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コロナ禍の入社、７５％が「メリットを
実感」～ 日本能率協会調査
日本能率協会マネジメントセンターが、2019～
2020 年に入社した新入社員と、新入社員の育成に関
わる上司・先輩社員の計 1,502 名に対し、新入社員
の意識と行動、指導者の指導と育成に関するアンケ
ート調査「イマドキ若手社員の仕事に対する意識調
査 2020」を実施しました。
これによると、コロナ禍での入社について、75.5％
が「メリットがあった」と回答していて、理由として
「周りに人がおらず集中できた」、「時間をかけて仕
事が覚えられた」などが挙げられています。調査結果
の一部を抜粋して紹介します。
◆内定～配属前の課題･不安：テレワーク中心と
なり職場との接点が減少
内定から入社後すぐの状況としては、例年と変わ
らず「社会人としての生活リズム」に課題や不安を
感じる結果となりました。一方で、20 年入社者の回
答結果を見ると、テレワークにおける課題や不安が
顕在化していることがわかりました。
具体的には、「職場の人間関係」や「配属先の業
務遂行を通じた成長」に関する回答結果が課題や不
安として増加しています。これは、テレワークなど
による対面（コミュニケーション量）の減少や配属
時期の後ろ倒しなどが影響しているとしています。
◆配属 1～3 か月後の課題･不安：配属後も具体的な
業務経験が少なく、職場キャリアが描けていない
配属後の課題・不安はコロナ禍の影響を大きく受
けているといえます。この調査で 20 年入社者の
70％が緊急事態解除宣言中は自宅勤務であったこと
から、従来よりも配属時期や業務習得に遅れが生じ
ているといえます。
その結果、業務経験を通じたキャリア形成や課題
を認識できる状態ではないことが明らかになったと
しています。
◆コロナ禍で入社したメリット：「ゆっくり成長
できた」などの理由で 75％がメリットと実感

コロナ禍での入社について、2020 年入社の新入社
員 258 名（有効回答 274 件）のうち 75.5％が「メリ
ットがあった」と回答。また、上位３位までのカテ
ゴリーは「１位：研修・教育・自己研鑽」「２位：
仕事」「３位：在宅勤務・テレワーク」となり、具
体的な記述内容として「周りに人がおらず集中でき
た」「時間をかけて仕事が覚えられた」「リモート
推進のメリット、デメリットを先入観なく認識でき
る」などが挙がりました。
◆指導・育成側の実態：新人の成長は気になるが、
残業時間の削減が優先
コロナ禍での入社に 2020 年入社の新入社員の指
導・育成担当者（808 名）にも現場におけるコロナ
禍の影響を質問。「現場配属時期へ影響があった」
「配属後に新人が職場になじめるか不安である」
「緊急事態宣言期間中、新人・若手に指導がしにく
かった」の回答結果がいずれも 60％以上の回答結果
となりました。
一方で、働き方改革が進む中での「新入社員との
関わり方」については「成長につながる仕事であっ
ても、残業をしないことを優先して業務を減らして
いる（59.1％）」と回答しています。
新人の成長は気になるが、残業時間の削減を優先
し、限られた時間の中でのマネジメントや成長支援
を指導者側も迫られている結果になっています。
◆総括：継続的なフォローアップ教育が自律した
人材へと成長するための鍵に
調査のしめくくりとして、ニューノーマル時代に
おいては、ビジネスパーソン 1 人ひとりが期待され
る行動（アウトプット）を実現するために、日々のプ
ロセスから学びを深め、自律的に成長していくこと
が求められるとしており、そのような人材を多く輩
出するためにも教育設計は「もっと主体的・効果的に
時間を有効活用すること」をめざしていくことが必
要だとしています。
具体的には、デジタルとアナログ、個人学習と集合
学習の効果的な機能融合を行い、ハイブリッド型の
教育設計で学習効果を高めていくことが重要だとし
ています。2020 年入社者はコロナ禍の影響で従来よ
りも配属時期や業務習得に遅れが生じており、
「働く
こと自体への適応」「自社への適応」「新たな価値創

