
 

 

 

 

 
 

経済産業省が７月７日、「家賃支援給付金」の

申請要領を公表しました。この給付金は、 ５月

の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直

面する事業者の事業継続を下支えするため、地

代・家賃（賃料）の負担を軽減する目的で、賃借

人である事業主に対して支給されるものです。 
 

◆支給対象は資本金 10 億円未満の法人と個人事

業者 

 支給対象は、資本金 10億円未満の中堅企業、

中小企業、個人事業者等で、医療法人、農業法

人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法

人も幅広く対象とされています。 

給付額は、申請日の直前 1か月以内に支払った

賃料をもとに算定されます。対象となるのは、５

月～12 月の売上高が１カ月で前年同月比 50％以

上減少し、または３カ月連続で同 30％以上減少

し、自らの事業のために占有する土地・建物の賃

料を支払っている場合です。 

 

◆給付額は法人が最大 600 万円、個人事業者が同

300 万円 

給付額は法人が最大 600 万円、個人事業者が同

300 万円です。ホームページに給付対象や給付額

の計算の仕方についての詳細が掲載されています

ので、受給できる可能性があると思われる事業主

の方は確認してください。申請期間は７月 14 日

から 2021 年 1月 15日までの予定です。 

 

◆申請はインターネットで 

経産省では、家賃支援給付金ホームページから

の WEB 上での手続きを推奨していますが、受付開

始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポー

ト会場」も順次開設される予定です。 

 

 

申請についての相談は、下記のコールセンター

で受けられます。 

《家賃支援給付金 コールセンター》 

ＴＥＬ：0120-653-930（受付：8:30～19:00） 

※８月 31日まで：全日対応／9月 1日以降 ：平

日・日曜日対応（土曜日・祝日除く） 

【家賃支援給付金ホームページ】 

https://yachin-shien.go.jp 

【家賃支援給付金に関するお知らせ】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-

kyufu/index.html 

【申請要領（中小法人等向け）】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-

kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf 

【申請要領（個人事業者等向け）】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-

kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf 

 

 
 

◆個人向け新型コロナ対応休業支援金とは？ 

雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を

対象に、休業実績に応じて賃金の８割が支給（上

限月額 33万円）されます。 

雇用されていれば、雇用保険被保険者でなくて

も、学生アルバイトや外国人労働者、技能実習生

は対象となります。登録型派遣、日雇派遣労働者

も、要件を満たせば対象となりますが、海外勤務

者や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は

対象となりません。 

 

◆申請方法等 

申請は、労働者本人または事業主のどちらか一

方が行えばよく、事業主申請の場合も申請者本人

の口座に振り込まれます。 

申請には、支給申請書と支給要件確認書（事業

主提出の場合は続紙も）、本人確認書類、振込先

口座のキャッシュカードや通帳のコピー、休業前

「家賃支援給付金」の申請要領が公表

されました 

新型コロナウイルス感染症対応休業

支援金の受付が始まりました 

2020 年 8 月号 

連絡先：〒２６０－００１３  

千葉県千葉市中央区中央２－９－８ 千葉広小路ビル３０２ 

電話  ：０４３－３０７－５９６７  

ＦＡＸ ：０４３－２３９－９８４７ 

ｅ－ｍａｉｌ：kabashima@lmcon.com 

 



 
および休業中の賃金額が確認できる書類のコピー

が必要です。 

 

