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労働組合の有無

従業員の過半数で

構成する労働組合

のみがある
63.6%

従業員の半数以下で構成する

労働組合のみがある
8.3%

従業員の過半数で構成する

労働組合と半数以下で構成する

労働組合の双方がある
2.9%

企業内労働組合

はない
24.1%

無回答
1.1%

n=374

調査概要

１．調査目的：春季労使交渉・協議の結果や、人事・労務に関するトップ・マネ
ジメントの意識・意見などを調査するため、1969年から毎年実施
している。
本調査結果は、主に「経営労働政策特別委員会報告」（経労委報
告）の重要な参考資料として活用している。

２．調査対象：経団連会員企業（計1,512社）の労務担当役員等

３．調査時期：2022年９～11月

４．集計状況：回答社数387社（回答率25.6％）
このうち集計可能な374社を対象とした。
＜内訳＞

産業別：製造業178社（47.6％）、非製造業196社（52.4％）
規模別：従業員500人以上320社（85.6％）、500人未満54社（14.4％）



愛　　　媛　　　経　　　協

─ 3 ─

２．（１）月例賃金について

(a) 2022年春季労使交渉における労働組合等の要求項目
（複数回答/あてはまるものすべて）

※「その他」の回答としては、「特別一時金の支給」「定年の引上げ」「テレワーク勤務制度の拡充」などがあった

Ⅰ．労使交渉・協議等における議論と結果

行った

70.4%

行わなかったが、

春季以外に行った・行う予定

1.6%

行わなかった

28.0%

n=371

１．2022年春季労使交渉・協議の実施の有無
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(c) 労働組合等の要求と関係なく、会社施策として実施を決定した項目
（複数回答/あてはまるものすべて）

2.6%

7.5%

32.3%

4.4%

3.3%

1.9%

6.1%

90.1%

27.0%

38.5%

33.3%

46.7%

35.9%

60.4%

57.6%

7.3%

65.4%

29.2%

62.2%

100.0%

50.0%

64.1%

37.7%

36.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期昇給の実施、賃金体系の維持

（制度昇給の確認を含む）

基本給のベースアップ

（一律配分のほか、重点配分などを含む）

初任給の引上げ

諸手当の増額

割増賃金率の引上げ

有期雇用社員・パートタイム社員等の

処遇改善（賃金引上げ等）

定年後の継続雇用社員の

処遇改善（賃金引上げ等）

企業内最低賃金の締結・引上げ

その他

要求を上回る

要求通り

要求を下回る

(b) 労働組合等の要求項目に対する回答状況

(n=162)

(n=174)

(n=69)

(n=51)

(n=6)

(n=31)

(n=44)

(n=57)

(n=39)

※「その他」の回答としては、「特別一時金の支給」「定年の引上げ」「テレワーク勤務制度の拡充」などがあった
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２．（３）ベースアップを実施した年度（複数回答/あてはまるものすべて）

44.5%

53.8%

46.4%

35.7%

30.8%

32.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2017年度～21年度に

ベースアップは実施していない

n=364

２．（２）2022年の賃金改定にあたって、特に考慮した要素（複数回答/２つ）

※「その他」の回答としては、「従業員のチャレンジの後押し」「社会的要請」などがあった
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77.2%

11.9%

29.7%

9.9%

11.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ベースアップ

手当（毎月支給）の新設・増額

賞与・一時金（ボーナス）

支給時に加算

一時金（ボーナス以外）の支給

その他

n=101

２．（５）最近の物価上昇への具体的な対応方法（複数回答/あてはまるものすべて）

※（４）で「対応済」「今後対応する予定」と回答した企業が対象

２．（４）最近の物価上昇への対応状況（複数回答/あてはまるものすべて）
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とり入れている
58.2%

とり入れていない
41.8%

n=368

15.1%

4.2%

59.0%

28.3%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80%

生産高、売上高を基準とする

付加価値を基準とする

営業利益を基準とする

経常利益を基準とする

その他

n=212

３．（２）賞与総額（原資）の決定方法

(a) 業績連動方式の導入有無 (b) 具体的な基準
（複数回答/あてはまるものすべて）

※(a)で「とり入れている」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、「当期純利益」「ＲＯＩＣ」
「個人の業務評価」などがあった

３．（１）2022年度の賞与・一時金の金額（組合員平均）

(a) 前年度実績との比較 (b) 労働組合の要求との比較

※都度交渉で決定している場合は、夏季について回答
※春季労使交渉・協議を行わなかった企業は（a）のみ回答

増額

62.7%

ほぼ同額

26.2%

減額

11.2%

n=367

要求を上回る

4.8%

要求通り

25.9%

要求を下回る

26.5%

交渉による決定

ではない（業績

連動方式など）
42.8%

n=332
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（２）賞与・一時金制度

(a) 導入状況 (b) 2022年度実施状況
（年度内実施予定を含む）

※(a)で「導入している」「導入を検討している」
と回答した企業が対象

４．有期雇用社員・パートタイム社員等の処遇改善

（１）昇給制度

(a) 導入状況 (b) 2022年度実施状況
（年度内実施予定を含む）

※(a)で「導入している」「導入を検討している」
と回答した企業が対象
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５．（１）賃金以外で、労働組合等と議論した項目
（複数回答/あてはまるものすべて）

※「その他」の回答としては、春季労使交渉では「住宅支援制度の拡充」「ボランティア休暇（有給）の新設」など、春季労使交渉以外
では「時差出勤制度の導入」「社内公募制度の導入」などがあった

（３）退職金制度（退職慰労金含む）

(a) 導入状況 (b) 2022年度実施状況
（年度内実施予定を含む）

※(a)で「導入している」「導入を検討している」
と回答した企業が対象
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26.2%

11.0%

3.5%

4.1%

2.0%

12.8%

8.1%

2.9%

39.5%

5.8%

3.8%

3.2%

4.9%

2.6%

13.4%

12.8%

38.7%

36.6%

27.0%

3.2%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=344

５．（３）賃金以外で、今後、重視したい項目（複数回答/３つまで）

時間外労働の削減

年次有給休暇の取得促進

裁量労働制の導入・見直し

フレックスタイム制の導入・見直し

勤務間インターバル制度の導入・拡充

テレワーク（在宅勤務制度やサテライトオフィスなど）の導入・拡充

副業・兼業制度の導入・拡充

オフィス環境の改善
（フリーアドレス制、バリアフリー設備の導入など）

労働生産性の向上策
（業務遂行方法の見直しやデジタル化の推進等）

育児関連施策の拡充

介護関連施策の拡充

治療と仕事の両立支援施策の導入・拡充

退職一時金・年金制度の見直し

法定外福利費の見直し
（費用総額、福利厚生施設など）

定年延長・廃止

定年後継続雇用社員の処遇改善

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進策
（多様な人材の活躍支援）

人材育成施策の拡充
（自己啓発・能力開発の支援など）

社員の健康保持・増進策
（メンタルヘルス対策、健康づくりへの支援・助成など）

社内外のハラスメント対策の拡充

その他

５．（２）賃金以外で、最も重視した項目

※「その他」の回答としては、春季労使交渉では「昇格制度の見直し」「短時間勤務制度の拡充」など、春季労使交渉以外では
「海外赴任者の処遇改善」「時間単位年休の導入」などがあった

10.0%
4.7%

0.0%
4.1%

1.2%
7.1%

0.0%
0.0%

11.8%

12.4%
0.0%

1.8%
1.2%

1.2%
0.6%

5.9%
3.5%

7.1%
1.8%
1.8%

24.1% 14.5%
3.3%
3.3%

5.3%
4.3%

3.3%
4.3%

0.7%
1.3%
0.7%
0.0%

11.2%
7.6%

0.7%
2.3%

7.9%
0.7%
2.0%

0.7%
3.0%

23.1%

「22年春季労使交渉」で労働組合等と議論した項目(n＝170)

「春季労使交渉以外」の場で労働組合等と議論した項目（直近１年間程度）(n＝303)

