
※ （ 労 働 者 分 保 険 料 率 ） 健 康 保 険 49.449.449.449.4 （ 愛 知 ） ／ 1000 、 介 護 保 険 8.95 ／ 1000   

厚生年金保険 91.591.591.591.5／1000  雇用保険 3／1000（建設業4／1000） 

             

 
  
  

    

秋らしくなってきました。＜8 日寒露，14 日 鉄道の日, 23 日 霜降＞ 

1. October 改正情報改正情報改正情報改正情報      

① 社会保険の定時決定の「決定通知書」に基づき、標準報酬等級が変更とな

った方のみ、保険料が変更になります。★8 月、9 月に月変があった場合には

月額変更（随時改定）が優先されます。 

② 2020 年度の最低賃金 愛知県 926 円⇒927 円、岐阜県 851 円⇒852

円、三重県 873 円⇒874 円 10 月 1 日から 

③ 協会けんぽの「令和 2 年度被扶養者資格再確認」について 10 月上旬から

下旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へ送付されます。 令和

2 年 4 月 1 日において、18 歳以上である被扶養者の方。ただし、令和 2 年 4

月 1 日以降に被扶養者となった方は、対象外。提出期限は１１月 30 日。 

④ 先月から「複数事業労働者の方への労災保険給付労災保険給付労災保険給付労災保険給付」」」」が、すべての働いてい

る会社の賃金額を基礎に支払われるようになりました（これまでは災害発生事

業場での賃金額しか保険給付の基礎とされていませんでした）。 

 

⑤ 厚生労働省は、副業・兼業を希望する人が年々増加傾向にある中で、企業

も労働者も健康を確保しながら安心して副業・兼業を行うことができるよう、

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を９月に改定しました。 

 この改定では、労働時間管理と健康管理のルールを明確化しており、以下のポイントを盛り込んでいます。 

・労働者からの申告などによる副業先での労働時間の把握 

・労働時間の通算方法 

・簡便な労働時間管理の方法 

・健康確保の上で留意すべきこと、など https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=116 

 

 

 

 

2. 名言名句  

「「「「いいいいいいいい日日日日はははは幾幾幾幾らでもあるらでもあるらでもあるらでもある。。。。手手手手にににに入入入入れるのがれるのがれるのがれるのが難難難難しいのはいいしいのはいいしいのはいいしいのはいい人生人生人生人生だだだだ。。。。」」」」    

                                アニー・ディラード 

3.法改正等ワンポイント  子の看護休暇／介護休暇について、時間単位での取得時間単位での取得時間単位での取得時間単位での取得    

育児・介護休業法施行規則が改正され、2021

年 1 月より施行となります。この改正では、子

の看護休暇・介護休暇について、時間単位での

取得が可能となり、就業規則（育児・介護休業

規程等）の修正が必要になります。 

Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ((((令和令和令和令和 2222 年年年年 9999 月月月月 11111111 日日日日)))) 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf 

問１—４  時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で 「１日分」の休暇となるか。        

（答）看護・介護休暇を日単位で取得するか時間単位で取得するかは、労働者の 選択に委ねられるものである。時間

単位で看護・介護休暇を取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が１日の所定労働時間数に相当する時間数に
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新型コロナウイルス感染症の世界的な流行

呈しています。「

る感じが致します。そんな中、

限などを求めてい

（コモンパス）」（コモンパス）」（コモンパス）」（コモンパス）」

としてスマートフォンのアプリなどを使い各国共通で扱えるようにする

進めるのは、スイスに設立された

ロックフェラー財団が資金提供し、世界経済フォーラムや国際文化会館などが運営を担

ニアや米

どが賛同してい

来年のオリンピックを前に、必要な施策と考えられますし、今後は

る時代」

しかしワクチン開発が進み

 

なるごとに「１日分」

る場合には、端数を時間単位に切り上げる

問１－５ 問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看

護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか。（答）何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか

は、労働者ごとに決まる。よって、１日の所定労働時間数が７時間の労働者

となり、１日の所定労働時間数が８時間の労働者は、８時間分の休暇で「１日分」の休暇となる。

時間単位で利用できる

件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。

4.統計

① 厚生労働省は

書などが対象で、特に

労働側と合意した事実をチェックする欄を設けることで、実効性を担保する。

② 正社員と非正社員との待遇格差をめぐる訴訟
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ワクチン開発が進み、いつの日にか、
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は、労働者ごとに決まる。よって、１日の所定労働時間数が７時間の労働者

となり、１日の所定労働時間数が８時間の労働者は、８時間分の休暇で「１日分」の休暇となる。
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2021 年度から、約

