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雇用調整助成金上限引き上げ 

◇6 月 12 日、新型コロナ対策を柱とする第

２次補正予算が成立しました。雇用調整金

関連では、支給上限が 15,000 円に引き上げ

られました。休業要請業種のみ 10/10 とさ

れていた中小企業の助成率を、解雇を伴わ

ないすべての業種に広げました。すでに、

申請して支給されている場合にも、手続き

不要で 4 月 1 日に遡って差額が支給されま

す。差額支給は 7 月から順次行うとしてい

ます。 

 

 上限額の引き上げを受けて、既に雇用調

整助成金の支給を受けた休業について、

遡って労働者に休業手当を増額して支払っ

た場合には、9 月 30 日までは、遡って休業

等協定を締結し、休業手当を見直して（増

額して）支払った場合は、再度差額分の申

請が可能としています。厚労省 HP から専用

の様式をダウンロードして必要書類を添付

して提出します。提出書類は以下のとおり

です。 

▪ 再申請書（様式） 

▪ 支給要件確認申立書（様式） 

▪ 支給決定通知書の写し 

▪ 増額した休業手当・賃金の額がわかる書類 

▪ 休業させた日や時間がわかる書類（対象労

働者を増やした場合） 

 

緊急対応期間の延長 

◇4 月 1 日から 6 月 30 日までとされていた

緊急対応期間を、3 カ月延長して 9 月 30 日

までとしました。これにより、労働保険料

の滞納や労働関係法令違反事業主などの不

支給要件も含めすべての緩和措置が継続さ

れます。 

 また、実務的には小規模事業所の申請書

類の助成率確認票が不要とされました。 

 

みなし失業制度の新設 

◇6 月 12 日、雇用保険法の臨時特例法が成

立し、みなし休業制度の新設がされること

になりました。この制度は、勤務先から休

業手当を受け取れない労働者が、事業主か

ら休業証明をうけ、ハローワークに直接申

請することで、休業日数に応じて、休業前

の賃金の 8 割（上限月額 33 万円）を支給す

るものです。週 20 時間未満の労働者にも同

様の方法で給付するとしています。加藤厚

労大臣は、今後 1 カ月くらいで受付をはじ

め、2 週間程度で支給できるようにしたい

と表明しました。 

 東日本大震災の時には「みなし失業」に

よる失業手当を受給すると、それまでの被

保険者期間がリセットされてしまいました。

前例に従うと本当に失業したときに失業手

当（基本手当）が受けられないことが懸念

さます。6 月 30 日現在、具体的な手続き等

は示されていません。公表され次第、読者

の皆様にはお伝えしたいと思います。 

 

年金制度改正法が成立 

◇年金制度改正法が 5 月 29 日、成立しまし

た。この改正は、人手不足の進行や健康寿
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命の延伸、高齢者や女性の就業促進といっ

た今後の社会・経済の変化を年金制度に反

映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実

を図ることが目的と説明されています。 

主な改正内容は以下の通りです。 

◇被用者保険の適用拡大（2022年 10月～） 

短時間労働者（週の労働時間が通常の労働

者の 3/4 未満）を厚生年金保険、健康保険

の被用者保険の適用対象とすべき事業所の

企業規模要件が段階的に引き下げられます

（現在は 500 人超→2022 年 10 月 100 人超

→2024 年 10 月 50 人超）。 

◇在職中の年金受給の在り方の見直し

（2022 年 4 月施行） 

① 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、支給停止が開始される賃金

と年金の合計額の基準を、現行の 28 万円か

ら 47 万円に引き上げます。 

② 65 歳以上で、老齢厚生年金の受給権を

取得した後に就労した場合は、資格喪失時

（退職時または 70 歳到達時）に、受給権取

得後の被保険者であった期間を加えて、老

齢厚生年金の額を改定していますが、この

扱いを変え、在職中でも金額の改定を毎年

定時に行うようになり、退職を待たずに早

期に年金額に反映されることになります。 

◇受給開始時期の選択肢の拡大（2022 年 4

月施行） 

現在、70 歳までとなっている繰り上げ支給

の申請を 75 歳の間に拡大します。65 歳の

支給年齢で年金受給せず繰り下げた場合に

は 1カ月あたり 0.7％年金額が増額します。

70 歳では、0.7×60 カ月（5 年）＝42％増額

となり、同様に 75 歳では 84％増額となり

ます。 

◇確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

（2022 年 4 月施行） 

① 確定拠出年金（ＤＣ）の加入可能年齢

の引上げ 

・企業型ＤＣ：65 歳未満（現行）➞厚生年

金被保険者（70 歳未満）に改正 

・個人型ＤＣ（iDeCo）：国民年金被保険者

の資格を有し、かつ 60 歳未満（現行）➞国

民年金被保険者に改正 

② 確定拠出年金（ＤＣ）の受給開始時期

の選択肢の拡大 

現行は 60 歳から 70 歳の間で各個人におい

て受給開始時期を選択できますが、公的年

金の受給開始時期の選択肢の拡大に合わせ

て、上限年齢を 75 歳に引き上げます。 

◇その他の改正 

・国民年金手帳が廃止、基礎年金番号通知

書への切替え（2022 年 4 月） 

・未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年

金保険料の申請全額免除基準等に追加―所

得 135 万円以下（2021 年 4 月） 

・短期滞在の外国人に対する脱退一時金の

支給上限年数を 3 年から 5 年に引き上げ

（2021 年 4 月） 

・寡婦年金支給要件の緩和（2021 年 4 月 1

日施行）などが予定されています。 

 