●本人申請の場合も事業主は要件確認書に記入 

支給要件確認書には、事業主による休業証明の

ための記入欄（以下、「事業主欄」という）があ

り、厚生労働省の Q&A では、労働者の雇用、賃

金支払いの事実や休業の事実について、最低限事

業主からの確認が必要とされています。 
 事業主が休業証明を拒んだ場合、労働者は、事

業主の協力が得られない旨をその背景事情ととも

に記載して申告することとなり、事業主は労働局

から報告を求められます 。 
 なお、故意に偽りの証明を行い支援金を受ける

ことは不正受給にあたり、支給決定取消しだけで

なく、全額返還、また不正受給の日の翌日から納

付の日までの年３％の延滞金および返還額の２倍

相当額の納付が命じられ、事業主名等の公表もさ

れます。 
 
●休業中の賃金額が確認できる書類について 

賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳の３種類

により賃金額を確認できない場合は支給できない

とされています（新卒者で１日も勤務していない

場合等は、雇用契約書 ・労働条件通知書等を添

付）。これらの書類提供に関しても、事業主の協

力が必要です。 

 

●申請書送付先 

下記にて申請書類の形式的な確認を行ったの

ち、管轄都道府県労働局の支援金集中処理センタ

ーに振り分けられます。 

〒600-8799 日本郵便株式会社京都中央郵便局

留置 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業

支援金・給付金担当 

 

 
 

◆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用です。 

【日本年金機構のリーフレット】 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2

020/0625.files/01.pdf 

 

 

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 
 

中途採用における「オンライン選考」

の実態～エン・ジャパン調査より 



 
 

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、

採用においても WEBを利用したオンライン選考が

進んでいます。その実態について、エン・ジャパ

ン株式会社の運営する転職サイト「ミドルの転

職」上でサイトを利用した転職コンサルタントか

らのアンケートを基にした調査結果が発表されま

した。その概要は次のとおりです。 

 

◆採用企業がオンライン選考を導入するメリット 

９割の転職コンサルタントがオンライン選考の

メリットとして挙げたのは「面接地から遠隔にい

る人とも面接をできる」という点です。「時間的

にも効率的で、日本全国や世界規模で良い人材を

見つけられる」「地方企業や大手地方拠点にとっ

てオンライン面接の恩恵は絶大」といった声が寄

せられました。 

 

◆オンライン面接実施の割合 

「最終面接まですべてオンライン面接を実施し

ている企業は何割程度か」という問いには、15％

が「８割以上」、17％が「７割～５割」と回答し

ました。「半数以上の企業が最終面接までオンラ

イン面接を実施している」との回答は 32％とな

りました。 

また、最終面接以外をオンラインで実施してい

る企業については 60％（８割以上：27％、７～

５割：32％）、一次面接のみオンラインで実施し

ている企業については 65％（同：30％、35％）

の転職コンサルタントが「半数以上実施してい

る」と回答しました。 

 

◆採用企業がオンライン選考をしない理由 

採用企業がオンライン選考を導入しない理由と

して上位に挙げられたのは「直接会ってみたら印

象が違ったという事例があった」（61%）、「非

言語情報がオンラインでは判断し辛い」（59%）

でした。その他と回答した方からは「セキュリテ

ィに関する社内方針から」「求職者側にネット環

境が整っていない場合があるため」「役員クラス

は対面を希望する人が多く、その風習がある」と

いった声が寄せられました。 

 

◆オンライン選考で気を付けるべきこと 

採用担当者側では「ネットワークトラブル時の

対応について求職者に事前に指示を出す」

（58％）、「面接案内文に利用するツールの準備

について明記をする」（52％）が上位に挙げられ

ました。「接続が上手くいかず、開始予定時刻が

大幅に遅れ、求職者も動揺を招いてしまったこ

と」「利用するツールの案内が遅く、面接時間に

求職者側で準備が間に合わなかったケースがあ

る」といったコメントが寄せられました。面接を

スムーズに実施できるよう、情報を事前に周知し

ておくことが大事だと言えそうです。 

【エン・ジャパン「中途採用における「オンライ

ン選考」実態調査」】 

https://corp.en-

japan.com/newsrelease/2020/23172.html 

 

 
 

◆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。 

 

◆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

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 



 
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。 

 

 
 

