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杉野社会保険労務士事務所 

 

 

 

 

 

◆当面は海外渡航限定 

欧州の主要国を中心に、新型コロナウイルスワクチン

の接種証明書の提示により、いわゆる水際対策を緩和す

る動きがあることを受け、日本でも７月 26 日から市区

町村において接種証明書発行の申請受付が開始されるこ

ととなりました。 

７月 12 日の内閣官房長官記者会見によれば、接種証

明書の提示により防疫措置の緩和等が認められる国や地

域に渡航する場合に限って申請してほしいとされていま

す。 

 

◆接種証明書の内容 

６月 25 日に内閣官房が開催した自治体向け説明会資

料によれば、接種証明書には、新型コロナウイルスワク

チンの接種記録（ワクチンの種類、接種年月日など）と

接種者に関する事項（氏名、生年月日、旅券番号など）

が記載されます。 

接種を受けると接種済証が交付されますが、こちらに

は英語の表記がなかったり偽造防止対策といった課題が

あったりするということです。 

 

◆接種証明書の交付を受けるには？ 

申請手続のデジタル化も検討されていますが、当面は

書類申請のみとされ、窓口か郵送での受付となります。 

 

 

 

 

 

申請時には①申請書、②パスポート、③接種券、④ 

接種済証か接種記録書、またはその双方が必ず必要とな

ります。 

そのほか、パスポートに旧姓・別姓・別名（英字）の

記載がある場合は旧姓・別姓・別名が確認できる本人確

認書類、代理人による申請の場合は委任状、郵送する場

合は切手を貼って返送先住所を記載した返信用封筒も必

要となります。 

 

◆国によって異なる水際対策 

ＪＥＴＲＯが７月７日に公表している海外各国の水際

対策は様々です。ＥＵ加盟各国では、接種証明書の提示

により陰性証明書の提示や自主隔離等の義務が免除され

ますが、東南アジア地域では、シンガポールを除いて接

種率が相対的に低く、ワクチン証明書に基づく入国制限

や入国後の防疫措置の緩和は行われていないということ

です。 

今後、ワクチン接種が進むとビジネスシーンで海外へ

赴くケースも増えてくることが考えられますが、渡航前

には渡航先がどのような対策をとっているかの確認も求

められることとなりそうです。 

 

 

 

コロナウイルスワクチン接種証明

書の申請受付７月 26 日より 

 

海外に行く場合にこの証明書は必要でしょ

う。それ以外の使用についてはいろいろ議論

していただきましょう。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆「テレワーク・デイズ」とは？ 

政府は、７月19 日（月）から９月５日（日）までの期

間を「テレワーク・デイズ2021」と定め、柔軟な働き方

を実現するテレワークの全国的な推進と、東京オリンピ

ック・パラリンピック期間中の人と人との接触機会の抑

制や交通混雑緩和、および新型コロナウイルス感染拡大

の防止に寄与するよう実施することを決定しました。 

「テレワーク・デイズ」は、2017 年に 2020 年東京

オリンピックの開会式にあたる７月 24 日を「テレワー

ク・デイ」と位置付け、総務省、厚生労働省、経済産業

省、国土交通省、内閣官房、内閣府が東京都および関係

団体と連携し、テレワークの一斉実施を企業や団体に呼

びかけたものです。 

2019 年には、東京オリンピック・パラリンピックと

同時期に実施したところ、2,887 団体、約 68 万人が参

加しました。昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大防

止と社会経済活動の維持の両立を図るため、期間を限定

せず、テレワーク推進に向けた継続的な普及啓発策を実

施しました。 

 

◆「テレワーク・デイズ2021」に参加する

と？ 

「テレワーク・デイズ2021」の実施内容は、新型コロ

ナウイルス対応におけるテレワークの取組みの目標（出

勤者の７割減）や実績も踏まえ、各社において実施期間

における積極的な目標を設定し、実行することを要請し

ています。また、参加団体を実施団体、特別協力団体、

応援団体に分け、3,000団体の参加を目標としています。 

「テレワーク・デイズ2021」への参加条件は、実施期

間中、参加人数、実施日数等を問わず、テレワークを実

施 す る 企 業 ・ 団 体 と な り ま す 。 公 式 サ イ ト

（https://teleworkdays.go.jp/）で参加登録ができま

す。 

登録すると、公式サイト上で企業・団体の紹介ができ、

自社のテレワークへの取組みをアピールすることができ

ます。また、応援団体においては、自社の取組情報やワ

ークスペース、テレワークに資するソフトウェアや ＩＣ

Ｔ ツールの提供、ワーケーションの支援などについて掲

載できます。 

 

