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霜月・神楽月・霜降月・雪待月

・レントゲン週間（～ 8日）　
・キッチン・バスの日　・習字の日
・文化の日　・みかんの日　
・まんがの日　・アロマの日

・世界津波の日　・雑誌広告の日　
・日本ブラジル修好記念日　
・秋の土用明け　・年金週間（～12日）
・お見合い記念日　・アパート記念日
・立冬　・鍋の日　・もつ鍋の日　
・知恵の日　・国産品認識週間（～13日）
・世界都市計画の日　・レントゲンの日
・いい歯の日　・いいお肌の日　
・119番の日　・太陽暦採用記念日
・秋の全国火災予防運動（～ 15日）　

・女性に対する暴力をなくす運動（～25日）
・皮膚の日　・洋服記念日
・いいヒザの日　
・うるしの日
・世界糖尿病デー　・いい石の日　
・アンチエイジングの日　　
・七五三　・いい遺言の日　
・生コンクリート記念日　・かまぼこの日
・国際寛容デー　・幼稚園記念日　
・塗装の日　・自然薯の日
・肺がん撲滅デー　・将棋の日　
・レンコンの日　・ドラフト記念日
・土木の日　・もりとふるさとの日　
・音楽著作権の日　・雪見だいふくの日
・世界トイレの日　・鉄道電化の日　
・ボジョレーヌーボー解禁
・世界こどもの日　・産業教育記念日
・いい干物の日　・ピザの日
・世界テレビデー　・インターネット記念日
・フライドチキンの日　　　
・小雪　・いい夫婦の日　
・大工さんの日　・回転寿司記念日
・勤労感謝の日　・いいファミリーの日
・ハートケアの日　・お赤飯の日
・オペラ記念日　・かつお節の日　
・進化の日
・女性に対する暴力根絶のための国際デー
・OLの日　・金型の日
・ペンの日　・いい風呂の日　
・いいチームの日
・ノーベル賞制定記念日　
・更生保護記念日　
・税関記念日　・太平洋記念日　
・松葉ガニの日

・社会保険料納付期限（10月分）
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★ 青字は人事労務部門に関わる期日です

日々是好日カレンダー

・国民年金制度推進月間　　
・職業能力開発促進月間　

リーガルジョイントプレスリーガルジョイントプレス

鍋料理が美味しくなるときは、
肌寒くなって霜が降りる季節。
感染症には引き続きご注意を。

・雇用保険被保険者資格取得届の提出

・議会開設記念日　・いい服の日　
・いい肉の日

・ユネスコ憲章記念日　
・消費者センター開設記念日
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・介護の日　・公共建築の日　
・配線器具の日　・電池の日　・麺の日

　もう今年も 11 月で、残すところ２ヵ月です。11 月の和名
は「霜月」「霜降月」とも呼ばれるように、朝晩には霜が降
り始めて肌寒くなる季節を迎えます。暦の上では今年は 11
月 7日が「立冬」で、冬の始まりです。同日は「鍋の日」や
「もつ鍋の日」の記念日にもなっていて、熱々の鍋料理を大
勢で囲んで食べたくなるシーズンです。
　しかし、新型コロナ禍の影響で鍋料理もお店によっては個
別に提供するスタイルなども登場して、その味わいにも変化
への対応が求められているようです。また同時に例年は、季
節性インフルエンザやノロウイルスなどの感染症も増加する
時期に…。季節の味わいも仕事も、変化に柔軟な
対応をしながら、年末に向けて健やかに
お過ごしください。

TOPICS 雇用調整助成金の緊急対応期間が
12月 31日まで延長されます。

　雇用調整助成金の緊急対応期間について、令和 2年 9月 30 日から
更に令和 2年 12 月 31 日まで延長されることが公表されました。
新たなリーフレットの配布と共に、支給要領・ガイドブックも変更
となっています。
　令和 3年 1月以降は段階的に縮小予定ですが、急激に雇用情勢が
悪化した場合には変更される可能性があります。

厚生労働省リーフレット
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
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　2020年はリモートワークに初めてトライした
という企業や人も多いのではないでしょうか。
ただ、実際にリモートワークを導入してみると、
想定外のトラブルや改善すべき課題が見つかる
こともあります。今回は、リモートワークをやっ
てみてわかった困りごとや問題について取り上
げ、その改善策について解説します。