◆調査で明らかになったテレワーク実態 

 日本労働組合総連合会（以下、連合）は、テレ

ワークで働く人の意識や実態を把握するため、

「テレワークに関する調査」を公表しました。調

査では、「通常の勤務よりも長時間労働になるこ

とがあった」と半数超（51.5％）が回答しまし

た。テレワークでは、仕事と仕事以外の切分けが

難しく、長時間労働になりやすいという問題が以

前から指摘されています。これらを実感した労働

者が多かったことがわかります。それでも、テレ

ワークの継続を「希望する」と回答した人は 

81.8％となり、多くの人がメリットを感じたこと

がわかります。しかし、この調査で気になるの

が、労働時間管理についてです。時間外・休日労

働をしたにもかかわらず申告していない回答者が 

６ 割超（65.1％）、また時間外・休日労働をし

たにもかかわらず勤務先に認められないという回

答者が半数超（56.4％）いました。 

 

◆テレワークでも労働時間管理は必要 

テレワークであろうと労基法は適用されます。

みなし労働時間制が適用される労働者や労基法第

41 条に規定する労働者を除き、「労働時間の適正

な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガ

イドライン」に基づいて、適切に労働時間管理を

行わなければなりません。実労働時間やみなされ

た労働時間が法定労働時間を超える場合や法定休

日に労働を行わせる場合は、36協定の締結、届出

及び割増賃金の支払いが必要です。また、現実に

深夜に労働した場合は、深夜労働に係る割増賃金

の支払いが必要です。これらを放置すれば、労務

トラブルに発展しかねません。 

 

◆実態にあった適切な労働時間管理を 

時間外労働等について労働者からの事前申告が

なかったり、申告に対して許可を与えなかった場

合でも、業務量が過大であったり、明示、黙示の

指揮命令があったと解しうる場合には、労働時間

に該当します。テレワークを行う労働者は、業務

に従事した時間を日報等において記録し、使用者

はそれをもって当該労働者に係る労働時間の状況

の適切な把握に努め、必要に応じて労働時間や業

務内容等について見直すことが望ましいとされて

います。自社の実態にあった管理、制度の選択が

できるよう、適宜見直していきましょう。 

 

【日本労働組合総連合会「テレワークに関する調

査 2020】 

https://www.jtuc-

rengo.or.jp/info/chousa/data/20200630.pdf?

3253 

【厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管

理のためのガイドライン」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf 

 

 
 

◆個別労働紛争解決制度とは 

個別労働紛争解決制度は、職場の労使トラブル

の当事者が利用できる、３つのトラブル解決方法

（労働相談、助言・指導、あっせん）のことで

す。労働相談は全国にある総合労働相談コーナー

（労働局・労働基準監督署に設置）で受け付けて

おり、助言・指導は労働局長によるもの、あっせ

んは紛争調整委員会によるものとなります。 

主に労働者側からの利用になりますが、使用者

側からの利用も可能で、費用は無料です。 

個別労働紛争解決制度によると、訴訟による方

法よりもトラブル解決までの期間が短いという傾

向があり、これは労使双方にとってメリットで

す。また、訴訟によるよりも解決のための費用が

安く収まるのは、会社にとってメリットです。 

トラブルは、大事（おおごと）になる前に対処す

るのが大事（だいじ）です。 

 

◆令和元年度の状況 

 厚生労働省のまとめた令和元年度の状況では、

「労働相談」（総合労働相談）件数は、12年連

続で 100 万件を超えて、高止まりしています。こ

のうち、労働条件その他の労働関係に関する事項

のトラブル相談（労働基準法違反の疑いがある内

容以外の民事上の個別労働紛争相談）は約 28 万

件となっています。 

そして近年、「民事上の個別労働紛争相談」、

「助言・指導」、「あっせん」のいずれについて

も、「いじめ・嫌がらせ」に関する内容が、過去

６年以上、相談件数のトップとなっていることが

特徴となっています。 

 