◆公式サイトには役立つ情報が満載 

また、同サイトでは、「テレワーク導入お役立ち情報」

として、国や地方公共団体などが提供する支援について

紹介しています。テレワークに関するガイドラインや助

成金、導入・運用・労務管理等に関するサイトのＵＲＬ

が掲載されています。 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により東京都に

４度目の緊急事態宣言が発出され、７月 23 日に開幕す

る東京オリンピック・パラリンピックは、ほとんどの会

場での無観客開催が決定しました。いままでテレワーク

を積極的に行っていなかった企業も、「テレワーク・デイ

ズ」参加団体の取組みや国などが提供する支援を参考に

しながらテレワークを検討、実践してみてはいかがでし

ょうか。 

 

 

 

「 テ レ ワ ー ク ・ デ イ ズ

2021」が実施されます 
 

最初の緊急事態宣言後はあまり進まないテ

レワークですが、今後の働き方をしては非

常に重要なものだと感じます。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆傷病手当金の支給期間の通算化（令和４

年１月１日から施行） 

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養

のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に

支給されるもので、支給期間は、支給が開始された日か

ら最長１年６カ月です。これは、１年６カ月分支給され

るということではなく、１年６カ月の間に仕事に復帰し

た期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に

就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて１年６カ月

に算入されます。支給開始後１年６カ月を超えた場合は、

仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金

は支給されません。 

今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期間がある

場合、その分の期間を延長して支給を受けられるように、

支給期間の通算化を行うというものです（支給を始めた

日から通算して１年６カ月支給）。 

 

◆任意継続被保険者制度の見直し（令和４

年１月１日から施行） 

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退

職した後も選択によって引き続き最大２年間、退職前に

加入していた健康保険の被保険者になることができる制

度です。 

保険料は全額被保険者負担（事業主負担なし）で、従

前の標準報酬月額または、当該保険者の全被保険者の平

均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額に保険料率を

乗じた額を負担します。任意継続被保険者となった日か

ら２年を経過したときや、保険料を納付期日までに納付

しなかったとき、就職して健康保険などの被保険者資格

を取得したとき、後期高齢者医療の被保険者資格を取得

したとき、被保険者が死亡したときのいずれかに該当す

るときは、被保険者の資格を喪失します。 

今回の改正は、任意継続被保険者の保険料の算定基礎

の見直しや（健康保険組合が規約に定めた場合は、当該

保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額より従前の標

準報酬月額が高い任意継続被保険者については、従前の

標準報酬月額を保険料の算定基礎とすることができるよ

うになる）、被保険者からの申請による資格喪失を可能と

するというものです。 

 

◆育児休業中の保険料の免除要件の見直し

（令和４年10 月１日から施行） 

育児休業中の社会保険の保険料免除は、現在、月の末

日時点で育児休業をしている場合に、当該月の保険料（賞

与保険料含む）が免除される仕組みです。そのため例え

ば、月中に２週間の育休を取得したとしても、休業期間

に月の末日を含まなければ免除の対象にはなりません。 

今回の改正は、短期の育児休業の取得に対応して、育

児休業期間に月末を含まない場合でも、月内に２週間以

上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除

するとともに、賞与に係る保険料については１カ月を超

える育児休業を取得している場合に限り免除の対象とす

るというものです。 

 

 

 

 

健康保険法改正で傷病手当金の通算や

育休中の社会保険料免除が変更に 

 

傷病手当金について改正は良いと思いま

す。あとは、そんなに細かいところを改定し

て実があるのかと思います。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆「職場のジェンダーギャップチェックシ

ート」とは 

内閣府の男女共同参画推進連携会議は、経済分野にお

ける女性の活躍促進女性のエンパワーメントの促進に向

けて、連携会議に参加している団体に、傘下の企業・組

織における男女共同参画の現状についてアンケート調査

を行いました。 

そして、アンケートの項目を参考に、職場でできる「職

場のジェンダーギャップチェックシート（試作版）」を作

成しました。このチェックシートは、経営者向けと従業

員向けの２つがあり、それぞれ 17 の質問で構成されて

います。 

 