0% 15% 30%30% 15% 0%

時間外労働の削減

年次有給休暇の取得促進

裁量労働制の導入・見直し

フレックスタイム制の導入・見直し

勤務間インターバル制度の導入・拡充

テレワーク（在宅勤務制度やサテライトオフィスなど）の導入・拡充

副業・兼業制度の導入・拡充

オフィス環境の改善（フリーアドレス制、バリアフリー設備の導入など）

労働生産性の向上策（業務遂行方法の見直しやデジタル化の推進等）

育児関連施策の拡充

介護関連施策の拡充

治療と仕事の両立支援施策の導入・拡充

退職一時金・年金制度の見直し

法定外福利費の見直し（費用総額、福利厚生施設など）

定年延長・廃止

定年後継続雇用社員の処遇改善

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進策（多様な人材の活躍支援）

人材育成施策の拡充（自己啓発・能力開発の支援など）

社員の健康保持・増進策（メンタルヘルス対策、健康づくりへの支援・助成など）

社内外のハラスメント対策の拡充

その他
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７．「働き方改革フェーズⅠ」の取組み成果

※具体的な取組み内容については「時間外労働削減に対するインセンティブ制度の導入により、月平均の時間外労働時間が2018年度と比較し
て10時間減少した」「各職場で創意工夫した業務プロセス改善や効率的な会議のやり方などの先行事例をベストプラクティスとしてグルー
プ内で共有している」などがあった

14.2%

17.6%

60.6%

58.1%

24.7%

24.1%

0.5%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(a)全社員の労働時間の削減

(n=373)

(b)長時間労働勤務者の削減

(n=370)

明確に成果が得られている 一定の成果は得られている

あまり成果を得られていない 成果を得られていない

経営トップの働き方改革に関するメッセージ
（効率的な業務遂行の奨励等）

長時間労働となっている職場へのフォロー
（経営会議等での労働時間データの公表と課題のある部署への指導、部署ごとの要因分析、再発防止策の検討等）

人員の増強による一人当たりの負荷の低減

ＩＣＴ、ＲＰＡ、ＡＩ等を活用した業務効率化

業務フローの見直し、業務効率化のマネジメント
（不要な業務の削減、社内手続き／提出書類の簡素化、部下の進捗状況の把握・優先順位の指示等）

社員の多能工化

社員の職務範囲の明確化
（急な担当外業務の対応により長時間労働となることの防止）

柔軟な労働時間制度の活用
（フレックスタイム制、変形労働時間制、裁量労働制等）

残業の事前申請制

出退社時刻のルール化
（原則20時以降の残業禁止／勤務間インターバル制度の運用等）

年休取得施策の実施
（年休取得奨励日の設定、年休の計画的付与制度の活用等）

人事考課制度の見直し
（効率的に業務遂行したことの評価、賃金における成果主義的要素の拡大等）

取引先（民間、官公庁）に対する長時間労働につながる商慣行の見直し（要請）

その他

（(a)への回答の場合）特に取組みは行っていない
（(c)への回答の場合）今後新たに行う予定の取組みはない

Ⅱ．働き方改革

６．「働き方改革フェーズⅠ」に関する取組み
（(a)(c)複数回答/あてはまるものすべて (b)複数回答/３つまで）

※本調査において「働き方改革フェーズⅠ」は「長時間労働削減や年休取得促進等、労働投入量の効率化などによる生産性向上の取組み」と定義
※「その他」の回答としては、実施している取組みでは「会議ルールとガイドの発信」「深夜時間のＰＣ利用制限」など、効果が高い取組みでは
「ＰＣログの管理」「勤務状況の評価反映」など、検討中の取り組みでは「フリーアドレスの導入」などがあった
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９．エンゲージメントが高い層（複数回答/あてはまるものすべて）

※８．で「全体的に高い状況にある」「高い層と低い層がある（まだら）」と回答した企業が対象

※「その他」の回答としては、「新規業務に従事する社員」「部長以上の役職者」「研究開発部門」などがあった

Ⅲ．エンゲージメント

８．社員のエンゲージメントの現状

※本調査において「エンゲージメント」は「働き手にとって組織目標の達成と自らの成長の方向性が一致し、『働きがい』や『働きやすさ』
を感じる職場環境の中で、組織や仕事に貢献する意欲や姿勢を表す概念」と定義



愛　　　媛　　　経　　　協

─ 13 ─

70.8%

76.0%

45.1%

50.6%

66.1%

57.1%

88.8%

38.6%

74.7%

60.5%

62.2%

78.5%

56.7%

22.3%

13.7%

69.1%

4.7%

0%20%40%60%80%100%

n=233

10．（２）現場業務に従事する社員のエンゲージメントを高める施策

(a) 実施している施策
（複数回答/あてはまるものすべて）

(b) 効果

経営トップや社員同士の対話の推進

自社の経営や事業の状況等に関する情報の共有

事業戦略等への社員の意見やアイデアの反映

本人の希望による異動や公募制の実施

社員同士の勉強会やＱＣ活動の推進

業務改善・新規ビジネスのアイデアコンテストの実施

表彰・報奨の実施

社員の主体性を重視した人材育成プログラムの提供

資格取得等を支援する施策の実施

技能伝承やスキルアップのための学びの場の設置

成果や成長に応じた処遇

安全かつ効率的な就労環境の整備

健康づくりのためのプログラムの提供

残業や異動・転勤の有無を選択できる制度の整備

交代制によるテレワークの実施

業務の効率化・簡素化やデジタル技術の導入・活用

その他

(n=163)

(n=174)

(n=100)

(n=116)

(n=151)

(n=129)

(n=202)

(n=88)

(n=171)

(n=140)

(n=141)

(n=179)

(n=130)

(n=52)

(n=32)

(n=157)

(n=8)

25.8%

12.6%

10.0%

19.0%

15.2%

18.6%

17.3%

15.9%

12.9%

12.9%

14.2%

18.4%

10.0%

9.6%

18.8%

14.0%

12.5%

71.2%

77.0%

79.0%

70.7%

77.5%

75.2%

75.7%

77.3%

76.6%

82.1%

81.6%

77.7%

76.2%

84.6%

68.8%

75.8%

87.5%

3.1%

10.3%

11.0%

8.6%

7.3%

6.2%

6.9%

6.8%

9.9%

5.0%

4.3%

3.9%

13.8%

5.8%

12.5%

10.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

明確な効果がみられる 一定の効果がみられる
あまり効果がみられない 効果がみられない

10．（１）社員のエンゲージメントを高める施策

(a) 実施している施策
（複数回答/あてはまるものすべて）

(b) 効果

企業理念・事業目的の浸透

組織文化の変革

エンゲージメント向上を重視した
人事・人材戦略の策定

社員と経営トップ・役員との対話

目標や考課・処遇等に関する社員と上長との対話

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

雇用制度の複線化・ハイブリッド化

仕事・役割・貢献度を基軸とした
人事賃金制度への移行・拡充

場所・時間に捉われない柔軟な働き方の推進

育児、介護、病気治療と仕事の両立支援

社員の自律的な業務遂行の促進
（権限移譲や成長支援）

主体的なキャリア形成の支援

社員の自己啓発を支援する制度の導入・整備

副業・兼業の推進

健康経営の推進

業務のデジタル化の推進

社員の状況に関する情報の把握・開示
（人材育成、離職率、雇用形態間の待遇差など）

その他

(n=265)

(n=176)

(n=166)

(n=224)

(n=263)

(n=217)

(n=96)

(n=169)

(n=236)

(n=262)

(n=170)

(n=185)

(n=222)

(n=80)

(n=224)

(n=232)

(n=132)

(n=24)

20.0%

8.5%

14.5%

20.1%

16.3%

12.4%

15.6%

13.6%

32.6%

21.4%

12.4%

15.7%

12.6%

7.5%

15.2%

17.2%

8.3%

37.5%

70.9%

77.8%

71.7%

77.2%

74.1%

76.0%

70.8%

75.7%

63.6%

74.4%

75.9%

71.4%

77.0%

62.5%

70.1%

70.3%

70.5%

58.3%

9.1%

13.6%

12.7%

2.7%

8.7%

11.5%

12.5%

10.7%

3.4%

4.2%

11.8%

12.4%

10.4%

26.3%

14.7%

12.5%

21.2%

4.2%

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

0.8%

0.0%

1.0%

0.0%

0.4%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

明確な効果がみられる 一定の効果がみられる
あまり効果がみられない 効果がみられない
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Ⅳ．テレワーク

12．（１）現在のテレワークの活用方針

※「その他」の回答としては、「個々人の生産性や状況により判断」などがあった

テレワークを中心とした働き方を

推進していく
3.5%

部門・職種の特性等に応じて、

各社員がテレワークと出社を選択

できる働き方を推進していく

68.4%

オフィスや現場等への出社を

基本とする
17.4%

その他

5.1%

今後、方針を検討する

（未定を含む）
5.6%

n=373

11．「社員と経営トップ・役員との対話」の具体的方法
（(a)複数回答/あてはまるものすべて (b)あてはまるもの１つ）

※10．（１）で「社員と経営トップ・役員との対話」において「明確な効果/一定の効果がみられる」と回答した企業が対象

※「その他」の回答としては、「労使懇談会」「組織責任者との１on１」などがあった
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13．テレワークに関連する各取組みの進展・課題（ここ３年程度）
（複数回答/３つまで）