出に向けた多様な連携への適応」と環境適応力を着
実に高めていけるフォローアップ教育が重要だとし
ています。

雇用調整助成金の今後について
◆来年２月いっぱいで現行の特例措置は終了予定
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金
の特例措置として、令和３年２月末まで日額上限額
の引上げ等がされていますが、３月以降段階的に縮
減し、５～６月にリーマンショック時並みの特例と
するとの方針が、今月８日にまとめられた総合経済
対策で表明されています。
そして、令和３年１月末および３月末時点の感染
状況や雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が
拡大している地域・特に業況が厳しい企業について
特例を設ける等、柔軟に対応するとされています。
◆３月以降の雇用調整助成金の特例措置は
どうなる？
参考としてリーマンショック時の主な特例措置の
内容を紹介すると、次のとおりです（実施時期にはば
らつきがあります）。
(1) 助成率：中小企業 ４／５、大企業 ２／３（コロ
ナ特例措置では雇用を維持している場合、中小企業
10／10、大企業３／４）
(2) 生産指標要件：最近３カ月の生産量等が直前３
カ月または前年同期と比べて原則５％以上減少（コ
ロナ特例措置では１カ月５％以上減少）
(3) 対象被保険者：被保険者期間６カ月未満の者も
助成（コロナ特例措置では緊急雇用安定助成金によ
り被保険者でない労働者も助成）
(4) 支給限度日数：３年 300 日（コロナ特例措置で
は令和２年４月１日から令和３年２月末までの期間
＋１年 100 日、３年 150 日）
◆３月以降は在籍型出向による雇用維持支援に
シフト
総合経済対策では、
「産業雇用安定助成金（仮称）」
を創設し、出向元と出向先の双方を支援するととも
に、出向元企業への雇用調整助成金による支援、労働
移動支援助成金による受入れ企業への支援も引き続
き実施するとされています。
現在従業員を休業させ雇用調整助成金を活用して
いる企業においては、上記のような変更への対応を
検討しておく必要があるでしょう。
◆人手不足企業向けには新たな雇入れ助成も
コロナ禍による離職者等で、就労経験のない職業
に就くことを希望する求職者を一定期間試行雇用す
る事業主に対する賃金助成制度（トライアル雇用助
成金）を創設するとともに、紹介予定派遣を通じた
正社員化（キャリアアップ助成金）を促進するとさ
れています。人手不足に悩んでいる企業において
は、こうした制度の活用による人材確保も検討して
みるのもよいかもしれません。