《今月の特集①》

リモートワークの課題

リモートワークが抱える課題と解決策

自宅での仕事は集中できないかも

従業員が仕事をしているか見え
ないのは不安

勤怠管理

作業自体を見られていないので
正しい評価が得られるか心配

仕事ぶりが見えないので評価に困る

別にテレワークでなくてもいいかも

テレワークにするなら企業文化も
変えなくては

人事評価

組織文化

就業者 管理職

企業のリモートワーク導入課題は、主に以下の
3つと考えられます。

社内コミュニケーションがスムーズでないこと

今までのワークフローが円滑に回っていないこと

ICTツール活用の不十分によって、円滑に運用

できていないこと

　これまでオフィス勤務が当たり前だった企業
にとっては、リモートワーク導入をすることで、
これまでイメージできなかった課題や反省が多
く見つかるかもしれません。

課題に対する解決策とは？

　そのほかにも「オフィス以外で働く」というリ
モートワークの特性も踏まえると、具体的にリ
モートワークが抱えている問題、またその解決
策は以下の表のようにまとめられます。

課題 解決策

1. コミュニケー
ションがとりづら
く、生産性が低下
しやすい

Web会議システムやビジネス
チャットツールなど、コミュ
ニケーションツールの積極的
な活用

2.書類への押印な
どのペーパー業務
でワークフローが
阻害される

電子契約システムの導入やペー
パーレス化によって、電子上の
作業でも締結できるようにする

3.適正な労務管理
がしづらい

パソコンへのログイン状況を
確認するツールや、就業時間
を管理できるクラウド勤怠管
理システムの導入

4.情報漏えいなど
に対する十分なセ
キュリティ対策が
必要

社員のパソコンへの覗き見防止
シート配布、セキュリティソフ
トの導入、VPN接続の強化、ク
ラウドでのデータ管理

5.リモートワーク
が対応できない職
種がある

組織内で不公平感を持たせない
ような意識改革

・「IT遅れ」を感じている
・「IT変革疲れ」で計画が頓挫している
・リモートワークできる仕事が少ない
・IT人材の育成や獲得がうまくいかない
・社員から不満が出ている
など DX（ITを使って効率化をはかり、生産性を高め働き
方改革を推進すること）の推進について、ご不明な
点やお悩みごとは各担当者までご相談ください。

問題の発見は働き方改革を進めるチャンス

はじめに
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《今月の特集②》 
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廃止を検討した背景

メッセージ
機能

まとめ

人手不足が深刻な中小企業や、行政機関に赴く
だけでも負担の大きい地方の企業などにおいて
は、今回の押印廃止は負担の軽減になり、メリッ
トが大きいと考えられます。これを契機に、こ
れからの日本はもっと IT 化を強く推進してい
くことになると考えられます。

　厚生労働省が、36協定をはじめとする書類に、
今後押印を求めない方針 であると報じられまし
た。8月27日の労働政策審議会労働条件分科会に
てすでに了承済みとのことです。

「36協定届」などの押印が廃止される方針です

▼労使協定書類の押印廃止 厚労省、企業の業務
　効率化後押し（日本経済新聞 2020 年 9月 7日）

　厚生労働省は2021年度から、残業時間に関
する労使間の36協定（サブロク協定）など約40
の企業の労働関係書類について押印の義務をな
くす。テレワークが普及するなか、紙の行政書
類に押印するために出社するといったケースが
ある。
業務の効率化で企業の生産性を高める狙いだ。
裁量労働制に関する報告書などが対象になり、
特に36協定が企業にとって影響が大きいと見込
まれる。36協定の提出は労働基準法で定められ
ており、19年の届け出件数は178万件に及ぶ。

新型コロナウイルス感染防止を行う上で、
新しい行動様式としてのテレワークの定着
や生産性の向上という観点からは、36協定
届における使用者押印欄の廃止が適切と考
えられたこと。

中小企業における36協定への理解と締結を
推進していくため。

廃止を検討した背景には、以下のような理由が
考えられます。

第163回労働政策審議会労働条件分科会の資料
には、押印廃止後の新36協定のイメージ図 が添
付されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000663598.pdf