※「その他」の回答としては、大きく進展した項目では「デジタルを活用したコミュニケーション」「在宅用端末の配備」など、課題として認
識している項目では「従業員間のコミュニケーション」「人材育成」「通信環境の整備」などがあった

テレワークを推進する目的の浸透

個々人の役割・目標成果・業務手順の明確化

業務に関する情報共有の徹底

ＯＪＴの補強
（１on１やメンター制度の導入等）

テレワーク特有のハラスメントに関する対策
（ガイドライン策定・研修の実施等）

過重労働対策
（勤務管理システムの整備、時間外労働時間の見える化等）

運動不足対策
（運動に関する費用補助、ストレッチ動画の配信等）

メンタルヘルス対策
（パルスサーベイの導入、相談窓口の整備等）

業務の電子化
（紙資料の電子化・電子契約システムの整備等）

サテライトオフィスの整備

オフィスの縮小

ワーケーション制度の導入・拡充

居住地制限の撤廃

テレワークに関する手当の新設・拡充

その他

12．（２）テレワークの実施上限回数

(a) 上限回数の状況 (b) 「上限回数を設けている」
場合の具体的回数

※（１）で「今後方針を検討する（未定を含む）」以外を選択した企業が対象

※「その他」の回答としては、「部署ごとの上限回数を設定している」「明確

な定めなし」などがあった

※(a)で「上限回数を設けている」を選択した企業が対象
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65歳までの

定年引上げ

18.4%

定年廃止

0.5%

65歳までの継続雇用

制度の導入

81.1%

n=370

導入予定

あり

19.9%

導入予定なし

80.1%

n=146

Ⅴ．高齢者雇用

15．「65歳までの雇用確保措置」の取組み状況

(a) 実施している措置 (b) 「65歳までの継続雇用制度」を
導入している企業における「定年
引上げ・廃止」の導入予定有無

14．現場業務のリモート化の進展状況（ここ３年程度）

※「明確に/一定の進捗がみられる」具体的業務については「製造現場での遠隔監視、数値データの自動記録・分析」「建設現場における計測
と帳票作成の自動化」など、「あまり進捗がみられない/進捗がみられない」具体的業務については「倉庫作業」「店舗における販売業務」
などがあった
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70歳までの定年引上げ

定年廃止

70歳までの継続雇用制度の導入
（自社・グループ）

70歳までの継続雇用制度の導入
（他社）

業務委託契約を締結する制度

事業主自らが実施する社会貢献事業に
従事できる制度

事業主が委託、出資等する団体が実施する
社会貢献事業に従事できる制度

4.0%

3.4%

90.3%

9.1%

19.4%

1.7%

1.7%

0%20%40%60%80%100%

n=175

17．「70歳までの高齢者就業確保措置」に関する対応措置

※16．で「対応済である（決定済を含む）」「対応を検討中である」と回答した企業が対象

(a) 措置内容
（複数回答/あてはまるものすべて）

(b) 対象者基準の有無

(n=3)

(n=3)

(n=158)

(n=16)

(n=34)

85.7%

81.8%

62.5%

0.0%

0.0%

14.3%

18.2%

37.5%

100.0%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし

16．「70歳までの高齢者就業確保措置」の対応状況
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19．高齢社員におけるモチベーションの課題

22.5%

10.2%

56.1%

39.6%

19.2%

43.3%

2.2%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳～64歳

(n=369)

65歳以降

(n=245)

大いに感じている やや感じている

あまり感じていない まったく感じていない

18．高齢社員の職務内容

※「その他」の回答としては、「本人による選択が可能」「個々人の能力等により判断」「転籍・出向等」などがあった

26.9%

26.4%

54.6%

46.3%

11.4%

19.5%

0.5%

0.0%

6.5%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳～64歳

(n=368)

65歳以降

(n=246)

以前と同じ職務（役割や範囲も変わらず） 以前と同じ職務において、役割や職務範囲等を変更

以前の職務と関連する職務 以前と全く異なる職務

その他
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(c) 実施を検討している施策（複数回答/３つまで）

※「その他」の回答としては、「社内外でのジョブマッチング」「希望者に対するフリーランス契約」「定年の引上げ」などがあった

45.7%

9.0%

25.0%

12.2%

19.1%

26.1%

27.7%

28.7%

6.4%

31.5%

12.6%

21.6%

11.7%

21.6%

26.1%

31.5%

20.7%

7.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

基本給水準の引上げ

賞与・一時金の支給

賞与・一時金の増額

賃金以外の処遇改善

人事評価の実施

勤務時間・日数など

柔軟な勤務制度の適用

従事する職務の見直し

能力開発支援、教育訓練の充実

その他
60歳～64歳

(n=188)

65歳以降

(n=111)

20．（１）高齢社員のモチベーションを維持・向上させるための施策
（(a) 複数回答/３つまで (b) あてはまるもの１つ）

※「その他」の回答としては、実施している施策では「外部就労支援」「兼業の許可」など、最も効果が高い施策では「定年の引上げ」
などがあった

60歳～64歳 65歳以降
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20．（３）高齢社員への能力開発支援や教育訓練等の内容
（複数回答/あてはまるものすべて）

※（１）で「能力開発支援、教育訓練の充実」において「既に実施している施策」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、「シニア職員専用サイトの活用」などがあった

20．（２）高齢社員の評価結果の活用方法（複数回答/あてはまるものすべて）

※（１）で「人事評価の実施」において「既に実施している施策」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、「退職金のへの反映」「昇格・降格」などがあった
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22．有期雇用等社員に対する正社員登用制度や独自の無期転換制度
（複数回答/あてはまるものすべて）

※21．で「現在雇用している」「現在雇用していないが、過去雇用していた（今後雇用する予定含む）」と回答した企業が対象
※各制度における昇格・昇給機会の有無としては、「職務内容や勤務地を限定した正社員への登用制度がある」企業の99.0％、「５年以下
でも無期転換できる制度がある（上記除く）」企業の98.2％、「法定の無期転換制度のみがある」企業の68.8％が「機会あり」と回答した

Ⅵ．正社員登用

21．有期雇用社員やパートタイム社員（以下、有期雇用等社員）の雇用状況
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Ⅶ．リカレント・リスキリング教育

24．リカレント・リスキリング教育（以下、リカレント教育等）の実施状況

※本調査において「リカレント・リスキリング教育」は以下と定義
①社員が自身のキャリアアップやキャリアチェンジのためにスキルや専門性を高めるべく、大学等の外部機関で学ぶもの
②企業が人材成長戦略や競争力強化の一環として、社員を大学等の外部組織に派遣し、スキルや専門性の向上を目指すもの
③社員がスキルや専門性の向上を目指し、自社及び自社グループで提供されるプログラム等を受講するもの

実施している

65.1%
実施を検討中

16.9%

現在は実施しておらず、

今後も実施する意向はない

18.0%

n=372

23．有期雇用等社員から正社員・職務や勤務地を限定した正社員への登用実績
（複数回答/あてはまるものすべて）

※22．で「正社員への登用制度がある」「職務内容や勤務地を限定した正社員への登用制度がある」と回答した企業が対象
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25．（２）外部組織と共同した独自プログラムの開発
（複数回答/あてはまるものすべて）

※24．で「実施している」「実施を検討中」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、「自治体」「グループ会社」などがあった

25．（１）外部組織が提供する汎用的プログラムの利用状況
（複数回答/あてはまるものすべて）

※24．で「実施している」「実施を検討中」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、「自治体の提供するプログラム」「ＮＰＯ法人が提供するプログラム」「公益社団法人が提供するプログラム」
などがあった

51.1%

82.8%

10.3%

11.6%

13.7%

37.0%

69.7%

17.6%

23.5%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学等が汎用的に提供するプログラム

人材育成サービス企業が汎用的に提供する

プログラム

公的職業訓練機関が汎用的に提供する

プログラム

地方経済団体が大学や人材育成サービス

企業等とで企画・運営するプログラム

その他 利用している (n=233)

今後利用する予定 (n=119)
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26．（２）「時間面での支援」の具体的内容

※（１）の「時間面での支援」において「実施済」「実施予定」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、「研修時間を考慮したシフトの調整」「フレックスタイム制の導入」などがあった