「新型コロナウイルス関連倒産」
～ 帝国データバンク動向調査より
◆調査概要
新型コロナウイルスの感染症対策として、テレワ
ークが一気に普及しました。全国各地で新しい働き
方が広まっています。そんな折、総合人材サービ
ス・パーソルグループのパーソルプロセス＆テクノ
ロジー株式会社が、会社員を対象に実施した「テレ
ワークに関する意識・実態調査」について発表した
内容をまとめています。
※ハイブリッドワークとは、テレワーク（オンライ
ン）と出社（オフライン）を組み合わせた働き方の
こと
・調査期間：2020 年９月 12 日～13 日
・調査対象：20～60 代の会社員 400 名
（一般社員 210 名、部下のいる管理職 190 名）
◆働き方による意識
１ 効率的に仕事ができているか
「ほぼ在宅」76.4％、
「ハイブリッドワーク」76.9％、
「ほぼ出社」62.9％と、ハイブリッドワークの人が最
も高い。
２ 会社に対して愛着・信頼を感じているか
「ほぼ在宅」51％、「ハイブリッドワーク」72.3％、
「ほぼ出社」60.2％と、ハイブリッドワークの人が最
も高い。
３ 社内の同僚や先輩、上司と円滑なコミュニケー
ションが取れているか
「ほぼ在宅」58.8％、
「ハイブリッドワーク」69.2％、
「ほぼ出社」62.7％と、ハイブリッドワークの人が最
も高い。
４ テレワークをすることによる生産性の変化
在宅勤務者 テレワークをすることにより生産性が
上がったと感じる割合：58.4％
◇テレワークで、自身の生産性が上がった理由 TOP３
第１位「集中して作業をする時間が取りやすくなっ
た（65.5％）」
第２位「移動の時間が減った（63.2％）
」
第３位「自分の裁量で仕事を進められるようになっ
た（43.7％）」
◇テレワークで、自身の生産性が下がった理由 TOP３
第１位「社内の同僚や後輩、上司と円滑なコミュニケ
ーションが取りづらい（51.6％）
」
第２位「テレワークで働く環境（仕事場）が整ってい
ない（48.4％）」
第３位「仕事を進めるうえでの確認などが非対面な
ので難しい（33.9％）
」
管理職 部下がテレワークをすることによって生産
性が上がったと感じる割合：44.1％
◇テレワークで、部下の生産性が上がった理由 TOP３
第１位「集中して作業をする時間が取りやすくなっ
た（62.3％）」
第２位「移動の時間が減った（49.1％）
」

第３位「部下の裁量で仕事を進められるようになっ
た（43.4％）
」
◇テレワークで、部下の生産性が下がった理由 TOP３
第 1 位「社内の同僚や後輩、上司と円滑なコミュニ
ケーションが取りづらい（52.2％）」
第２位「テレワークで働く環境（仕事場）が整ってい
ない（41.8％）
」
第３位「仕事を進めるうえでの確認などが非対面な
ので難しい（40.3％）
」
テレワークにより、パフォーマンスが上がったと
感じる社員が 58.4％いるのに対し、仕事ぶりを感心
しない管理職が 55.8％いるという結果が出ています。
総合的には、ハイブリッドワーク型での働き方が
理想的という結果になっています。職種や業態によ
って異なりますが、これからニューノーマルといわ
れる働き方が中心になってくるのは間違いありませ
ん。会社にとっても社員にとっても最適な働き方の
模索が続くことになるでしょう。
【パーソルプロセス＆テクノロジー(株)「テレワー
クに関する意識・実態調査」
】
https://www.persolpt.co.jp/news/2020/09/29/4623/

仕事・子育てへのコロナ禍の影響
～ 連合調べより
◆コロナ禍の働き方への影響
全回答者（1,000 名）に、新型コロナウイルス感
染拡大によって働き方にどのような変化があったか
聞いたところ、「働き方に変化はない」が 53.3%で
最も高くなった一方、「テレワーク勤務を行うよう
になった」は 24.6％、「時差出勤を行うようになっ
た」は 15.1％、「労働時間が減った」は 14.8％、
「労働時間が増えた」は 5.9％、「副業・兼業をは
じめた」は 3.2％となりました。働き方に変化があ
ったという人の中では、感染症対策として、テレワ
ークや時差出勤を行うようになったという人が多い
ようです。年代別に見ると、「テレワーク勤務を行
うようになった」と「時差出勤を行うようになっ
た」は上の年代ほど高くなる傾向が見られ、最も高
くなった 50 代では「テレワーク勤務を行うように
なった」は 37.8％、「時差出勤を行うようになっ
た」は 22.2％となりました。
◆コロナ禍による保育園・幼稚園休園時、日中の
子どもの面倒は誰が見たか
コロナ禍により保育園や幼稚園が臨時休業となっ
ていたときの子どもの世話の状況について聞きまし
た。保育園・幼稚園に通っている子どもがいる人
（828 名）に、新型コロナウイルス感染拡大によっ
て、保育園・幼稚園が休園になっていたとき、自身
の家庭では、日中、誰が子どもの面倒を見ていたか
聞いたところ、「自分」（60.9％）が最も高く、
「配偶者・パートナー」（54.7％）、「自分や配偶

