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●８月のお仕事カレンダー
１１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］
３１日
○ 個人事業税の納付＜第１期分＞ ［郵便局または銀行］
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２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］
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 ［年金事務所］
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 ［公共職業安定所］
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［公共職業安定所］
○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞
［労働基準監督署］
※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、翌日になります。

●ＴＯＰＩＣＳ
[1]標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬
月額を翌月から改定することができる特例が設けられています。なお、この特例制度を適用するには被保険者本人の
同意が必要です。制度の詳細は日本年金機構や健康保険組合のホームページをご確認ください。
【参考リンク】：日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について」
⇒ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
[2]雇用保険「被保険者期間」の算定方法変更
失業等給付（いわゆる失業手当）を受けるためには、離職日以前 2 年間に「被保険者期間（賃金支払の基礎となる日
数が 11 日以上ある月）」が通算 12 ヶ月以上あることが必要ですが、この「被保険者期間」の算定方法について、8 月 1
日以降の離職から、11 日未満であっても労働時間数が 80 時間以上あれば 1 月とカウントできるよう変更になります。
【参考リンク】：厚生労働省「失業給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算定方法が変わります」
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

●８月のアクション
[1]熱中症対策
今年の夏はコロナの感染対策を行いながら、熱中症の予防対策を進める必要があります。環境省と厚生労働省は、
「新しい生活様式」における熱中症予防行動を呼びかけており、高温多湿の環境下でのマスクの使い方やエアコン使
用時の室内換気の方法など、注意すべきポイントがまとめられています。
【参考】
・厚生労働省：「「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました」
・厚生労働省：「熱中症関連情報」 ・総務省消防庁：「熱中症情報」 ・環境省：「熱中症予防情報サイト」
[2]賞与所得税の納付
７月に賞与を支給した事業所においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に賞与の所得税も納付することを忘れ
ないようにしましょう。
[3]一斉休暇を取得する際の事前対策
盆休みなどの長期休暇後に出勤してみると、パソコンが動かなくなるといった不具合がつきものです。休暇に入る前に
データのバックアップを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。併せて、会社の防犯対策も行っておきましょう。
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●新型コロナ感染症による社会保険の標準報酬月額の特例改定
◆標準報酬月額の特例改定
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一
定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の
随時改定（４か月目に改定）によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

◆対象となる方
以下の３つの要件すべてに該当している方が対象となります。
①

事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業（時間単位を含む）させたことにより、急減月（令和２
年４月から７月までの間の 1 か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月）
が生じた方

②

急減月に支払われた報酬の総額（１か月分）に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月
額に比べて、２等級以上下がった方
⇒固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も対象となります。

③

特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
⇒被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病
手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含む）。

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

◆対象となる保険料
令和２年４月から７月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和２年５月から８月分保険
料が対象となります。
※令和３年１月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給
与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ早めの手続
きが求められます。

◆注意事項


通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なります。
⇒管轄の年金事務所に郵送、もしくは窓口へ提出します。



通常の月額変更届・算定基礎届と様式が異なります。
⇒届書および申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。



この特例改定の届出は、電子証明書を利用した e-Gov からの電子申請や G ビズ ID を利用した電子申請、
電子媒体による申請には現時点では対応していません。



特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要です。
【日本年金機構のリーフレット】 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

●新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例
新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」という）の拡大を背景に、家族の介護や子どもの世話のために退職
せざるをえなくなったり、また、雇止めや解雇された労働者が多く発生しています。今回はこのような離職者が受けられる
雇用保険の基本手当（いわゆる失業手当）に関する特例について確認します。

◆給付制限が行われない措置
失業手当は、離職理由により一定期間、給付を受けることのできない給付制限の期間が設けられています。
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ただし、特定受給資格者（倒産や解雇等が理由の離職者）や、特定理由離職者（一定の雇止め、転居や婚姻等
による自己都合退職等が理由の離職者）は、この給付制限の期間が設けられていません。
新型コロナの影響として、2020 年 2 月 25 日以降に、以下の理由により離職した人は特定理由離職者として扱う
ことにより、給付制限の期間が設けられないこととなっています。
①

同居の家族が新型コロナに感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職し
た場合

②

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であ
ることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

③

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児
童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る）の養育が必要となったことから
自己都合離職した場合

◆給付日数の延長
新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも言われています。
求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。
そのため、失業手当の受給者について、給付日数が延長されることになりました。対象となる離職者は、2020
年 6 月 12 日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人で、以下の通りとなっています。
①

離職日が 2020 年 4 月 7 日以前の人離職理由を問わない（全受給者）

②

離職日が 2020 年 4 月 8 日から 5 月 25 日までの人特定受給資格者および特定理由離職者

③

離職日が 2020 年 5 月 26 日以降の人新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者およ
び特定理由離職者（雇止めの場合に限る）

延長される日数は原則 60 日ですが、35 歳以上 45 歳未満で所定給付日数 270 日の人および 45 歳以上 60
歳未満で所定給付日数 330 日の人は 30 日となります。
所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合等、対象とならないこともあります。
これらの他、新型コロナにより求職活動ができない場合やハローワークに出向いて失業の認定が受けられない場合の特
例も設けられています。新型コロナの影響で離職する従業員には特例が設けられていることを伝えるとよいでしょう。