(a) 勤務扱いによる受講

26．（１）リカレント教育等の推進に向けた支援制度の実施状況
（複数回答/あてはまるものすべて）

※24．で「実施している」「実施を検討中」と回答した企業が対象

(a) 勤務扱いによる受講 (b) 勤務外での社員による
自発的な受講促進
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26．（３）「休暇制度」の具体的内容

※（２）の「(b) 勤務外での社員による自発的な受講促進」において「休暇制度」を「導入」「導入予定」と回答した企業が対象
※「具体的な最低勤続年数」は、「休暇制度が適用される社員の勤続年数」で「一定期間の勤続年数を超えた者に限定」と回答した企業が対象

26．（２）「時間面での支援」の具体的内容

※（１）の「時間面での支援」において「実施済」「実施予定」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、「未消化有給休暇の繰り越しを可能とする制度」「休職制度」などがあった

(b) 勤務外での社員による自発的な受講促進

9.0%

28.6%

15.2%

43.8%

45.0%

1.8%

5.9%

2.7%

8.6%

5.0%

89.2%

65.5%

82.1%

47.7%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

時間外労働の免除(n=111)

業務量の調整(n=119)

短時間勤務制度(n=112)

休暇制度(n=128)

（留学制度・サバティカル休暇制度を含む）

その他(n=20)

導入済 導入予定 現時点で導入予定なし
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91.1%

34.0%

14.8%

52.8%

27.5%

2.4%

3.2%

0%20%40%60%80%100%

n=371

新卒一括採用

通年採用

ジョブ型採用

職種別・コース別採用

リファラル採用

その他

新卒採用を行っていない

Ⅷ．採用方法の多様化

28．（１）新卒採用における採用方法と今後の方向性

(a) 導入している採用方法
（複数回答/あてはまるものすべて）

(b) 今後の方向性

(n=258)

(n=92)

(n=35)

(n=155)

(n=67)

(n=6)

※「その他」の回答としては、「ダイレクトリクルーティング」「初期配属確約採用制度」などがあった
※「(b)今後の方向性」における「廃止する」の回答はすべての項目で0.0％であった

27．リカレント教育等を大学と連携・協働する際の課題、行政への期待

(a) 課題
（複数回答/３つまで）

(b) 行政への期待
（複数回答/２つまで）

※24．で「実施している」「現在は実施していないが、実施を検討中」と回答した企業が対象
※「その他」の回答としては、課題では「目指す教育体系の議論が不足」「効果の低さ」、行政への期待では「税制面での優遇措置」
「助成金の申請手続きの簡素化」などがあった
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29．新卒採用における学修履歴（成績証明書等）の扱い

28．（２）経験者採用における採用方法と今後の方向性

(a) 導入している採用方法
（複数回答/あてはまるものすべて）

(b) 今後の方向性

※「その他」の回答としては、「ダイレクトリクルーティング」「個別処遇の嘱託採用」「第二新卒採用」などがあった
※「(b)今後の方向性」における「廃止する」の回答はすべての項目で0.0％であった

43.8%

67.2%

64.5%
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最 近 の 労 働 判 例 か ら

【事件の概要】

　原告は、平成23年12月22日付け雇用契約書を

交わして被告会社に入社した後、マルチ・ア

セット運用部において、プライベート・マン

デートに関する業務等に従事していた。

　しかし、平成30年１月、業績不振によりプラ

イベート・マンデートの新規顧客の勧誘・受付

は停止され、同年２月、原告が所属していたマ

ルチ・アセット運用部は廃止されることとなっ

た。その後、被告会社は、平成31年２月18日付

けで原告を解雇した（以下「本件解雇」とい

う。）。

　原告は、被告に対し、本件解雇は無効である

として、労働契約上の権利を有する地位の確

認、解雇後の賃金の支払い等を求めて提訴し

た。

【判決の要旨】

　本件解雇は経営上の必要性から行われたもの

であるから、①人員削減の必要性、②解雇回避

努力、③被解雇者選定の妥当性、④手続の相当

性といった要素を総合的に考慮した上で判断す

るのが相当である。

　この点に関し、被告会社は、本件解雇が整理

解雇の範疇に入るとしても、能力不足解雇の要

素もあること、終身雇用で年功型賃金制度の適

用を受ける労働者と異なることという特色を踏

まえて判断すべきと主張するが、それらの特色

は、会社側の経営上の必要性から行われたとい

う基本的性質を失わせるものではないから、上

記①～④の要素に照らして判断するのが相当で

ある。

　もっとも、被告会社が指摘する本件の特色に

ついては，被告会社に信義則上求められる解雇

回避努力の内容や程度等を検討するに当たって

の考慮要素として斟酌することができる。

　本件においては、①マルチ・アセット運用部

の廃止によって生じた余剰人員を削減する必要

性があること、②原告の適性や意向にも配慮し

ながら、被告会社の人事制度上取り得る異動に

向けた提案をするなど、信義則上要求される解

雇回避のための努力を尽くしたこと、③マル

チ・アセット運用部の廃止により生じた余剰人

員として残っているのは原告だけであり、原告

を被解雇者と選定したのは不合理でないこと、

④被告会社が履践した手続が不相当だったとも

いえないことから、本件解雇は有効であり、原

告の請求のうち、本件労働契約に基づく地位確

認請求及び本件解雇後の未払賃金請求は、いず

れも理由がない。

【経団連　労働法制本部】

　　詳細については、経団連出版刊「労働経済

判例速報2492号」をご参照ください。

【クレディ・スイス証券事件】
（東京地裁　令和４・４・12判決）

▼「経営上の必要性に基づく解雇が有効とさ

れた例」▼
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【事件の概要】

　本件は、Ｑ１に入社しＱ２に出向していた原

告が、業務に起因して平成23年４月に「うつ、

不安障害」を発病し（以下「本件発病」）、平成

27年４月に症状が悪化した（以下「本件悪化」）

として、北九州東労働基準監督署長（以下「処

分行政庁」）に対し、労災保険法に基づく療養

補償給付の支給を請求したところ、処分行政庁

が、平成28年６月20日付けで同給付を不支給と

する処分（以下「本件処分」）を行ったことか

ら、国（被告）に対し、本件処分の取消しを求

めた事案である。

　本件の争点は、本件発病、及び本件悪化の業

務起因性（相当因果関係）である。

【判決の要旨】

　判決は、本件発病前の出来事の心理的負荷

は、いずれも「小」ないし「中」にとどまるこ

とから、本件発病の業務起因性を否定した。

　また、（精神障害の悪化に係る）業務起因性

の判断枠組みについて、判決は、一旦業務外の

要因によって精神障害を発病したと認められる

労働者がその後精神障害を発病ないし悪化した

事案の相当因果関係判断についても、発病ない

し悪化時点での当該労働者の具体的な病状の推

移、個別具体的な出来事の内容等を総合考慮し

た上で、業務による心理的負荷が、平均的労働

者を基準として、社会通念上客観的にみて、精

神障害を発病させる程度に強度であるといえ、

業務に内在する危険が現実化したと認められる

場合には、当該発病ないし悪化についても業務

との相当因果関係を認めて差し支えないものと

解されるとした。

　そして、判決は、病状悪化の時点で、原告

が、二人体制の業務を一人で行うことになった

こと、十分な引継ぎを受けることができなかっ

たこと、一人で工程の遅れを挽回することに

なったこと、その結果１カ月間の時間外労働時

間数が概ね100時間に達したこと、15日間の連

続勤務をせざるを得なくなったこと等、心理的

負荷が「強」となる出来事があったと認められ

るとした。また、本件悪化以前に原告が寛解に

至っていたとまでは認められないが、相当程度

安定していたこと、原告の業務量が増大し始め

さらに増大することが現実的に予測されるよう

になった時期や連続勤務の時期と、病状悪化の

経過が一致していることから、病状が自然に増

悪したのではなく、業務に内在する危険が現実

化したと認められるとし、本件悪化の業務起因

性を肯定した。

【経団連　労働法制本部】

　　詳細については、経団連出版刊「労働経済

判例速報2499号」をご参照ください。

【北九州東労働基準監督署長事件】
（福岡地裁　令和４・３・18判決）

▼「精神疾患発病から４年後の症状悪化に業

務起因性を認め、療養補償給付の不支給が

違法とされた例」▼
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概　要
　◦31歳、男性
　　製造会社技術系主任、入社８年目
　◦家族は母、妻、息子の４人家族
　◦性格は几帳面で責任感が強く完ぺき主義、半