コロナ感染予防と熱中症予防 厚労省 

◇「新しい生活様式」 

 新型コロナウイルスの感染拡大を長期間

にわたって防ぐため、「新しい生活様式」が

厚労省より公表されています。このなかで

は、基本的な事項として、身体的距離の確

保（できるだけ 2ｍ）、マスクの着用、手洗

いを挙げ、これに加え、三密（密集、密接、

密閉）の回避、換気、こまめな健康チェッ

クが効果的としています。働き方について

は、テレワークや時差通勤、オンラインの

活用をすすめています。 

◇熱中症には、例年以上に注意が必要 

 この時期気になるのが、熱中症へのリス

クです。今年は、上記のような十分な感染

症予防を行いながら、熱中症対策をする必

要があります。しかし、高温多湿でのマス

クは熱中症のリスクを高めます。体調不良

で冷房のある屋内に入ろうとしたら、人数

制限中ということも考えられます。厚労省

は、「新しい生活様式」における熱中症予防

行動について、次の通り示しました。 

◇予防のポイント 

① マスクの着用：屋外で人と十分な距離

（少なくとも 2ｍ以上）が確保できる場合
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は、外しましょう。着用時には、強い負荷

の運動は避け、こまめに水分補給しましょ

う。人と十分な距離をとれる場所で、一時

的にマスクを外して休憩しましょう。 

② エアコンの使用：冷房時でも、窓開放

や換気扇によって換気をしましょう。換気

により室内温度が高くなりがちなので、エ

アコンの設定温度を下げるなどの調整をし

ましょう。 

③ 涼しい場所への移動：少しでも体調に

異変を感じたら、すぐ涼しい場所に移動し

ましょう。屋内に入れない場合は、屋外で

も日陰や風通しのいい場所に移動してくだ

さい。 

④ 日頃の健康管理：定時の体温測定、健

康チェックをしましょう。平熱を知れば、

発熱に早く気づけます。また、体調が悪い

と感じたら、無理せず自宅で静養しましょ

う。 

 

7 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出

期限［年金事務所または健保組合］＜7 月 1

日現在＞ 

○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］ 

○特例による源泉徴収税額の納付＜1 月～

6 月分＞［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出［公

共職業安定所］＜前月以降に採用した労働

者がいる場合＞ 

○労働保険料の納付＜延納第 1 期分＞［郵

便局または銀行］ 

15 日 

○所得税予定納税額の減額承認申請＜6 月

30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公

共職業安定所］ 

31 日 

○所得税予定納税額の納付＜第 1 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○労働者死傷病報告の提出［労働基準監督

署］＜休業 4 日未満、4 月～6 月分＞ 

○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］ 

○固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 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。 

 

当事務所からひと言 

◇雇用調整助成金の緊急対応期間が延長さ

れましたが、6 月末までの休業については 8

月 31 日までが期限です。弊所では各事業所

様が、自力で申請ができるように、引き続

きご支援いたします。資料提供依頼、ご質

問などはご遠慮なく下記へメールにてご連

絡ください。毎日バタバタしておりますが、

できる限り一両日中には対応いたします。 

⚫ E:mail bracefpsr@ozzio.jp 

◇年金受給年齢を 75 歳(見直し後)からに

すると、年金額も 1.84 倍に増額します。仮

に 65 歳で 15 万円受給できる人は 27.6 万

円になる計算です。ここで問題になるのが、

その間年金なしで生活できるか。そして、

受給額が均衡する年齢です。単純計算では、

86 歳頃と言われますが、その間のマクロ経

済スライドで、実質価値が下がります。さ

らに、15 万円（年間 180 万円）と、27.6 万

円（年間 331.2 万円）では、税金、社会保

険料、さらに医療や介護の窓口負担にも影

響が出ます。こうした点を加味すると、FP

社労士事務所としてはお勧めできません。 

◇例年この時期は、熱中症対策が話題にな

ります。熱中症も命にかかわります。コロ

ナの中での未体験の暑い夏です。特にお気

を付けください。 

◇算定基礎届などの手続きはコロナの影響

で手続きの猶予期間が設定されています

が、できる限り早めの準備をしましょう。 

◇今月も残業代の計算についてはお休みし

ます。すみません。 
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