者・パートナーの親」（18.4％）が続きました。男
女別に見ると、男性では「配偶者・パートナー」
（84.5％）、女性では「自分」（79.1％）が最も高
くなりました。
では、日中に子どもの面倒を見ていたとき、どの
ように対応していた人が多いのでしょうか。日中の
子どもの面倒を自身で見ていた人（504 名）に、新
型コロナウイルス感染拡大による保育園・幼稚園の
休園時、日中の子どもの面倒を自身で見ていたと
き、どのように対応したか聞いたところ、「在宅勤
務を行った」（29.2％）が最も高く、次いで、「年
次有給休暇を取得した」（25.0％）、「年次有給休
暇以外の有給休暇を取得した」（18.7％）となりま
した。在宅勤務制度の活用や有給休暇の取得で対応
していたという人が多いようです。男女別に見る
と、男性では「在宅勤務を行った」が 45.0％と、半
数近くとなり、女性では「欠勤して対応した」が
18.3％と男性（6.3％）の３倍になりました。
◆コロナ禍以降、子育てにかかわる時間は
変わったか
コロナ禍は子育てにかかわる時間にどのような変
化をもたらしたのでしょうか。全回答者（1,000
名）に、新型コロナウイルス感染拡大以降、子育て
にかかわる時間はどのように変わったか聞いたとこ
ろ、「非常に増えた」は 9.7％、「やや増えた」は
38.1％で、合計した『増えた（計）』は 47.8％、
「以前と変わらない」は 49.2％となりました。
外出自粛や保育園・幼稚園の臨時休業などによ
り、子どもと一緒にいる時間が増え、育児に携わる
時間が長くなったという人が多いのではないでしょ
うか。男女別に見ると、子育てにかかわる時間が増
えた人の割合は、女性では 51.8％と、男性
（43.8％）と比べて 8.0 ポイント高くなりました。

冬場における新型コロナウイルス対策
◆感染者数の増加
冬に入り、新型コロナウイルス感染症の新規感染
者数は過去最多の水準となっています。連日感染者
数が報道されており、日常生活でもあらためて気を
引き締めたい状況が続いています。
冬場は、寒さと換気の折合いをつけるのが難しく、
職場でも「換気の悪い密閉空間」になるリスクが高い
ので、今まで以上に感染対策には気をつけたいとこ
ろです。
◆冬場の換気方法
厚生労働省でも、冬場における「換気の悪い密閉空
間」を改善するための換気の方法について案内が出
されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102.htm
推奨される方法として、換気機能を持つ冷暖房設
備や機械換気設備が設置されていない、または換気
量が十分でない施設等では、以下の点に留意しなが

ら窓を開けて換気をするよう示されています。
◎居室の温度および相対湿度を 18℃以上かつ 40%以
上に維持できる範囲内で、暖房器具を使用しながら、
一方向の窓を常時開けて、連続的に換気を行うこと
（加湿器を併用することも有効）
◎居室の温度および相対湿度を 18℃以上かつ 40％以
上に維持しようとすると、窓を十分に開けられない
場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の空気清浄機
を併用すること
室温変化を抑えるポイントとしては、開けている
窓の近くに暖房器具を設置すること等が挙げられて
います（燃えやすい物から距離を空けるなど、火災の
予防には注意が必要）。
◆改めて職場状況の十分なチェックを
厚生労働省では、冬場における「密閉空間」を改
善するための換気の方法などについて改訂した「職
場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止
するためのチェックリスト」も公表しています。
感染予防のための体制、感染防止のための基本
的・具体的な対策、配慮が必要な労働者への対応、
陽性者や濃厚接触者が出た場合の対応等など、職場
における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す
るための対策の実施状況について確認できるものと
なっているため、対策が不十分な項目をあらためて
確認し、十分に対応できるようにしておきましょ
う。
https://www.jfd.co.jp/news/422/