面融通がきかず頑固

　某年４月、同期ではトップで主任に昇進しまし
たが、新しい部所で部下をもつのもはじめて、真
面目で几帳面、完ぺき主義な性格から部下に仕事
を任しきれず、仕事内容も分からないため部下の
質問にも答えられず、焦れば焦るほど自信喪失し
ていきました。11月中旬、後頭部痛出現。12月中
旬、風邪症状や胃痛、下痢が出現し近医内科を受
診し風邪薬を処方されました。

　翌年１月中頃“両手の痺れ感、食欲不振、眠れ
ない、疲れやすくて仕事に集中できない”などの
症状も出現したため、産業医のすすめで心療内科
を受診しました。

　受診時、希死念慮があり、疲れきって頭も回転
せず正常な判断ができない状態でした。休業、服
薬が必要と説明されても“仕事を休む訳にはいか
ない。迷惑かけるんだったら退職した方がよい。
心療内科を受診したことも知られたくないし薬も
飲みたくない、自分で何とかしたい”と頑な態度
で終始。しかし翌日、会議中頭が真っ白になり質
問に答えられず泣き出してしまい、周囲の説得で
やっと服薬と休業を受け入れ３か月間の休業加療
要の診断書が発行されました。３か月後、主治医
からは“元気になったように見えても、まだ仕事
には耐えられない様です。再発の可能性が高いで
すから、もう少し休んでエネルギーを貯めましょ
う。うつ病の再発率は50%もあり、あせりは禁物
です”と休業延長を促されても頑としてゆずら
ず、“元気になりました。休んでいるほうが悪く
なります”と職場復帰を主張しました。産業医と
主治医の連携のもと、万一再発すれば産業医主治
医の指示に従ってもらう約束をし、とりあえず試
し勤務をすることになりました。

　しかし周囲の危惧どおり試し勤務中に再発。今
回は約束どおり主治医の指示に従いゆっくり６か
月間休業、その後２か月間の試し勤務を経て、復
帰４年後には服薬を中止することができました。

ポイント

１）昇進うつ病は社会人としての成長の節目
　うつ病者の多くが几帳面で責任感が強い性格で

す。真面目ゆえ昇進は早いのですが、人を使う
事が不得手で、昇進すると部下の分まで仕事が
気になりストレスを溜め込み昇進うつ病になり
ます。この事例では4年間薬で支えられながら
昇進うつ病を乗り切りました。もし、乗り切れ
なければ部下を持たない専門職などでやってい
かざるを得ません。昇進うつ病は社会人として
の成長の大きな節目です。あせらず成長を見守
る必要があります。

２）身体症状が「なかなか治らない」時はうつ病
も疑う

　うつ病初期には身体症状が出現する事が多くあ
り抗うつ薬が効きます。この事例では、風邪症
状や胃痛、下痢などの身体症状が風邪薬や胃腸
薬では改善せず、抗うつ薬などで改善しまし
た。このように、内科のお薬で症状が改善しな
い時、背後にうつ病が潜んでいることがありま
す。

３）重要な判断はうつ病が治ってから
　うつ病では認知の障害があり、全てをマイナス

に捉え妥当な判断ができなくなってしまいま
す。この事例では、休業し治療するという常識
的判断ができませんでした。うつ病では重要な
事柄の決断はバランスの取れた判断力が回復す
るまで延期する事が大切です。

４）職場復帰や試し勤務開始の目安
　職場復帰や試し勤務の開始にはなんらかの目安

があった方が成功率が高いと言えます。この事
例では、焦りが１回目の復帰への判断を誤らせ
ました。２回目の試し勤務開始には ⑴－⑸ の
目安をもうけ、それがそろってからとしまし
た。本人も努力目標を持ちやすく復帰を成功に
導いたと言えます。

⑴　自覚的にほぼ元の自分である。
⑵　諸症状がほぼ全て改善している。
⑶　焦りではない労働意欲が充分ある。
⑷　出社に適した規則正しい生活習慣になっている。
⑸　この状態が１ヶ月以上安定して維持できている。

 （厚生労働省「こころの耳」より掲載）

メンタルヘルス 几帳面で責任感が強い性格から仕事を部下に任
せきれずいわゆる昇進うつ病を発症した事例

事例紹介
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事　務　局　だ　よ　り

◇お知らせ

　○　運営委員会及び労務委員会　合同会議　
　　１．日　時　　令和５年４月19日㈬
　　２．場　所　　東京第一ホテル松山　11F　スカイブリリアン

　○　令和５年度　第１回理事会　　　　　　　
　　１．日　時　　令和５年６月７日㈬
　　２．場　所　　ホテルマイステイズ松山　３F　スタールーム

　○　令和５年度 定時総会、講演会
　　１．日　時　　令和５年６月７日㈬
　　２．場　所　　ホテルマイステイズ松山　３F　ドゥエミーラ

　○　令和５年「春季の賃金改定状況の調査」について
　　　愛媛県経営者協会では、例年実施しております「春季の賃金改定状況の調査」を本年も行いま

すのでご協力をお願いします。

　　 調査時期  ～ 令和５年５月上旬頃から

　　 調査対象  ～ 愛媛県経営者協会の会員企業の皆様

　　 問合せ先  ～ 愛媛県経営者協会　（TEL　089－921－6767）

　○　通信教育講座のご案内
　　　愛媛県経営者協会では、JTEX（日本技能教育開発センター）と提携して、人材育成に役立つ

通信教育講座をご案内させていただいております。

　　 受講講座  ～ 管理・監督者から新入社員までの階層別、マネジメントテーマ別、財務、営業、
生産管理など職能別講座、資格取得など

　　 申込方法  ～ 受講のお申し込みは、事業所単位とし、事業所の担当者を経由してお申し込みく
ださい。受講は１年間を通じていつでも可能です。

　　 問合せ先  ～ 愛媛県経営者協会　（TEL　089－921－6767）

電子メールでの会議案内・情報提供をご希望の場合は、メールアドレスをご連絡下さい。
連絡先：愛媛県経営者協会事務局
　　　　ＴＥＬ　　０８９－９２１－６７６７
　　　　ＦＡＸ　　０８９－９４７－６６５０
　　　　E-mail　　ehime-keikyo-257@mf.pikara.ne.jp
　　　　ＵＲＬ　　https://ehimekeikyo.jp/

　新規会員の加入促進を展開中です。組織・基盤の強化と発展のため、新しい会員をご紹介下さい。

会員募集のご案内
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◇経協日誌（令和５年１月～３月）

月日（曜） 会 議 ・ 大 会 等 名 称 場　　　　所 出　　席　　者

１月４日㈬ 2023年　年賀交歓会 県民文化会館 専務

27日㈮ 経団連　地方・業種団体情報連絡会 オンライン会議 専務

27日㈮ 労働委員会総会 中予地方局 柴田、本田、植村、専務

２月９日㈭ 第２回理事会 東京第一ホテル松山 21名

９日㈭ 春季講演会 東京第一ホテル松山 35名

「2023年春季労使交渉における経営側の基本姿勢について」

14日㈫ 第５回労務会議 Web開催  16名

　「在宅ワーク時代の部下のマネジメントについて」
（出席企業名）
（東予）一宮運輸㈱、㈱四国通建
（中予）愛媛綜合警備保障㈱、㈱キクノ、四国電力㈱愛媛支店、シブヤ精機㈱、村上産業㈱、
　　　 ㈱四電工 愛媛支店、四電ビジネス㈱愛媛支店

（南予）三原産業㈱

15日㈬ 愛媛県在籍型出向等支援協議会（第３回） 松山若草合同庁舎 専務

20日㈪ 愛媛県政発足150年記念式典 県民文化会館 会長

22日㈬ えひめ若年人材育成推進機構理事会
（第２回）

東京第一ホテル松山 専務

22日㈬ 経団連　地方・業種団体情報連絡会 オンライン会議 専務

22日㈬ 若年技能者人材育成支援事業に係る連
携会議

書面開催 専務

24日㈮ 労働委員会総会 中予地方局 伊勢家、本田、植村、専務

24日㈮ 労働者派遣事業適正運営協力員会議 書面開催 専務

３月２日㈭ 女性リーダーズクラブ 第３回定例会 ホテルマイステイズ
松山

14名

７日㈫ 第６回労務会議 えひめ共済会館 33名

　「若者・女性の職場定着」
（出席企業名）
（東予）住友共同電力㈱、瀬戸内運輸㈱、大王製紙㈱
（中予）井関農機㈱、㈱伊予銀行、㈱伊予鉄髙島屋、㈱エス・ピー・シー、
　　　 愛媛綜合警備保障㈱、愛媛ダイハツ販売㈱、愛媛トヨペット㈱、大森商機㈱、
　　　 ㈱門屋組、㈱キクノ、四国電力㈱愛媛支店、シブヤ精機㈱、㈱大建設計工務、
　　　 ㈱長崎商事、㈱フジ、㈱四電工愛媛支店、四電ビジネス㈱愛媛支店