●精神障害の労災が最多に ～令和元年度「過労死等の労災補償状況」より
◆仕事が原因で精神疾患 労災申請・認定ともに最多
令和元年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した
脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、平成 14 年から、労災請
求件数や労災保険給付を決定した支給決定件数などを年１回、取りまとめています。
本調査によれば、仕事が原因で精神疾患にかかり令和元年度（2019 年度）に労災申請したのは 2,060 件、支
給決定件数は 509 件となり、いずれも統計開始以降最多でした。

◆業種別では「医療・福祉」が最多
請求件数でみると、業種別（大分類）では、「医療、福祉」426 件、「製造業」352 件、「卸売業、小売業」279 件の
順に多くなっており、支給決定件数でみると、業種別（中分類）では、「社会保険・社会福祉・介護事業」が 48 件
と最も多く、次いで「医療業」（30 件）、「道路貨物運送業」（29 件）と続きました。年齢別では、請求件数は「40～
49 歳」639 件、「30～39 歳」509 件、「20～29 歳」432 件、支給決定件数は「40～49 歳」170 件、「30～39 歳」132
件、「20～29 歳」116 件の順に多くなっています。
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◆パワハラ法制化による労災認定基準の改正
令和２年５月 29 日付けで精神障害の労災認定の基準が改正され、具体的出来事等に「パワーハラスメント」が
追加されました。労災認定基準にパワハラの類型が新設されたことで、より早期にパワハラの問題が認識されるこ
とになります。会社にとっては、一層パワハラ問題も意識した対策が必要になってくるでしょう。

◆新型コロナウイルス感染症の影響
また、現在新型コロナウイルスの流行により、治療に当たる医療関係者はじめエッセンシャルワーカー等のメン
タルヘルスの問題がたびたび話題に上っています。新型コロナウイルス感染症による働き方や環境の変化に伴
い業務過多が生じ、結果的に長時間労働に陥ってしまうというようなケースもあります。
今後、様々な変化を踏まえ、企業としても労災が起きないような環境づくりに取り組んでいきたいところです。

●WEB 会議システムを気持ちよく利用するには？
新型コロナウイルスの影響で、WEB 会議システムの活用が進んでいます。場所や移動時間の制約が少ないため、今後
も利用が進むと思われます。ここでは、主催者側の視点を中心に WEB 会議を行う場合の注意点をご紹介します。

【１】パソコン等の環境を事前確認
利用する WEB 会議システム（以下、システム）によっては、アプリのインストールが必要なものや、推奨環境に
特定のブラウザを指定しているものがあります。会議の主催者は、使用するパソコン等にアプリや対象のブラウザ
をインストールすることを参加者へ連絡し、事前準備を促しましょう。
また、使用するパソコンにマイクやカメラが付いているかどうかを参加者に事前確認
してもらい、必要に応じて準備してもらいます。
これらの準備と同時に、主催者としてシステムにどんな機能があるのか、できること、
できないことを確認します。特に次の【２】と【３】はシステムでの利用方法を確認して、
必要に応じて参加者へ案内をしておきましょう。

【２】背景やパソコンのデスクトップ
自宅や会社の自席から WEB 会議に参加すると、自宅や自席の様子がカメラに映り込みます。システムによって
は背景をぼかしたり、別の画像を設定したりできる機能がありますが、横を向くなど自分が動くことで背景が外れ
てしまうこともあります。壁やカーテンを背にするなど、想定外に背景が映り込んでも問題ないようにして、会議に
臨むと安心です。また、主催者として自分のパソコン画面を参加者に見てもらう場合は、デスクトップを事前に整
理しておくと見栄えがよくなります。

【３】雑音に注意
WEB 会議中、小さな音をマイクが拾い、雑音を発生させることがあります。雑音を発生させている人はそのささ
いな音に気づきにくいのですが、聞こえる側はストレスに感じやすいです。
システムによっては、主催者の権限で参加者のマイクをミュート（消音）にすることができますし、自分が発言し
ない時はマイクをミュートにすることを事前に参加者へ依頼するなどして、会議中の雑音を減らしましょう。

【４】全員が話せるように配慮する
WEB 会議では、複数人が話すと聞き取れないことが多いため、おのずと一人ずつ話すようになります。カメラ越
しだと会話の切れ目がわかりにくく、うまく話に入れないことがあります。複数人の会議では主催者が議長となっ
て、話していない人に声をかけたりしながら、参加者全員で話しやすい雰囲気をつくりましょう。
WEB 会議を経験したことがない方は、これらの点に注意しながら、お試しください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＜編集後記＞国民の祝日に関する法律の特例で、今年７月２４日はスポーツの日に。そして東京オリンピックの華々しい開会式となるはずでした。
実は７月２４日は、2011 年アナログから地デジ放送に完全移行された日でもあり、私の誕生日でもあります。。。お陰様で健康にまた一つ年を重
ねることができました。感謝です。コロナ感染拡大が止まらず、GoTo キャンペーンとやらも混迷、景気回復どころか心晴れる日は遠いようですが、
みなさまどうぞマスクの着用と熱中症対策にご留意頂き、元気に猛暑を乗り切って参りましよう。
特定社会保険労務士 人見 亜希子
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