　新しい36協定届の様式では、記名のみで押
印を廃止、当事者による電子署名も不要とし、
チェックボックス方式が採用されました。同資
料の説明では、このチェックはあくまで協定届
の届出印の代替であって、協定書（労使協定そ
のもの）への同意を意味するものではないとさ
れています。
また、労働基準法が押印を求める省令様式の一
覧 もまとめられています。下記は抜粋です。
・1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
・清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム
　制に関する協定届
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届
・事業場外労働に関する協定届
・就業規則にかかる意見書
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記事に関するご意見、ご感想等ございましたら mail@fukuokaroumu.comまでお聞かせください。

コロナによる売上減少した中小事業者の R3 年度の固定資産税の減免措置について

〒810-0031
福岡市中央区谷2-14-8
TEL 092-734-2300　FAX 092-734-2301
地下鉄七隈線　六本松駅より徒歩5分

当事務所は福岡高等裁判所（新庁舎）の南門から
徒歩１分です。ミニセミナーの開催も行います。
ぜひお気軽にお越しください。　　　　　

六本松

福岡高等
裁判所

城南線
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岡
中
央
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務
所
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鉄
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松駅
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市

科学
館

・地下鉄七隈線　六本松駅
・西鉄バス 六本松バス停　
・福岡高等裁判所　　　   より徒歩 1分

より徒歩5分

アクセス

事務所案内

    ▶応募方法：下記メールアドレスに、
　　①クイズの答えもしくは番号
　　②応募者氏名・会社名（店名）・電話番号を明記のうえ、　
　　　メールでご応募ください。
　▶応募締切：2020年11月30日
　　※賞品発送をもって当選発表とさせていただきます。

　☆クイズにお答えいただいた方の中から
抽選でQUOカードをプレゼント !! 

応募メールアドレス： mail@fukuokaroumu.com

(A) 令和３年１月３１日
(B) 令和３年２月２８日
(C) 令和３年３月３１日

　

Quiz&Present
クイズ&プレゼント

新型コロナウイルス感染症の影響で令和 2年 2月～ 10 月までの連続する 3ヶ月間の売上高の減少割合に応
じて中小企業者・小規模事業者の令和 3年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。

減免対象（いずれも市町村税、東京都 23区においては都税）

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税（通常、取得額または評価額の 1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の 0.3%)

減免率　（2020 年 2月～10 月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率）
・50％以上　　　　　　　  減免率　全額
・30％以上 50％未満　　 　減免率　2分の１

申告の流れ
まず【認定経営革新等支援機関等】に売上の減少などを確認してもらい、申告書に認定支援機関の確認印
をもらいます。その後、申告書の原本と収入減を証明する書類を各市町村に提出する必要があります。
期限は令和 3年 1月 31 日までとなっております。
市町村で申告受付が令和 3年 1月からとなっており、申告書前に認定支援機関からの承認を受けないとい
けないので、バタバタにならないようにご準備を行って下さい。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業者・
小規模事業者の令和 3年度の固定資産税・都市計
画税が減免されます（条件あり）。申請期限で正
しいものは下記の A～Cのうちどれでしょう。
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2020年 11月 1日発行

消化器にも、消火器にも、ご用心を !!

暴飲暴食などに注意して体調管理を !!

火の用心を徹底して消火器の点検も !!

引き続き感染症対策も気を抜かずに !!

　秋から冬にかけて旬の食材が出回るシーズンは、ついつい食べ過ぎ

てしまうことも…。体重が少しくらい増えるだけならまだしも、胃腸

などの消化器系疾患につながることもありますので要注意です。また、

カキなどの貝類からはノロウイルスが発生する恐れもありますので、

食材の鮮度や調理法などにも注意して、季節の味をお楽しみください。

　さらに寒くなってきて、暖房器具の使用機会が増えると火災の発生

も例年増加します。その注意喚起のために 11 月 9 日から 15 日は「秋

の全国火災予防運動」になっています。職場や家庭でも火の取り扱い

には十分に注意して、消火器や防火用水などの事前の点検も徹底して

おいてください。

　もちろん新型コロナウイルス対策も引き続き徹底を…。
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