◆パワハラ防止法の施行 

こうした情勢を背景に、職場のパワハラが問題

となっており、今年６月にはパワハラ防止法（労

働施策総合推進法）が施行され、企業にはパワハ

ラを防止するための措置（就業規則や服務規律へ

の企業の方針の明確化、相談窓口の設置、研修の

テレワークで長時間労働～連合調査 
より 

職場のトラブル相談「いじめ・嫌がら

せ」がトップ 



 
 

実施、当事者のプライバシー保護等）が義務付け

られました。中小企業については、2022 年３月

31 日までの努力義務期間を設けたうえで、2022

年４月１日から適用されます。 

「あの会社でパワハラを受けた」といったこと

が、口コミや SNS 等で広まってしまうと（その真

偽はさておき）、企業にとっては人材採用や経営

の面で悪影響があります。労使トラブルの芽は小

さいうちに解決するようにしたいですね。 

【厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度

の施行状況」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/0006

43973.pdf 

 

 
 

◆企業に求められている「がん教育」 

 がん発症者の３分の１は働く世代で発症してい

ること、また今後は就労人口に占める高齢者や女

性の割合の増加によりがんを発症する就労者がさ

らに増加すると予想されることを背景に、企業に

は、働く人ががんになっても雇用を継続すること

ができるよう配慮することが求められています。

その一環として、がんの予防や、発症後の治療と

仕事の両立につながる取組みが重要視されるよう

になってきました。 

現在、子どもについては、小学校では 2020 年

度、中学校では 2021 年度、高校では 2022 年度か

ら、がんの種類やがん検診での早期発見の重要

性、治療方法といった内容の教育が始められるこ

ととなっています。問題は、このようなことが教

えられてこなかった大人へのがん教育で、これを

企業が健康教育として担うことが求められていま

す。 

 

◆「がん教育」のテーマ 

大人のがん教育においては、がんに対する正し

い知識を習得し、がんの予防につながる生活習慣

の改善を図るとともに、早期発見・早期治療のた

めのがん検診受診を促進することがテーマとなり

ます。がん教育の実施にあたっては、厚生労働省

「がん対策推進企業アクション」のホームページ

から各種資料がダウンロードできますので、これ

を活用するのもよいでしょう。社内のがん経験者

の話を聞くのも参考になります。 

 

◆今、「大人のがん教育」を始める重要性 

 職域での「大人のがん教育」は、まさに今、始め

るべきものといえます。なぜなら、コロナ禍にあ

って、予防・治療のための取組みが大きく遅れる

ことが懸念されているからです。 

生活習慣はがんの発生原因の１つですが、慣れ

ない在宅勤務によって喫煙・飲酒が増える可能性

があります。通勤をしないことによる運動不足が

原因で肥満が進み糖尿病になれば、がんになるリ

スクも高まります（がん全体では２割増、すい臓

がん・肝臓がんでは２倍にもなるといわれていま

す）。また、がん検診や人間ドックを事実上行うこ

とができないところも多いことから、早期発見が

遅れるなどの影響が生じることも考えられます。 

このような環境の変化による現役世代のがんリス

クを最小限にしていくためにも、適切な教育を行

い、従業員それぞれに気をつけてもらうための取

組みを始めることが大切だといえます。 

 

 
 

公益通報者保護法の一部を改正する法律案が６

月８日に成立、同月 12日に公布されました（令

和２年法律第 51 号）。 

以下、公益通報者保護制度の概要と改正内容につ

いて紹介します。 

 

◆公益通報者保護制度とは？ 

 公益通報者保護制度とは、国民生活の安心や安

全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と

被害の防止を図るため、公益のために事業者の法

令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対す

る解雇等の不利益な取扱いを禁止する制度です。 

 