（南予）三原産業㈱

９日㈭ 愛媛産業保健総合支援センター運営協
議会

愛媛県医師会館 専務

13日㈪ 愛媛地方最低賃金審議会 松山若草合同庁舎 専務

14日㈫ 愛媛県自衛隊入隊・入校激励会 松山市総合コミュニ
ティセンター

専務

24日㈮ えひめ女性活躍推進協議会 東京第一ホテル松山 専務
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愛媛労働 局 か ら の お 知 ら せ
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●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年次有給休暇取得促進特設サイト

働き方の新しいスタイル

テレワークや
ローテーション勤務

時差通勤で
ゆったりと

オフィスは
ひろびろと

会議は
オンライン

対面での打合せは
換気とマスク

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

新しい働き方・休み方を実践するために
 年次有給休暇 を上手に活用しましょう

年休取得促進
特設サイト

休
暇
で
春
を
楽
し
ん
で
、

コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

休
暇
で
春
を
楽
し
ん
で
、

コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！
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　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年
次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残
りの日数について、労使協定を結べば、計画的
に休暇取得日を割り振ることができる制度で
す。この制度の導入によって、休暇の取得の確
実性が高まり、労働者にとっては予定していた
活動が行いやすく、事業主にとっては計画的
な業務運営に役立ちます。

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。
なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。

2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間

3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

 年次有給休暇 を

新しい
働き方・休み方を
実践するために

上手に
活用しましょう。

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年次有給休暇の計画的付与制度を
導入しましょう。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

1）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

●就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

2）活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間30分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。
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「在籍型出向」を活用して労働者の雇用維持に取り組む事業主の皆さま、人材を活用したい事業主の皆さま

｢産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）｣をご活用ください

新型コロナウイルス感染症の影響で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に、出向元・出向先の双方の事業主に対して助成します。
※助成金の詳細は、「産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）ガイドブック」をご確認ください。

ガイドブックはこちら→

都道府県労働局・ハローワーク LL041215政01

・出向先事業主は１年度あたり500人が上限です
・出向元事業主（雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業からの送り出し）または出向先事業主

（異業種からの受け入れ）がそれぞれ一定の要件を満たす場合に加算

助成対象となる「出向」とは？

雇用調整を目的とする出向（新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なく
された事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向）が対象です。
また、出向した労働者は、出向期間修了後は、元の事業所に戻って働くことが前提です。
企業グループ内での出向も、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向である
ことなど、一定の要件を満たせば助成対象となります。
※労働者のスキルアップを目的として在籍型出向を行う場合は「産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）」を
ご活用ください。

助成の内容

①出向初期経費助成

【対象】出向元事業主と出向先事業主（企業グループ内出向の場合は支給されません）
【内容】出向前に、出向の成立に必要な措置※を行った場合に以下の額を助成

※就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、
出向者を受け入れるための機器や備品の整備（出向先のみ）など

助 成 額 加 算 額

出向元・出向先 各10万円／１人あたり（定額） 各５万円／１人あたり（定額）

②出向運営経費助成

【対象】出向元事業主と出向先事業主
【内容】出向中に必要な経費※の一部を最長２年まで助成

※賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など

助 成 率 中 小 企 業 中小企業以外

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 ９／10 ３／４

出向元が労働者の解雇などを行っている場合 ４／５ ２／３

企 業 グ ル ー プ 内 出 向 の 場 合 ２／３ １／２

上 限 額（出向元・出向先の合計） 12,000円／１人１日あたり

③出向復帰後訓練助成

【対象】出向元事業主
【内容】出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる

訓練（off-JT）※を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成

※出向から復帰後３か月以内の訓練開始や、訓練期間は６か月以内などの要件があります

経 費 助 成 賃 金 助 成

助成内容 実費（上限30万円） １人１時間あたり900円（上限600時間）

・出向先事業主は１年度あたり500人が上限です
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計画届、延長届の提出と支給の申請はオンラインでも受け付けています。

【雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム】
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

参考：出向運営経費助成額比較（イメージ）

例えば、次の条件の場合、以下のような助成額になります。

・出向期間中の賃金日額と出向元での直近の賃金日額のいずれか低い方の額 9,000円

・出向期間中の出向運営経費 － 出向元賃金負担 3,600円、出向先賃金負担 5,400円
－ 出向先での教育訓練と労務管理に関する調整経費など 3,000円

※ 出向元・出向先ともに中小企業事業主で、出向元事業主が労働者の解雇などを行っていない場合の例です。
※ 実際に支払われる助成額は、端数処理などにより異なる場合があります。

助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。
ご不明な点は、下記のコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
※助成金の相談・申請先は（公財）産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話番号 0120-603-999 受付時間 9:00～21:00（土・日・祝日も受け付けています）

①出向初期経費助成・②出向運営経費助成

受給までの流れ

申請・お問い合わせ先

１
出向元事業主と出向先事業主との契約※1

労働組合などとの協定

出向予定者の同意

※1 出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出
向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先
の賃金などの負担割合などを取り決めてください。

※2 出向元事業主と出向先事業主が出向計画届（または支
給期間延長届）を作成し、出向開始日（または延長希望
日）の前日（可能であれば２週間前）までに都道府県労
働局またはハローワークへ提出してください。（手続き
は出向元事業主がまとめて行います）

※3 1か月以上6か月以下の任意で設定した期間（月単位）
ごとに出向元事業主と出向先事業主が支給申請書を作成
し、都道府県労働局またはハローワークへ提出してくだ
さい。（手続きは出向元事業主がまとめて行います）

※4 支給申請書に基づき、出向元事業主・出向先事業主そ
れぞれに助成金を支給します。

※5 支給期間の延長には、引き続き生産量要件（出向元）
や雇用量要件（出向先）などの要件が延長届の提出時と
その６か月後に審査されます。

２ 出向計画届提出・要件の確認※2

３ 出向の実施（１か月間～２年間）

４
支給申請※3

助成金受給※4（最長１年間）

５
支給期間延長届提出・要件の確認※2※5

（６か月ごと）（最長２年間）

６ 支給申請※3・助成金受給※4

■産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）の例（出向運営経費）

■（参考）雇用調整助成金の場合

出 向 元 出 向 先

3,600円
8,400円

(出向先賃金負担分：5,400円 + 教育訓練・労務管理に関する調整経費：3,000円)

助 成 額

９／10（3,240円）
実 質 負 担

１／10（360円）

助 成 額

９／10（7,560円）

実 質 負 担

１／10（840円）

助 成 額

２／３（2,400円）

実 質 負 担

１／３（1,200円）
実 質 負 担

10/10（8,400円）

③出向復帰後訓練助成

１ 復帰後訓練計画届提出・要件の確認※6 ※6 出向元事業主が復帰後訓練計画届を作成し、訓練開始
日の前日（可能であれば２週間前）までに都道府県労働
局またはハローワークへ提出してください。２ 復帰後訓練の実施

３ 支給申請・助成金受給

また、延長届を提出した場合は、１人あたり最長２年間
まで支給期間の延長が可能です。
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助成金を活用して「在籍型出向」で労働者のスキルアップに取り組みませんか

在籍型出向を活用し、「産業雇用安定助成金

（スキルアップ支援コース）」を受給しませんか？

「在籍型出向」では、自社にはない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。
労働者のスキルアップを在籍型出向で行い、条件を満たした場合には、出向元事業主に対し
ての助成金が支給されます。積極的にご活用ください。

ガイドブック

都道府県労働局・ハローワーク LL041202政01

助成対象となる「出向」とは？

助成の内容 対象：出向元事業主（企業グループ内出向の場合は支給されません）

中小企業 中小企業以外

助成率 ２／３ １／２

助成額
以下のいずれか低い額に助成率をかけた額（最長１年まで）
イ 出向労働者の出向中の賃金※１のうち出向元が負担する額
ロ 出向労働者の出向前の賃金の１／２の額