「アウティング」は不法行為
◆アウティングとは
アウティングとは、本人の同意なしに、セクシュア
リティにまつわる秘密（ゲイ、レズビアン、バイセク
シャル、性同一性障害であること等）を他者が周囲に
暴露する行為を指します。例えば、当事者から好意を
伝えられた人が第三者に「あのひと、同性愛者なんだ
よ」と話すのも、相談を受けた人が「○○さんって、
実は元・男性（女性）なんだって」と漏らすのも、本
人の同意がなければアウティングに当たります。
◆アウティングをしてしまうと…
アウティングをされた当事者は、深く苦しむこと
になります。職場で行われた場合、退職のみならず、
うつ病などの精神疾患やハラスメント裁判、最悪の
場合は命にかかわる可能性すらあり、企業としても
「知らなかった」では済まされない問題です。
実際に、アウティングを巡る事件について裁判が
行われており、高裁判決の際は、アウティングが「人
格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するも
のであり、許されない行為」という判断がなされてい
ます（一橋大学アウティング事件）。また、アウティ
ング被害を巡って企業側が従業員に謝罪、解決金を
支払って和解したという報道もありました。

◆対策は事業主の義務
厚生労働省によるパワーハラスメント防止のため
のガイドラインでも、労働者の性的指向・性自認や病
歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働
者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、すな
わちアウティングがパワハラに当たることが明記さ
れています。つまり、事業主にはその防止措置が義務
付けられています。
具体的な防止措置としては、職場での方針の明確
化・周知・啓発、相談体制の整備、問題が発生した際
の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護のための
体制整備などがあります。多様性を尊重し、従業員が
安心して働ける環境を構築することで、企業の発展
につなげていきましょう。

リモートワークの実態は？
◆リモートワーク、どのくらいやってるの？
東京商工リサーチが実施したアンケート調査（11
月実施、有効回答 1 万 1,076 社）の結果をみると、
在宅勤務・リモートワークを「現在も実施している」
企業は 30.7％にとどまり、導入後に「取りやめた」
企業は 25.4％にのぼっているとのことです。
また、リモートワークを実施している企業につい
て、従業員の何割が実施しているかを尋ねたところ、
割合の大きい順に、
「１割」29.80％、
「２割」13.92％、
「３割」12.85％、「10 割」11.14％、「５割」10.95％
という結果でした。業務がリモートに向かないとい
うケースもあるのでしょうが、実態としてはこのよ
うな実施率のようです。
◆現役世代にとっての新型コロナ
現役世代での新型コロナによる死亡率も、日本で
は高くないのが実態のようです。新型コロナの死亡
者の平均年齢は 79.3 歳で、ほぼ男性の平均寿命
（80.98 歳）と同じであり、健康寿命（男性 72.14
歳、女性 74.79 歳）との比較でみると男女とも死亡
者の平均年齢のほうが上回っているという状況だそ
うです。
http://agora-web.jp/archives/2049200.html
経団連がコロナ対策のガイドラインを改訂し、出
張について「見合わせ」から「注意」に変更するな
ど、不合理な対策は改めようという動きもある一
方、まだまだ自粛一辺倒のような空気もあります。
会社が立ち行かなくなっては元も子もありません
から、ワクチンの開発など期待せずに、感染の現状
について自社で判断しながら、できることからやっ
ていくしかないのでしょう。
◆雇調金などもあるけれど…
前述のアンケート調査では、「１年以内に廃業を
検討する可能性がある」と回答した中小企業が
42.2％に上っています。11 月上旬時点の調査結果な
ので、第 3 波を迎えているとされる現時点では、増
加している可能性もあります。

