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考えてゆこうと思っています。

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

※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ない。

基本手当の給付制限

日以降に離職した

人は、正当な理由がない自己都合に

より退職した場合であっても、5 年

回までは給付制限期間が

なるとしています。また、

自己の責めに帰すべき重大な理由で

退職した人の給付制限期間はこれま

ります。 

    

「新型コロナウイ

ルス感染症に関する母性健康管理措

置による休暇取得支援助成金」を創

。同助成金制度は、感染

症に関する母性健康管理措置として、

医師等の指導により休業が必要な妊

娠中の女性労働者が取得できる有給

し、当該制度の内容を労働者に周知のうえ、当該労働者が休暇を合計５日以上取得した場合、事業主

対象労働者１人当たり 25

両立支援等助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設

介護休業法に基づく介護休業とは別に、

環境を整備した中小企業事業主に対して、労働者１人当たり取得休暇日数が合計５日以上

円、取得休暇日数が合計 10 日以上の場合は

日までの間に取得した休暇が対象。 

企業の不正を内部告発した従業員らの保護を強化する

成立した。内部通報に関する窓口の設置や調査、是正措置などの体制整備を

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

当者らに罰則付きの守秘義務を課すことなどが決まった。

厚生労働省が４月の毎月勤労統計（速報）を発表し、

円となったことがわかった。所定外の労働時間は同

１人当たりの平均賃金を表す現金給与総額（名目賃金）は、同

減となった。（6

２月からの集計によると、

ったことがわかった。集計は各地の労働局が把握できたもののみであり、実際

全国の緊急事態宣言が解除され、県外移動の自粛も解除。

いることを考えますと、県外移動

動を低下させない事も重要ですし、その考えに賛同はしたいです

なるのでしょう。新生活様式としてマスクは必須で、夏にするのは初めてですがこれもやむをえません。

なまってしまっていますので

しました。しました。しました。しました。143試合

短期決戦なのかもしれません。７月

どんな盛り上がりになるのか楽しみです。 

、そして好きな旅が自然にできるようになることを願い

考えてゆこうと思っています。

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

※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ない。

基本手当の給付制限 2 ヶ月に短縮

症に関する母性健康管理措置として、

し、当該制度の内容を労働者に周知のうえ、当該労働者が休暇を合計５日以上取得した場合、事業主

25万円（有給休暇計５日以上

両立支援等助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設

介護休業法に基づく介護休業とは別に、介護のための有給の休暇制度を設け

環境を整備した中小企業事業主に対して、労働者１人当たり取得休暇日数が合計５日以上

日以上の場合は 35万円支給するもの。１企業当たり５人分まで申請可能。来年３月

 

企業の不正を内部告発した従業員らの保護を強化する

成立した。内部通報に関する窓口の設置や調査、是正措置などの体制整備を

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

当者らに罰則付きの守秘義務を課すことなどが決まった。

厚生労働省が４月の毎月勤労統計（速報）を発表し、

所定外の労働時間は同

１人当たりの平均賃金を表す現金給与総額（名目賃金）は、同

6 月 9 日） 

集計によると、新型コロナウイルス関連の解雇や雇止め

ったことがわかった。集計は各地の労働局が把握できたもののみであり、実際

全国の緊急事態宣言が解除され、県外移動の自粛も解除。しかし、

考えますと、県外移動

動を低下させない事も重要ですし、その考えに賛同はしたいです

なるのでしょう。新生活様式としてマスクは必須で、夏にするのは初めてですがこれもやむをえません。

いますので、今月

試合から 120

なのかもしれません。７月

、そして好きな旅が自然にできるようになることを願い

考えてゆこうと思っています。（Ｓ） 

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

※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ない。

ヶ月に短縮 

し、当該制度の内容を労働者に周知のうえ、当該労働者が休暇を合計５日以上取得した場合、事業主

万円（有給休暇計５日以上

両立支援等助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設

介護のための有給の休暇制度を設け

環境を整備した中小企業事業主に対して、労働者１人当たり取得休暇日数が合計５日以上

万円支給するもの。１企業当たり５人分まで申請可能。来年３月

企業の不正を内部告発した従業員らの保護を強化する「改正

成立した。内部通報に関する窓口の設置や調査、是正措置などの体制整備を

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

当者らに罰則付きの守秘義務を課すことなどが決まった。2022

厚生労働省が４月の毎月勤労統計（速報）を発表し、所定外給与（残業代等）が前年同月比

所定外の労働時間は同 18.9％減の９時間

１人当たりの平均賃金を表す現金給与総額（名目賃金）は、同 0.6

 