上限額
8,355円※２／１人１日当たり

（1事業所１年度あたり1,000万円まで）

※１ 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※２ 雇用保険の基本手当日額の最高額（令和４年8月1日時点）。毎年8月に改正されるためご注意ください。

助成額の算出例（イメージ）

労働者のスキルアップを目的とすること※

出向した労働者は、出向期間修了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること
労働者の出向復帰後６か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも５％以上上昇
させること。

※雇用の維持を図ることを目的として在籍型出向を行う場合は「産業雇用安定助成金（雇用維持支援
コース）」をご活用ください。

助成金の詳細はガイドブックをご確認ください。

以下のすべてに該当する出向を指します。

条件例：
• 出向元は中小企業
• 出向前の賃金日額、出向中の賃金日額はいずれも 9,000円
• 出向元賃金負担 3,600円、出向先賃金負担 5,400円 (出向元の賃金負担が4割)
• 出向復帰後の賃金日額 9,450円

助成率：２／３
助成額：2,400円（上限額の条件である日額8,355円以下も満たしている）
イ：3,600円
ロ：4,500円(9,000×1/2) となるため、低い額はイとなり、
具体的な金額は 3,600円×２／３＝2,400円
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１
出向元事業主と出向先事業主との契約※1

労働組合などとの協定

出向予定者の同意

※1 出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向
中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の
賃金などの負担割合などを取り決めてください。

※2 出向元事業主が出向計画届を作成し、出向開始日の前日
（可能であれば２週間前）までに都道府県労働局または
ハローワークへ提出してください。

※3 労働者の出向復帰後６か月間の各月の賃金を出向前賃金
と比較していずれも５％以上上昇させる必要があります。

※4 出向復帰後６か月後の賃金支払日の翌日から起算して２
か月以内に出向元事業主が支給申請書を作成し、都道府
県労働局またはハローワークへ提出してください。

※5 支給申請書に基づき、出向元事業主に助成金を支給しま
す。

２
出向計画届（スキルアップ計画を含む）

提出・要件の確認※2

３ 出向の実施（１か月間～２年間）

４ 出向から復帰（賃金上昇）※3

５
支給申請※4

助成金受給※5（最長１年分）

受給までの流れ

｢在籍型出向｣の活用事例

日本酒醸造業（出向元）

コロナ禍のため海外で人気が高い日本酒の輸
出にも影響は出ているが、将来的に酒米の栽
培も視野に入れている。今後のために米作り
を行っている法人に若手従業員を出向し技術
習得をさせたい。

耕種農業（出向先）

水稲、大豆など生産・出荷を行っている。大型
農業機械を導入しスマート農業で生産性向上を
図ることで、週休二日制や大型特殊車両の資格
取得支援など従業員の労務管理を行っている。

温泉旅館業（出向元）

老舗旅館を経営しているが、最新型ホテルの
優れたサービスを学ぶため、出向させたい。

ホテル・サービス業（出向先）

老舗旅館からの出向であることから、スタッフ
のスキルアップにもつながると考え、初めて出
向を受け入れた。

製造業（出向元）

事業体制見直しの中で新製品の事業開拓を進
めるため、従業員のスキルアップやキャリア
形成をしたい。
ロボット組立の最先端工場で経験を積ませ、
組立技術やライン管理、安全管理技能等の習
得を目指すことにした。

産業用電気機械器具製造業（出向先）

海外でのロボット需要拡大で製造現場の人員が
不足しており、質の高い人材を探していた。
違う環境・職種へチャレンジしたいという意欲
のある人材を受け入れることとした。

助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。
ご不明な点は、下記のコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
※助成金の相談・申請先は（公財）産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話番号 0120-603-999 受付時間 9:00～21:00（土・日・祝日も受け付けています）

申請・お問い合わせ先
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お問い合わせ先

産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を支援することにより「失業なき労働移動」
を実現するため、1987年に国と事業主団体などが協力して設立された公益財団法人です。
設立以来、24万件以上の出向・移籍の成立実績があります。

産業雇用安定センターHPはこちら→ センターＨＰ

出向元企業
在籍型出向を活用し、労働者のスキルアップを図りたい企業

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

送出情報
の収集

受入情報
の収集

事業所訪問など
により送出情報
や受入情報を
収集

出向元と出向先との
間で、出向に関する
諸条件を事前に話し
合いの場を設定

✓ 出向期間や出向期間中の賃金・

労働時間等の労働条件等の明示

✓ 出向対象労働者の選定・募集

✓ 出向対象労働者の同意や労働組合
との合意

✓ 就業規則等に出向規定を整備

など

STEP３：職場見学

出
向
契
約
の
締
結

STEP４

出
向
の
開
始

STEP５

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

STEP１：情報収集 STEP２：企業間面談

【社内手続き】

出向元の人事労務担当者、
出向対象労働者や労働組
合に、出向先の職場や職
務内容、勤務時間の実態
などの職場見学の場を設
定

✓ 出向期間や職務内容の規定
✓ 賃金負担などの取り決め
✓ 勤務時間や時間外労働など
労働条件の明確化

✓ 社会保険等の取り扱い
など

出向先企業
在籍型出向を活用して、一時的に人材を確保したい企業

マッチング

マッチング 職場見学

STEP６
出
向
元
企
業
や
産
雇
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
継
続
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

マッチング支援の流れ

（公財）産業雇用安定センターではスキルアップ支援コー
ス（在籍型出向）のマッチングを無料で支援しています

受入情報の検索はこちら→

おすすめの利用方法

■助成金の利用にあたり、センターのウェブサイトから、
全国の労働者の受入れを希望している事業所（出向受入情報※）
の業務の内容を見ることができます。
※ウェブサイトや検索はどなたでもご利用できます

※助成金の利用の可否については、都道府県労働局またはハローワークへお問合せ下さい。

■従業員のスキルアップを実施したい業務を探し、スキルアップを実施したい業務が見つ
かったら、全国47都道府県にあるセンター事務所のうち、御社所在の都道府県のセン
ター事務所に連絡してください。
センターが、ご希望の事業所とのマッチングを進めます！
※受入方法が「移籍」の場合であっても、産業雇用安定センターが事業所と話し合いをし、「在籍型出向」として
実施できる場合があります。まずはセンターにご相談ください。
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企業内での⼈材育成に取り組む事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク LL041205開企01

人材開発支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

検索

⼈材開発⽀援助成⾦に

事業展開等リスキリング⽀援コース
を創設しました

⼈材開発⽀援助成⾦「事業展開等リスキリング⽀援コース」は、企業の持続的発
展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、ま
たは、デジタル・グリーンといった成⻑分野の技術を取り⼊れ業務の効率化等を
図るため、
① 既存事業にとらわれず、新規事業の⽴ち上げ等の事業展開に伴う⼈材育成
② 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応
した⼈材の育成

に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃⾦の⼀部を⾼率助成によ
り⽀援する制度です。

➤「事業展開」とは、例えば…

新たな製品を製造したり、新たな商品やサービスを提供すること等により、新たな分
野に進出すること。このほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造⽅法、
商品やサービスの提供⽅法を変更する場合も事業展開にあたる。
例︓・新商品や新サービスの開発、製造、提供⼜は販売を開始する

・⽇本料理店が、フランス料理店を新たに開業する
・繊維業を営む事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する
・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する 等

➤「デジタル・DX化」とは、例えば…

デジタル技術を活⽤して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、
製品やサービス、ビジネスモデルを変⾰する等し、競争上の優位性を確⽴すること。
例︓・ITツールの活⽤や電⼦契約システムを導⼊し、社内のペーパーレス化を進めた

・アプリを開発し、顧客が待ち時間を⾒えるようにした
・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導⼊し⼿続きを簡略化した 等

➤「グリーン・カーボンニュートラル化」とは、例えば…

徹底した省エネ、再⽣可能エネルギーの活⽤等により、CO2等の温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにすること。
例︓・農薬の散布にトラクターを使⽤していたが、ドローンを導⼊した

・⾵⼒発電機や太陽光パネルを導⼊した 等

助成率・助成額などは
裏⾯をご覧下さい→
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■各都道府県労働局の助成⾦申請窓⼝
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

申請⼿続き等に関する問い合わせ先

⽀給対象訓練

① 助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること
② OFF-JT（企業の事業活動と区別して⾏われる訓練）であること
③ 職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること

注︓本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」（様式第２号）
を訓練実施計画届と併せて提出する必要がありますので、
取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