◆改正１：事業者自ら不正を是正しやすくすると

ともに、安心して通報を行いやすくする 

事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、

安心して通報を行いやすくするめ、①事業者に対

し、内部通報に適切に対応するために必要な体制

の整備等（窓口の設定、調査、是正措置等）が義

務付けられます（従業員数 300 人以下の中小事業

者は努力義務）。 

また、①の実効性を確保するために、②行政措

置（助言・指導、勧告および勧告に従わない場合

の公表）が行われます。 

さらに、③内部調査等に従事する者に対し、通報

者を特定させる情報の守秘が義務付けられ、違反

した場合には刑事罰が科されます。 

 

◆改正２：行政機関等への通報を行いやすくする 

行政機関等への通報を行いやすくするため、①

権限を有する行政機関への通報の条件（現行は

「信じるに足りる相当の理由がある場合の通

報」）に「氏名等を記載した書面を提出する場合

の通報」が追加されました。 

また、②報道機関等への通報の条件（現行は

「生命・身体に対する危害」）に、「財産に対す

る損害（回復困難または重大なもの」が追加さ

始めよう！「大人のがん教育」 
 

公益通報者保護法が改正されました！ 



 
れ、また、「通報者を特定させる情報が洩れる可

能性が高い場合」も追加されました。 

さらに、③権限を有する行政機関における公益

通報に適切に対応するために必要な体制の整備等

についても規定されました。 

 

◆改正３：通報者がより保護されやすくする 

 内部通報・外部通報の実行化を図るため、①労

働者だけでなく、退職者（退職後１年以内）や役

員も保護対象とし、②保護される通報について、

現行は刑事罰の対象となる通報だけであるとこ

ろ、行政罰の対象となる通報も保護されることに

なります。また、③保護の内容について、通報に

伴う損害賠償責任の免除を追加しました。 

施行は、公布の日から起算して２年を超えない

範囲内において政令で定める日となります。 

 

 
 

◆認定マークの愛称とデザインが決定 

今年４月に改正障害者

雇用促進法が施行され、

障害者雇用に関する優良

な中小企業への認定制度

（もにす認定制度）が新

たに創設されました。厚

生労働省は、公募によっ

て決定した障害者雇用優

良中小事業主認定マーク

（愛称：もにす）のデザインを公表しました。 

 このロゴマークは、障害者を企業が丸く優しく

包み込み、多様性を受け入れ、「共に社会貢献を

していこう！」という前向きな想いを表したキャ

ラクターで、「もにす」という愛称は、共に進む

（ともにすすむ）という言葉と、企業と障害者が

共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待し

て名付けられました。 

 

◆認定事業主になるには？ 

障害者雇用に関する優良な中小企業への認定制

度は、ポイント制で実施され、下記の要件を満た

す中小企業（常時雇用する労働者が 300 人以下の

事業主）が優良な事業主として認定されます。 

① 障害者雇用への取組みなどの認定基準（※）

に基づき、50点中 20 点以上であること 

② 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数

以上雇用していること 

③ 指定就労支援Ａ型の利用者を除き、雇用率制

度の対象障害者を１名以上雇用していること 

④ 障害者雇用促進法および同法に基づく命令そ

の他関係法令に違反する重大な事実がないこと 

など 

※認定基準は、厚生労働省ホームページに掲載さ

れている「障害者雇用に関する優良な中小事業主

に対する認定制度申請マニュアル（事業主向

け）」をご確認ください。 

また、認定事業主になるための手続きや様式、必

要書類は、厚生労働省ホームページに掲載されて

います。 

 

◆認定のメリット  

 厚生労働大臣から認定を受けた企業は、認定マ

ークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表

示することができ、障害者の雇用の促進・安定に

関する取組みが優良な企業であることを採用活動

や取引先等にアピールすることができます。 

また、日本政策金融公庫の低利融資の対象とな

ることや、公共調達で有利になることなども期待

できます。 

【障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する

認定制度（もにす認定制度）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00001.html 

 

 
 

○ 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。 
 

障害者雇用の取組みが優良な中小企業

への認定制度について 

８月の税務と労務の手続［提出先・納

付先］ 


