しい印象を与えずにほめるために

はどうすればよいのでしょうか。筆者いわく、ごくごく

軽い、見たままを言うことが大切なのだそうです。ちょ

っとした表情や服装の変化など、ぱっと見てすぐに言葉

にできるようなところをほめてみるのです。難しい場合

には、ほめるまでいかなくても、ひとこと言及してみる

だけでも問題ありません。 

 

「あ、髪短くしたんですね」 

「いい柄のネクタイですね」 

 

この程度であればわざとらしさはありませんし、話がそ

こで終わったとしても特にダメージはありません。相手

が触れて欲しいと思っている要素だった場合は「この人

は自分に関心を持ってくれている」というふうに印象付

けることができます。 

 

ほめ上手には要注意 
一方で、世の中には人を良い気持ちにするのが上手い人、

いわゆる「ほめ上手」な人がいます。人間は上手なほめ

と一緒に質問されると、ついつい乗せられて余計なこと

まで答えてしまう場合が多々あるものです。初対面のコ

ミュニケーションで、自分の自慢話をペラペラと喋り続

ける人に良い印象を抱くことは少ないでしょう。うっか

り放った一言が、自分自身のイメージを大きく変えてし

まうこともあります。相手がほめ上手の時は「ありがと

うございます！」と快活に返答し、人格・人間性が安定

していることを表現することも重要になります。 

 

公私を問わず、「また会いたい！」と思われることは大

きなメリットです。その方法をシンプルに学ぶことがで

きるオススメの一冊です。

「また会いたい」と思われる 

人になる43の習慣 上岡 真司 著 
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社会保険労務士法人 Amatria 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い

合わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の事務所だよりはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

社会保険労務士法人Amatria 

代表 東 智春 

所在地 
〒145-0065 

東京都大田区東雪谷1-2-12 

営業時間 平日9:00～18:00 

電話 03-3727-7777 

FAX 03-3727-7775 

メール info@amatria.net 

 

 
 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

社会保険労務士法人 Amatria 

安否確認対策チェックシート 2022年版チェックシート 

チェック項目 

 

FAXのご返送は 03-3727-7775 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

No チェック項目 YES NO 

1 
労働者本人の住所以外に収集している情報にチェックをつけてください（複数回答可） 

□電話番号 □メールアドレス □LINE ID □SNSメッセンジャー □その他(               ) 

2 身元保証書を入社時に収集していますか □ □ 

3 労働者本人以外の緊急連絡先情報を収集していますか □ □ 

4 

No.3でYESの場合、収集している情報にチェックをつけてください（複数回答可） 

□配偶者・パートナーの電話番号 □配偶者等のメールアドレス □実家、親の住所  

□実家、親の電話番号 □実家、親のメールアドレス □身元保証人の住所、電話番号  

□その他（                                    ） 

5 安否確認のための情報収集に同意書などをもらっていますか □ □ 

6 外部の安否確認サービスなどを契約していますか □ □ 

7 BCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)を作成していますか □ □ 

8 
その他安否確認について疑問・質問があればご記入ください 

（                                        ） 