新型コロナウイルス関連の解雇や雇止め

ったことがわかった。集計は各地の労働局が把握できたもののみであり、実際

しかし、東京都は連日

考えますと、県外移動解除は当然ながらリスクは高まります。

動を低下させない事も重要ですし、その考えに賛同はしたいですが、その中で最大限のリスク管理ということに

なるのでしょう。新生活様式としてマスクは必須で、夏にするのは初めてですがこれもやむをえません。

今月を「体力気力強化月間

試合へ縮小され、ルールとして

なのかもしれません。７月 10 日から観客を入れてゆくということで、

、そして好きな旅が自然にできるようになることを願い

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

※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ない。

し、当該制度の内容を労働者に周知のうえ、当該労働者が休暇を合計５日以上取得した場合、事業主

万円（有給休暇計５日以上 20 日未満）

両立支援等助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設

介護のための有給の休暇制度を設け、家

環境を整備した中小企業事業主に対して、労働者１人当たり取得休暇日数が合計５日以上

万円支給するもの。１企業当たり５人分まで申請可能。来年３月

改正公益通報者保護法

成立した。内部通報に関する窓口の設置や調査、是正措置などの体制整備を従業員従業員従業員従業員

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

2022 年６月までに施行

所定外給与（残業代等）が前年同月比

％減の９時間だった。所定内給与は前年と同水準で、労働者

0.6％減の 27

新型コロナウイルス関連の解雇や雇止め

ったことがわかった。集計は各地の労働局が把握できたもののみであり、実際に

東京都は連日 23333ケタ

は当然ながらリスクは高まります。

その中で最大限のリスク管理ということに

なるのでしょう。新生活様式としてマスクは必須で、夏にするのは初めてですがこれもやむをえません。

体力気力強化月間」にしてゆくつもりです。

試合へ縮小され、ルールとして

日から観客を入れてゆくということで、

、そして好きな旅が自然にできるようになることを願います。暫くは我慢が続くと思います

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

※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ない。

し、当該制度の内容を労働者に周知のうえ、当該労働者が休暇を合計５日以上取得した場合、事業主

日未満）を助成するもの。申請受付は６月

両立支援等助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設。感染症への対応として、育児・

、家族の介護を行う労働者が休みやすい

環境を整備した中小企業事業主に対して、労働者１人当たり取得休暇日数が合計５日以上 10

万円支給するもの。１企業当たり５人分まで申請可能。来年３月

公益通報者保護法」が 6 月

従業員従業員従業員従業員 300300300300 人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

年６月までに施行される。

所定外給与（残業代等）が前年同月比

だった。所定内給与は前年と同水準で、労働者

27万 5,022円となった。物価変動の影響

新型コロナウイルス関連の解雇や雇止めにあった働き手が

にはさらに多いとみられる。

ケタで 200 人前後

は当然ながらリスクは高まります。

その中で最大限のリスク管理ということに

なるのでしょう。新生活様式としてマスクは必須で、夏にするのは初めてですがこれもやむをえません。

にしてゆくつもりです。

試合へ縮小され、ルールとして試合延長

日から観客を入れてゆくということで、

暫くは我慢が続くと思います

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

※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ない。 

し、当該制度の内容を労働者に周知のうえ、当該労働者が休暇を合計５日以上取得した場合、事業主

を助成するもの。申請受付は６月

。感染症への対応として、育児・

族の介護を行う労働者が休みやすい

10 日未満の場合は

万円支給するもの。１企業当たり５人分まで申請可能。来年３月

月８日、参院本会議で可決、

人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

される。（6 月 9 日）

所定外給与（残業代等）が前年同月比 12.2％減の１万

だった。所定内給与は前年と同水準で、労働者

円となった。物価変動の影響

にあった働き手が２万

はさらに多いとみられる。（

人前後（7/14

は当然ながらリスクは高まります。経済活

その中で最大限のリスク管理ということに

なるのでしょう。新生活様式としてマスクは必須で、夏にするのは初めてですがこれもやむをえません。当職は

にしてゆくつもりです。 

延長 10 回まで

日から観客を入れてゆくということで、  

暫くは我慢が続くと思います

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

し、当該制度の内容を労働者に周知のうえ、当該労働者が休暇を合計５日以上取得した場合、事業主

を助成するもの。申請受付は６月 15

。感染症への対応として、育児・

族の介護を行う労働者が休みやすい

日未満の場合は 20万

万円支給するもの。１企業当たり５人分まで申請可能。来年３月 31

８日、参院本会議で可決、

人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける人超の企業に義務付ける（300

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

日） 

の１万 7,984

だった。所定内給与は前年と同水準で、労働者

円となった。物価変動の影響

２万 540 人とな

はさらに多いとみられる。（6 月 6 日）

  

づく事前の同意が必要。（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ

。感染症への対応として、育児・

31

８日、参院本会議で可決、

300

また、内部通報の保護対象を、役員や１年以内の退職者にも拡大することや、内部調査などの担

7,984

だった。所定内給与は前年と同水準で、労働者

円となった。物価変動の影響

とな

日） 