特例措置の期間が延長された雇用調整助成金など
の利用も、一時的には考えられますが、いつまでも
頼れるものではありません。
自粛継続によって経済がシュリンクし、自殺率が
高まるなど、社会的な問題も深刻となりつつありま
す。医療崩壊を防ぐには、新型コロナを指定２類感
染症としている取扱いの見直しも検討が必要かもし
れません。経済回復との両立に向け、感染防止に向
けた取り組みの再点検が求められます。
【株式会社東京商工リサーチ 第 10 回「新型コロ
ナウイルスに関するアンケート」調査】
https://www.tsrnet.co.jp/news/analysis/20201125_01.html

コロナ禍の年末年始を無災害で過ごす
ために確認しておきたいこと
◆コロナ禍の年末年始
今年も年の瀬が近づいてきました。大掃除や機械
設備の保守点検・再稼働等の準備を始めた事業所も
多いのではないでしょうか。
仕事に追われる年末は、慌ただしさから労働災害
が増加します。今年はコロナ禍にあって感染症対策
を講じながら年末年始を迎えることとなり、例年以
上の慌ただしさが想定されます。作業前後、また作
業中の事故などが起こることのないよう、改めて安
全対策について見直しておきたいものです。
◆年末年始を無災害で過ごすための事業場の
実施事項
令和 2 年 12 月１日から令和 3 年１月 15 日を実施
期間として、今年も、中央労働災害防止協会（中災防）
の主唱により、「年末年始無災害運動」が行われてい
ます。
同運動では、事業場の実施事項として、たとえば次
の項目を挙げています。
□ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業におけ
る労働災害防止対策の徹底
□機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
□安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の
点検と整備・更新
□転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防止
や腰痛予防対策の徹底
□火気の点検、確認など火気管理の徹底
□交通労働災害防止対策の推進
□年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底
□年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
□新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の
感染症対策の徹底
これらも参考に、早めに対策を講じておきましょ
う。
◆無災害の心構え
中災防は、「一つひとつの作業を丁寧に確認し、

次の作業に備えること、そして体調管理を万全にし、
無理をしないことが大切」としています。作業前の点
検の実施と手順・ルールの確認をしっかり行って、事
故なく無事に１年を締めくくり、新しい年を迎えま
しょう。

WEB 面接に対する学生の意識と企業
イメージアップのポイント
株式会社リクルートマネジメントソリューション
ズが 2021 年新卒採用選考に参加した大学生ら 1,407
名に対して、WEB 面接に対する心象や、ＷＥＢ面接
特有の事象と志望度・企業イメージへの影響などの
調査を実施、結果を発表しています（「大学生の就
職活動調査 2020」2020.11.15）。
ＷＥＢ面接に対して、学生がどのような意識を持
っているのかを知ることは、企業の担当者としても
参考になるでしょう。
◆８割以上の学生がＷＥＢ面接を経験
本選考で面接経験のある学生のうち、約 81％が
WEB 面接を経験しています。一次、二次と選考が進
むにつれ、WEB 面接の経験ありと回答する学生は減
少し、対面のみの比率が多くなるものの、最終面接
においても 60％以上が WEB 面接を行っていました。
◆ＷＥＢ面接に対する学生の心象は？
「ＷＥＢ面接と対面面接どちらが好ましいか」は
選考段階によって異なり、一次面接では「ＷＥＢ面接
のほうがよい」
「どちらかというとＷＥＢ面接のほう
がよい」と 40％以上の学生が回答したのに対して、
最終面接では 20％以下と、選考が進むにつれて対面
面接を好む学生の割合が大きくなっています。
◆ＷＥＢ面接のほうが好ましい理由
ＷＥＢ面接のほうが好ましい理由として、自宅で
受けるため、緊張せず、リラックスして臨むことがで
きる、満員電車を避けることができ、面接開始直前ま
で対策ができるなど、面接にエネルギーを注げると
いった「心理的側面」。移動時間や交通費がかからな
い、複数の企業を同時に受けることができるといっ
た「経済・効率的側面」。新型コロナウイルス感染に
対する懸念といった「社会的側面」の３点に集約され
ています。
一方、対面面接のほうが、気持ちや雰囲気、熱意が
伝わる、対面面接のほうが話しやすい、社員の人柄や
雰囲気をじかに感じたい、最後までＷＥＢ面接で直
接会わないのは不安である、といった対面面接のほ
うが好ましいとする意見も出ています。
◆ＷＥＢ面接で志望度・企業イメージがアップした
こととは？
ＷＥＢ面接で学生の志望度・企業イメージをアップ
させるには、①面接官のコミュニケーションに対す
る姿勢、②迅速かつ安心感のあるトラブルシューテ
ィング、③場づくりへの配慮、④働く環境の様子、

