
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 

令和４年６月号 

連絡先：〒349-1211 埼玉県加須市飯積 560-1  
TEL： 0280-62-3870  FAX： 0280-33-3871 
ｅ－ｍａｉｌ： sato.sr.office@gmail.com 
ホームページ： https://www.sato-sr-office.com/ 

－ 経営者と従業員との絆をサポート － 



に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
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合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho
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日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で
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◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
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保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌
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★★★事務所よりひと言★★★ 
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①労働保険の年度更新 7/11 まで 
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２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 
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ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 

令和４年６月号 

連絡先：〒349-1211 埼玉県加須市飯積 560-1  
TEL： 0280-62-3870  FAX： 0280-33-3871 
ｅ－ｍａｉｌ： sato.sr.office@gmail.com 
ホームページ： https://www.sato-sr-office.com/ 

－ 経営者と従業員との絆をサポート － 



に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 

令和４年６月号 

連絡先：〒349-1211 埼玉県加須市飯積 560-1  
TEL： 0280-62-3870  FAX： 0280-33-3871 
ｅ－ｍａｉｌ： sato.sr.office@gmail.com 
ホームページ： https://www.sato-sr-office.com/ 

－ 経営者と従業員との絆をサポート － 



に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 

令和４年６月号 
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ｅ－ｍａｉｌ： sato.sr.office@gmail.com 
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－ 経営者と従業員との絆をサポート － 



に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日
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れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 
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～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
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（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ
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りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で
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◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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
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★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 
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労働保険（労災保険・雇用保険）の
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２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 
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合が多い結果となっています。また、新入社
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月末日＞［公共職業安定所］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
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対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 
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前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 
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～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 
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の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 
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公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 
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ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最
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がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 
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令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
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18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 
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集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 
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公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で
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◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
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６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 
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率について「効率が上がった」「やや上がっ
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◆職場における生産性向上の取組みは、企
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 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）
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組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実
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対象にインターネットによるアンケート形式で
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◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 
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年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 
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新入社員が辞める理由は？ 

～連合「入社前後のトラブルに関する 

調査 2022」より 

 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」

と呼ばれるように、気分が晴れない症状が

出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持

ちで過ごしていた新入社員の緊張の糸が切

れ、会社に不満を持ち始める時期でもありま

す。 

 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社

前後のトラブルに関する調査 2022」（調査期

間：2022年２月28日～３月２日、大学卒業後

に新卒で正社員として就職した全国の入社

２～５年目の男女 1,000 名の有効サンプルを

集計）によれば、新卒入社した会社を「離職

した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年

を超え、１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年

を超え、２年以内）」は 10.4％、「離職した（２

年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離職した（３

年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく

言われる「３年以内に３割離職」という状況が

ここでもみられます。 

 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたとこ

ろ、「仕事が自分に合わない」（40.1％）が最

も高くなっています。次いで、「労働時間・休

日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、

「賃金の条件がよくなかった」（27.4％）と続き、

待遇よりも仕事のミスマッチを挙げる人の割

合が多い結果となっています。また、新入社

員研修や先輩・上司からの指導・アドバイス

がなかった人では、『離職した（計）』の割合

は 41.9％と、指導・アドバイスがあった人

（30.9％）と比べて 11.0 ポイント高くなっており、

周囲の支援による差は大きいことがわかり

ます。 

苦労して採用した社員の離職は避けたい

ものです。新入社員を抱える職場では、周囲

の配慮も必要になってくるでしょう。 

 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラ

ブルに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/cho

usa/data/20220428.pdf?6025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅勤務の満足度８割超で過去最高に 

～日本生産性本部「第９回働く人の意識

調査」から 

 
公益財団法人日本生産性本部が４月 22

日、「第９回 働く人の意識調査」の結果を取

りまとめ、公表しました。調査は、コロナ禍が

組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調

査として、2020 年５月以降、四半期ごとに実

施しているものです。今回は、４月 11、12 日

佐藤社会保険労務士・ 
労務コンサルティング事務所便り 
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に、日本の企業・団体に勤務する 1,100 人を

対象にインターネットによるアンケート形式で

実施しました。 
 
◆テレワーク実施率は約２割で推移、在宅

勤務の満足度は８割超えで過去最高 
テレワーク実施率は 20.0％と前回調査の

18.5％から微増しています。在宅勤務の効

率について「効率が上がった」「やや上がっ

た」の合計は、60.4％。在宅勤務に「満足して

いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調
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https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
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いる」「どちらかと言えば満足している」の合

計は 84.4％と過去最多となりました。 
また、「コロナ禍収束後もテレワークを行

いたいか」との質問では「そう思う」「どちらか

と言えばそう思う」の合計が 71.8％でした。 
 
◆景況感は、現在の景気・今後の景気見通

しともに悲観的な見方が増加 
 現在の景気について悲観的な見方（「悪

い」「やや悪い」の合計）は、67.6％で、前回

の66.4％より微増しています。今後の景気見

通しについても、悲観的な見通しが 51.4％と

2 回連続で増加しています。 
 
◆職場における生産性向上の取組みは、企

業規模やテレワークの有無で実施率に差 
 職場での生産性向上への取組みについて

は、「業務の進め方の効率化」が 52.0％と最

多で、次いで「情報共有の推進」（51.8％）「コ

ストの削減」（46.1％）「業務の改廃」（43.6％）

と続いています。従業員規模別では、100 人

以下の中小企業と 1,001 人以上の大企業と

では、「業務の進め方の効率化」で 20 ポイ

ント以上の差が見られるほか、その他の取

組みでも企業規模による差が見られました。 
 
 
【日本生産性本部「第９回 働く人の意識調

査」】 
https://www.jpc-net.jp/research/detail/0
05805.html 
 
 
 
 
 

６月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 
1 日 
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月

10 日まで＞［労働基準監督署］ 
 
10 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］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

 

30 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 
○ 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］ 
 

 
★★★事務所よりひと言★★★ 

１．事務組合に加入していない事業所 

①労働保険の年度更新 7/11 まで 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までに

支給された給与及び賞与を集計して

労働保険（労災保険・雇用保険）の

年度更新を行います。 

 

２．健康保険・厚生年金の算定基礎届  

7/11 まで 

協会けんぽ及び厚生年金に加入し

ている事業所については令和 4 年 4

月から 6 月に支給した給与をもとに

保険料の基礎となる標準報酬月額

を決定します。 

 

弊所より該当事業所へご案内をさせて

戴いますのでよろしくお願いします。 