36 協定などの押印廃止は企業に大きな影響がある見込み。押印を廃止する代わりに、書類に

労働側と合意した事実をチェックする欄を設けることで、実効性を担保する。

正社員と非正社員との待遇格差をめぐる訴訟

13 日に、日本郵便事件については

となりました。

手当など。メトロコマース

③ 10
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ールの税額は

ぞれ引き上げら

同 3.5 円それぞれ下がり、

のビールの税額は約

④ 厚生労働省は、
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多、自然増減数（出生数と死亡数の差）はマイナス

少。 

⑤ 厚生労働省発表厚生労働省は、

止めが、

月は前月比

は、これまで多かった宿泊業・製造業を上回り飲食業が最多。また、雇用形態別では、

非正規雇用労働者の解雇・雇止めが約３万人に達している。
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が進んでいます。現状は検査証明書を紙でやり取りをして
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問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看

護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか。（答）何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか

は、労働者ごとに決まる。よって、１日の所定労働時間数が７時間の労働者

となり、１日の所定労働時間数が８時間の労働者は、８時間分の休暇で「１日分」の休暇となる。
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問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看
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非正規雇用労働者の解雇・雇止めが約３万人に達している。
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現状は検査証明書を紙でやり取りをして

としてスマートフォンのアプリなどを使い各国共通で扱えるようにするそうです

The Commons Project

ロックフェラー財団が資金提供し、世界経済フォーラムや国際文化会館などが運営を担

のデザイナーなどもメンバーとして参加するとの事。すでに

には各国の政府機関などに仕様の提案を行う計画。

来年のオリンピックを前に、必要な施策と考えられますし、今後はパスポートの他に「コモンパスが必要とな

「マスク着用」が、当たり前の生活様式

「アフターコロナ」「アフターコロナ」「アフターコロナ」「アフターコロナ」となる事を願います

の休暇を取得したものと扱う。この場合、１日の所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看

護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか。（答）何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか

は、労働者ごとに決まる。よって、１日の所定労働時間数が７時間の労働者は、７時間分の休暇で

となり、１日の所定労働時間数が８時間の労働者は、８時間分の休暇で「１日分」の休暇となる。

有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度」を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要

 

の労働関係書類について、押印の義務をなくす。

協定などの押印廃止は企業に大きな影響がある見込み。押印を廃止する代わりに、書類に

労働側と合意した事実をチェックする欄を設けることで、実効性を担保する。

メトロコマース事件・大阪医科薬科大学事件については

日に、日本郵便事件については 10 月 15日に最高裁より判決が言い渡されること

日本郵便における年末年始の勤務手当、夏季冬季休暇、扶養

退職金。大阪医科

月から暮らしに関わる税額や料金が変更

ルやワインに加え、たばこが値上げされた。一方、

ミリリットル当たり 9.8 円、ワインなどの果実酒は同

ビールの税額は 350

買い求めやすくなる。

円に統一される。l 

年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果

ポイント低下）、ポイント低下）、ポイント低下）、ポイント低下）、出生数は

138 万 1,093

多、自然増減数（出生数と死亡数の差）はマイナス

厚生労働省発表厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇

日時点で見込みも含め６万439

倍のペースで増えており、増加に歯止めがかかっていない。業種別

は、これまで多かった宿泊業・製造業を上回り飲食業が最多。また、雇用形態別では、

非正規雇用労働者の解雇・雇止めが約３万人に達している。

ヒサヤオオドオリパークヒサヤオオドオリパークヒサヤオオドオリパークヒサヤオオドオリパーク』』』』がががが TV 塔

ゆっくりできる癒しのエリアです

は、いっこうに収まる様子がありません。欧州でも再拡大の様相を

言われますが、

PCR 検査結果や行動履歴の共有、行動制

世界共通の電子証明書世界共通の電子証明書世界共通の電子証明書世界共通の電子証明書

現状は検査証明書を紙でやり取りをしていますが

そうです。コモンパスの仕様策定などを

The Commons Project（コモンズプロジェクト）」。米

ロックフェラー財団が資金提供し、世界経済フォーラムや国際文化会館などが運営を担

。すでに 52カ国の政府関係者や国際機関な

には各国の政府機関などに仕様の提案を行う計画。   

パスポートの他に「コモンパスが必要とな

、当たり前の生活様式となるの

る事を願います。（Ｓ）

１日の所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看

護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか。（答）何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか

は、７時間分の休暇で

となり、１日の所定労働時間数が８時間の労働者は、８時間分の休暇で「１日分」の休暇となる。

を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要

の労働関係書類について、押印の義務をなくす。

協定などの押印廃止は企業に大きな影響がある見込み。押印を廃止する代わりに、書類に

（9月 7日）

メトロコマース事件・大阪医科薬科大学事件については

日に最高裁より判決が言い渡されること

年末年始の勤務手当、夏季冬季休暇、扶養

薬科大学は賞与

月から暮らしに関わる税額や料金が変更。税制改正に伴い、割安な第三のビー

。一方、NHK受信料は引き下げ。

円、ワインなどの果実酒は同

350 ミリリットル当たり

買い求めやすくなる。2026 年にはビール、発泡酒、第三

年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果

出生数は 86万

1,093 人（同１万

多、自然増減数（出生数と死亡数の差）はマイナス 51万5,854

新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇

439 人になったことを明らかにした。９

倍のペースで増えており、増加に歯止めがかかっていない。業種別

は、これまで多かった宿泊業・製造業を上回り飲食業が最多。また、雇用形態別では、

非正規雇用労働者の解雇・雇止めが約３万人に達している。（

塔の下と北地区に

しのエリアです。  

は、いっこうに収まる様子がありません。欧州でも再拡大の様相を

、現状では「ウィズ」「ウィズ」「ウィズ」「ウィズ」

検査結果や行動履歴の共有、行動制

世界共通の電子証明書世界共通の電子証明書世界共通の電子証明書世界共通の電子証明書「「「「Common PassCommon PassCommon PassCommon Pass

いますが、これらを電子データ

。コモンパスの仕様策定などを

（コモンズプロジェクト）」。米

ロックフェラー財団が資金提供し、世界経済フォーラムや国際文化会館などが運営を担い、米 Google

カ国の政府関係者や国際機関な

パスポートの他に「コモンパスが必要とな

となるのかもしれません

。（Ｓ）  

１日の所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看

護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか。（答）何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか

は、７時間分の休暇で 「１日分」の休暇

となり、１日の所定労働時間数が８時間の労働者は、８時間分の休暇で「１日分」の休暇となる。 

を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要

の労働関係書類について、押印の義務をなくす。裁量労働制に関する報告

協定などの押印廃止は企業に大きな影響がある見込み。押印を廃止する代わりに、書類に

日） 

メトロコマース事件・大阪医科薬科大学事件については

日に最高裁より判決が言い渡されること

年末年始の勤務手当、夏季冬季休暇、扶養

賞与。 

税制改正に伴い、割安な第三のビー

受信料は引き下げ。

円、ワインなどの果実酒は同

ミリリットル当たり 7 円、日本酒は

年にはビール、発泡酒、第三

年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果年「人口動態統計（確定数）」結果を公表した。

万5,239人（同５万

人（同１万 8,623 人増加）で戦後最

5,854 人で 13

新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇

になったことを明らかにした。９

倍のペースで増えており、増加に歯止めがかかっていない。業種別

は、これまで多かった宿泊業・製造業を上回り飲食業が最多。また、雇用形態別では、

（9月 24日）

に誕生。ワンコイン

は、いっこうに収まる様子がありません。欧州でも再拡大の様相を

「ウィズ」「ウィズ」「ウィズ」「ウィズ」にな

検査結果や行動履歴の共有、行動制

Common PassCommon PassCommon PassCommon Pass

、これらを電子データ

。コモンパスの仕様策定などを

（コモンズプロジェクト）」。米

Googleのエンジ

カ国の政府関係者や国際機関な

パスポートの他に「コモンパスが必要とな

かもしれません。

１日の所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看

護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか。（答）何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか

「１日分」の休暇

を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要

裁量労働制に関する報告

協定などの押印廃止は企業に大きな影響がある見込み。押印を廃止する代わりに、書類に

メトロコマース事件・大阪医科薬科大学事件については 10 月

日に最高裁より判決が言い渡されること

年末年始の勤務手当、夏季冬季休暇、扶養

税制改正に伴い、割安な第三のビー

受信料は引き下げ。第三のビ

円、ワインなどの果実酒は同 3.5 円それ

円、日本酒は

年にはビール、発泡酒、第三

を公表した。合計特殊出合計特殊出合計特殊出合計特殊出

人（同５万 3,161

人増加）で戦後最

13 年連続の減

新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇

になったことを明らかにした。９

倍のペースで増えており、増加に歯止めがかかっていない。業種別で

は、これまで多かった宿泊業・製造業を上回り飲食業が最多。また、雇用形態別では、

日） 

ワンコイン 500 円

１日の所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

問１－４に関連して、社内に所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看

護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか。（答）何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「１日分」の休暇となるか

「１日分」の休暇

を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要

裁量労働制に関する報告


