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Ⅰ 最低 賃金 全 国平均902円に
47都道 府県 の 2020年度 の最低 賃金 額が出 そろ いま した。 40県 が1～ 3
円を 引き 上げ 、北海 道や 東京都 、広 島県 などは 据え 置くことと なり ま
した 。全 国の 加重平均の時給 は現在より1円増えて902円に なり ます 。
◆2020年 度 最 低賃金 決定の概 要
最低 賃金 は企 業が従 業員 に支払 わな けれ ばなら ない 最低限の時 給で 、
年1回、厚生 労働 省の 審議会 が示す目安 をも とに 各都道 府県 で議 論し、
実際 の引 き上 げ額を 決め ます。 今年 度は 最低賃 金の 都市部との 格差 を
縮め るた めに 都市部を除く県（東北・北陸・四国・九州）での引き上げ
が目 立ち まし た。こ れに 対し、 都市 部で ある東 京都 、大阪府、 京都 府
では 据え 置き が目立 つ結 果とな りま した 。最高 額で は東京 都の 1013円
とな った もの の、最下位は792円（秋田 県・鳥取 県）となり 、最高額と
最下 位額 の間 で昨年度より2円の 差が縮まることとなり まし た。厚生労
働省 は、例年各都道府県 を経 済情勢など に応 じてAからDの4ランクに分
け、 それ ぞれ の引き 上げ 額の目 安を 示し ていま した が、今 回は コロ ナ
禍に よる 景気 低迷を 受け 、リー マン ・シ ョック 後の 2009年 度以 来11年
ぶり に目 安の 提示は 行い ません でし た。地 方の 多く が引き 上げ たも の
の、 賃上 げの ペース 自体 は大き く落 ちるこ とに なり ます。 新し い最 低
賃金 額は 10月 初旬までに各地 で適用されます。

Ⅱ Gビズ IDによる電 子申 請 の開 始
「 G ビ ズ ID」とは、1 つのア カウ ントで複数の行政サービスにアク
セス でき る認 証シス テム です。 無料 で取 得でき るア カウントで 、電 子
証明 書が なく ても各種社会保険等の電子申請が 可能 になります 。
◆申 請 可 能 な届出
G ビズ ID を利用 して 申請ができる社会保険の手 続き には、資格取得届
被扶 養者（異動）届、資 格喪 失届、報酬月額算定基礎 届、報酬月額変更
届、 賞与 支払 届、国民年金第 3 号被保険者 関係 届が ありま す。 また各
種補 助金 の申 請など もこ のアカ ウン トで 可能と なっ ており 、今 後も 利
用で きる 行政 サービスは広が っていく予定です。
◆申 請 方 法 等
この G ビズ ID に は「プ ライ ム」、「メンバー」、「エント リー」の 3
つの アカ ウン トがあ りま す。「 エン トリ ー」は 書類 審査が不要 でオ ン
ライ ンか ら即 日発行 でき るアカ ウン トの ことで す。 アカウ ント 作成 に
必要 なも のは メール アド レスと パソ コン などの 操作 端末のみ、 作成 方
法は G ビ ズ ID のサイトの「 gBizID エント リー 作成 」から 可能 です 。
次に 、「プライム」ですが、「プラ イム 」の ID を保 有する 社長 などの
代表 者が 社員 を「メ ンバー」として登録 しま す。「プ ライム」は書類審
査が 必要 な上 、ログ イン も二要 素認 証とな って おり 、セキ ュリ ティ 面
でも 安心 なア カウン トだ といえ ます 。法人 代表 者も しくは 個人 事業 主
以外 は作 成す ること がで きませ ん。 アカウ ント 作成 に必要 なも のは 、
スマ ート フォ ンもし くは 携帯電 話、 法人の 場合 は印 鑑証明 書と 代表 社
印、 個人 事業 主の場 合は 印鑑登 録証 明書と 個人 の実 印です 。印 鑑証 明
書・ 印鑑 登録 証明書について は、発行から 3 ヶ 月以 内の原 本が 必要 で
す。「gBizID エ ント リー作成」から必要事 項を 入力 し、完 了し たら申
請書 をダ ウン ロード して 印刷し ます 。必要 事項 を記 入し、 郵送 とな り
ます 。書 類審 査には 2 週間 ほどかかりますので 、余 裕を持った 申請 が
必要 とな りま す。

連載 コラムNo.1
「社会 保険料 ってどうやって 決 まるの ？」
毎月お給料から必ず納めてい る健 康保 険、介護保険、厚生年金の社
会保険料、 この 金額は どの ように決まっているのでし ょう か？今回
はこの社会 保険 料の金 額が どのように決まっているの かに ついてご
紹介したいと思います 。
◆社会 保険 料 が 決まる仕組 み
社会保険料額の決定に は4、5、6月 の給与がキーとなることをご存
じでしょうか？社会保 険料 額の納 付額 は企 業側で計算 する 必要はな
く、日本年金機構など の保 険者が計算 をし て納付額を 通知 してくれ
ます。しかし、この計 算を するために は手 続きが必要 で、 毎年4、5
6月 の給 与額を記載した「算 定基礎 届」 の提 出が必要と なり ます。
これをもとに従業員ご との 「等級」が 決ま り、 等級ご とに 「標 準報
酬月額」が定められま す。 そして、そ の年 の9月分から翌年8月分の
社会保険料額は、この 「標 準報酬月額 」に 保険料率を かけ た形で計
算されます。厚生年金 保険 料率は全国 どこ でも同じで すが 、健康保
険料・介護保険料は都 道府 県で料 率が 異な ります。毎 年の「算定基
礎届」で1年間の社会保険料額 は決 定し ますが、これ以外でも、社
会保険料額が決定・見 直し がされるこ とが あり ます。 入社 時や定年
退職時、給与体系や給 与形 態の変 更等 によ る大幅な給 与の 変動、産
前産後休業者・育児休 業者 が職場復帰 後に 給与 の低下 があった時な
どがこれにあたります。