注︓「事業展開」は、訓練開始⽇から起算して、３年以内に実施する予定のもの
または６か⽉以内に実施したものである必要があります。

助成率・助成額

経費助成率 賃⾦助成額（1⼈1時間） １事業所１年度あたりの
助成限度額中⼩企業 ⼤企業 中⼩企業 ⼤企業

75％ 60％ 960円 480円 １億円

10h以上100h未満 100h以上200h未満 200h以上

中⼩企業 ⼤企業 中⼩企業 ⼤企業 中⼩企業 ⼤企業

30万円 20万円 40万円 25万円 50万円 30万円

① 助成率・助成限度額

② 受講者１⼈あたりの経費助成限度額

ⅰ 企業において事業展開を⾏うにあたり、新たな分野で必要となる
専⾨的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

ⅱ 事業展開は⾏わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタル
トランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を
進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専
⾨的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

本助成⾦では、助成⾦を活⽤する上で、⽀給対象事業主の要件などを設定して
います。また、本助成⾦を活⽤して⼈材育成を⾏う場合は、訓練開始⽇から起
算して１か⽉前までに、事業所所在地を管轄する都道府県労働局に計画届を提
出する必要がありますので、ご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県
労働局の助成⾦申請窓⼝にお問い合わせください。
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協会けんぽ愛媛支部からのお知らせ

生活習慣病予防健診がさらにお得になります

協会けんぽ愛媛支部の保険料率が変更されます

10.26%

1.64% 1.82%

10.01%

給与・賞与の

令和５年３月分（４月納付分）から令和５年２月分（３月納付分）まで

令和５年３月分（４月納付分）から令和５年２月分（３月納付分）まで

健康保険料率

介護保険料率
給与・賞与の

給与・賞与の給与・賞与の

保険料率は都道府県ごとに異なります。これはそれぞれの都道府県の加入者一人あたりの医療費
に基づいて算出しているからです。そのため、健診・保健指導による疾病の早期発見・重症化の予
防により健康の保持・増進に取り組むことや、ジェネリック医薬品の使用促進などの医療費の適正
化に取り組むことにより医療費の上昇を抑えることができれば、保険料率の伸びを抑えることがで
きる仕組みとなっています。

加入者の皆さまの取組が保険料率の伸びを抑える大きな力になります

TEL.089-947-2100（代表）受付時間/平日8：30～17：15
〒790-8546 松山市千舟町4丁目6-3 アヴァンサ千舟１階

一般健診 7,169円
最高 1,800円以上

お得に！

協会けんぽの生活習慣病予防健診は、

血圧測定 心電図検査尿検査血液検査

便潜血反応検査

胃部レントゲン検査胸部レントゲン検査

メタボリックシンドロームとともに

５大がん
肺 大腸胃

子宮 乳房
までカバー!

※子宮頸がん検診､乳がん検診は､別途自己負担が必要です｡

※メタボリックシンドロームとは､お腹まわりに内臓脂肪がたまることで悪玉のホルモンが分泌され､高血圧･高血糖･脂質
異常等が起こり､生活習慣病になりやすくなっている状態のことです｡

付加健診､子宮頸がん検診､乳がん検診､肝炎ウィルス検査の自己負担も同様に
自己負担額が軽減されお得になっています。

詳しくはこちら

自己負担額

対象:35歳～74歳の従業員(被保険者)

5,282円
最高

令和５年４月
スタート！

協会けんぽ愛媛支部の加入者・事業主の皆さまへ
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労 働 経 済 指 標
１．有効求人倍率

H29
年

H30
年

H31年
R元年 R2年 R3年 R4年

Ｒ４年 R5年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

愛　媛 1.51 1.61 1.64 1.33 1.28 1.42 1.36  1.37  1.39  1.41  1.43  1.44  1.45  1.46  1.48  1.47  1.48  1.47 

四　国 1.47 1.55 1.58 1.26 1.24 1.37 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35  1.37  1.38  1.39  1.41  1.41  1.41  1.39 

全　国 1.50 1.61 1.60 1.18 1.13 1.28 1.21 1.23  1.24 1.25  1.27  1.28  1.31  1.32  1.34  1.35  1.36  1.35 

※　月数値は季節調整値。年平均は実数値。　 （資料出所：愛媛労働局、厚生労働省）

２．消費者物価指数（総合）

H29
年

H30
年

H31年
R元年 R2年 R3年 R4年

Ｒ４年 R5年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

松山市 99.2 100.0 100.2 100.0 99.5 101.5 100.4 100.5 100.6 100.9 101.5 101.8 102.0 102.5 102.7 102.9 102.9 103.5

前　年
同月比 0.3 0.8 0.2 △0.2 △0.5 2.1 0.5 0.8 1.7 1.7 2.2 2.5 2.9 2.8 3.1 3.3 3.2 3.7

全　国 98.6 99.5 100.0 100.0 99.8 102.3 100.7 101.1 101.5 101.8 101.8 102.3 102.7 103.1 103.7 103.9 104.1 104.7

前　年
同月比 0.5 1.0 0.5 0.0 △0.2 2.5 0.9 1.2 2.5 2.5 2.4 2.6 3.0 3.0 3.7 3.8 4.0 4.3

※　令和２年＝100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （資料出所：総務省）
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令和４年度　年間事業一覧表
月 会　　　議　　　名 調　査　事　項 資　料　発　行

４
・運営委員会・労務委員会合同会議
 （15日　東京第一ホテル松山）
・会計監査　 （22日　協会事務所）

５

・理事会 （30日 オンライン開催）
・令和４年度　定時総会　　　 （同　上）
・講演会　　　　 （同　上）
　「花蓮物語」　
　 ㈱マルハ物産　代表取締役会長　林　香与子 氏

・春季労使交渉の妥結状況調
査

　（５月上旬～７月上旬）

６ ・初任給調査
　（６月上旬～７月下旬）

７

・女性リーダーズクラブ第１回定例会
　　 （６日　松山市男女共同参画推進センター）
・労務会議　　 （19日　えひめ共済会館）
　「コロナ禍での働き方改革　課題とその対応」
　社会保険労務士法人えんむすび
　 代表社員　田渕　美紀 氏
・意見交換懇談会　　 （中止）

・夏季賞与・一時金交渉の妥
結状況調査

　（７月上旬～８月下旬）

・愛媛経協７月号
・ 春季労使交渉の妥結結果

８
・初任給調査結果報告書
・夏季賞与・一時金交渉の妥

結結果

９

・労務会議　　　 （７日　オンライン開催）
　「育児介護休業法改正､ パワハラ防止措置義務化
　及び今後の実務対応」
　　木村社会保険労務士事務所
　 社会保険労務士　木村　倫人 氏

・愛媛経協９月号

10

・女性リーダーズクラブ公開セミナー
　　 （５日　ANAクラウンプラザホテル松山）
　「女性活躍が地域や組織を変える　
　　～トップも社員も考動する､ 女性活躍の本気～」
　㈱パソナフォスター　
 代表取締役社長　長畑久美子 氏

11

・労務会議　　　　　 （８日　えひめ共済会館）
　「ストレスに立ち向かうメンタルタフネスとは」
　　㈱グッドコミュニケーション
 　代表取締役　中田　康晴 氏
・女性リーダーズクラブ第２回定例会
　 （30日　松山市男女共同参画推進センター）

・年末賞与・一時金交渉の妥
結状況調査

　（11月上旬～12月中旬）

12

・労務会議　　　 （７日　オンライン開催）
　「中小企業のためのＳＤＧｓ経営と持続可能な組織づくり」
　　木村社会保険労務士事務所
　 社会保険労務士　木村　倫人 氏
・冬季講演会（23日　東京第一ホテル松山）
　「こころを元気にする３つのＣ」
　　（一社）認知行動療法研修開発センター理事長
 　大野　　裕 氏

1
・愛媛経協１月号
・年末賞与・一時金交渉の妥

結結果

２

・理事会
・春季講演会　
　「2023年春季労使交渉における経営側の基本姿勢について」
　（一社）日本経済団体連合会労働政策本部長
 　新田　秀司 氏　
・労務会議　　 （14日　オンライン開催）
　「在宅ワーク時代の部下のマネジメントについて」
　　ＩＭソリューションズ㈱　
 代表取締役　岡本　　陽 氏

３

・女性リーダーズクラブ第３回定例会
　　　　　 （２日　ホテルマイステイズ松山）
・労務会議　　 （７日　えひめ共済会館）
　「若者・女性の職場定着」
　　ＮＰＯ法人ワークライフ・コラボ
 　代表理事　堀田　真奈 氏
・意見交換懇談会（中止）

・愛媛経協３月号