⑤柔軟な対応、がポイントになるようです。アンケ
ート結果では、志望度がアップした出来事として、
以下が挙がっており、企業としてもすぐに実践でき
ることだと思われます。
①ＷＥＢ面接であることを配慮して面接官が大きめ
にリアクションをしてくれた、しっかりと相槌をし
てくれた。
②回線トラブル等で面接が出来なかった場合でも、
日程を再度調整してもらった、機器のトラブルは選
考に影響しないと言ってもらえた。
③ＷＥＢでの面接はなかなか慣れないよね、などと
緊張をほぐしてくれる言葉をかけてくれた、ＷＥＢ
でも対面でも選考基準の変化はないと言われた、カ
メラの調達など大変だったでしょうと労いの言葉を
かけてくれた。
④ＰＣのカメラを通して社内を見せてくれた、面接
官が自宅から面接しており、社会情勢を考慮してい
る会社であることがわかり、安心感が得られた。
⑤対面の予定だったが、県外在住の旨を伝えるとオ
ンラインに変えてくれた、など。

「電話代行サービス」を利用する企業
が増加
◆コロナ禍で「電話代行サービス」が注目されて
います
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、多
くの企業がテレワークを導入しましたが、従業員の
少ない企業や電話対応の多い部署は、電話番をする
ために出社せざるを得ないという問題が生じます。
また、電話対応は本来の業務を中断しなければなら
ないため、生産性が低下します。
このような問題を解決するため、
「電話代行サービ
ス」を利用する企業が増えています。
◆電話代行サービスの特徴
電話代行サービスは、秘書代行・電話秘書サービス
とも呼ばれ、オフィスにかかってきた電話に外部の
オペレーターが代わりに要件を聞き、本人に取り次
ぎます。取次ぎができない場合は、電話やメールで内
容を連絡してくれます（連絡方法はサービス会社に
よって異なりますが、チャット、LINE なども可能）。
そのため、内容を記録に残すこともできます。
また、電話応対の教育・研修を受けたオペレーター
が対応するため、企業のイメージアップにもつなが
ります。
◆自社のニーズに合ったサービス会社を選ぶには？
現在、電話代行サービス会社は多数あり、会社によ
って提供できるサービス内容は様々です。例えば、士
業事務所や不動産会社の場合は、法律用語や業界知
識が問われますので、業種専門のオペレーターが対
応するサービスがあります。また、業務時間外の夜間
や休日でも対応可能な会社もあります。
ほかにも、通販の商品説明や受注代行、クレーム対
応までを行うサービスもあるようです。

電話代行サービスを利用する際の費用は、月の電
話件数やオペレーターの人数によって異なりますの
で注意が必要です。利用を検討する際は、ニーズに合
ったサービス内容やオペレーターの質、費用等を比
較しながら、探すことが必要でしょう。

1 月の税務と労務の手続［提出先・納付
先］
12 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］
※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている
場合には、令和２年 7 月から 12 月までの
徴収分を 1 月 20 日までに納付
○ 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］
2月1日
○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計
表＞の提出［税務署］
○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞
［市区町村］
○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分
＞［郵便局または銀行］
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月
～12 月分＞［労働基準監督署］
○ 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］
○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞
○ 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］
○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出
［給与の支払者（所轄税務署）
］
○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え
［給与の支払者］