◆経営者向けシート17 のＱ 

経営者向けのチェックシートは次のとおりです。それ

ぞれ「そう思う」または「そう思わない」で答えてくだ

さい。 

Ｑ１ 企業の団体の代表は男性が担っている 

Ｑ２ 意思決定機関（役員会・理事会等）の構成員は男

性が担っている 

Ｑ３ 営業・外回り・渉外関連部署等は主に男性が担っ

ている 

Ｑ４ 経理・総務・人事など組織内の間接部門は主に女

性が担っている 

Ｑ５ コピー・お茶出しなどの雑務は主に女性が担って

いる 

Ｑ６ 長時間労働者、夜遅くの対応・業務は主に男性が

担っている 

Ｑ７ 正規社員は主に男性、非正規社員は主に女性が担

っている 

Ｑ８ 力仕事は主に男性が担っている 

Ｑ９ ケア・サポート仕事は主に女性が担っている 

Ｑ10 研修や能力開発の機会は、主に男性に与えられて

いる 

Ｑ11 育休など子育て両立制度の活用、子育てに関する

配慮を受けているのは主に女性である 

Ｑ12 夜の会合が頻繁にある 

Ｑ13 夜の懇親会が頻繁にある 

Ｑ14 在宅勤務・テレワーク・オンライン会議が定着し

ていない 

Ｑ15 上層部のほうが、男女共同参画意識は低い 

Ｑ16 年齢が高い人のほうが、男女共同参画意識は低い 

Ｑ17 （地方に本社・支店がある場合は、都心部よりも）

地方部のほうが、男女共同参画意識は低い 

「そう思う」と答えた項目により、どこに問題があるか

を判定するつくりになっています。一度ご活用されては

いかがでしょうか。 

【男女共同参画局「各業界の男女共同参画についての

アンケート調査結果と職場のセルフチェックシート（試

作版）」】 

 

 

 

 

 

 

 

「職場のジェンダーギャップチェ

ックシート」が公表されました 

 

このQ をみていると、このQ にも問題あり

そうな気がしますが。男性と女性の違いは

あるので残念です。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆教育訓練費用を支出した企業は49.7％ 

厚生労働省がまとめた令和２年度「能力開発基本調査」

（令和２年 12 月１日時点の状況についての調査）の結

果によれば、企業の教育訓練への費用の支出状況をみる

と、ＯＦＦ－ＪＴまたは自己啓発支援に支出した企業は

49.7%で、令和元年度調査（以下 「前回」という）の

57.5％と比べて減少しています。計画的なＯＪＴについ

て、正社員に対して実施した事業所は 56.5％（前回

64.3％）、正社員以外に対して実施した事業所は22.3％

（前回26.5％）となっており、こちらも前回同様減少し

ています。 

コロナ下において、企業の様々な活動に影響が出てい

るところですが、社員の教育訓練に関する分野にも影響

を与えていることが予想できます。 

 

◆能力開発や人材育成に関して問題がある

とする企業が７割以上 

能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとす

る事業所は74.9％で、前回と比べてやや減少しているも

のの、多くの企業では、人材育成に関する問題があると

考えていることがうかがえます。問題点の内訳は、「指導

する人材が不足している」（54.9％）が最も高く、「人材

育成を行う時間がない」（49.4％）、「人材を育成しても辞

めてしまう」（42.6％）と続いています。 

 

◆コロナ下でオンライン研修などの取組み

も進んでいる 

株式会社パーソル総合研究所が実施した、企業におけ

るオンライン集合研修の実態に関する調査によれば、オ

ンライン集合研修を増やした企業の割合は 75％にも上

ったそうです。対面での実施が難しい中、これまでと異

なる手法で教育訓練を実施した企業も多かったのではな

いでしょうか。 

 

◆今後求められる企業の能力開発への取組

み 

日本では、ＧＤＰに占める企業の能力開発費の割合が、

他の先進国と比べても低いといわれており、米企業と比

べると20 分の１ほどしかないそうです（2018 年「労働

経済白書」）。このような実態を国も問題視しており、

2021 年６月に政府が提示した骨太の方針でも、「リカレ

ント教育等人材育成の抜本強化」が掲げられています。

今後、国を挙げた取組みが進むとともに、労働者側でも

キャリア形成に関する意識が高まってくることが予想さ

れます。 

このような動きは、企業としても人材確保の観点から

無視できないところです。今後は、自社の生き残りのた

めにも、新入社員のみならず、中堅社員等までも対象に

した能力開発に係る新たな取組みを模索していく必要が

あるでしょう。 

【厚生労働省「令和２年度「能力開発基本調査」の結

果】 

 

 

 

 

 

 

企業の教育訓練の実施状況

は？ 

 

以前の集合による教育訓練はできなくなり

ました。しばらくは、工夫してオンラインで

行くしかないと思います。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆コロナ禍で懸念される「アルコール依存

症の増加」 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、働き方や

生活時間の変化によってさまざまなストレスが生じてい

ること、また在宅勤務によりお酒を長く多量に飲みやす

い環境ができたことなどにより、現在、アルコール依存

症患者の増加が懸念されています。 

 アルコールの問題は個人の問題と捉えられがちです

が、仕事に関するストレスが原因となって大量の飲酒に

つながることが多いことが指摘されており、アルコール

依存症とストレスや過重労働には深い関係があるといわ

れていますので、企業としても、「職場の心の健康問題」

として対策を講じていく必要があります。 

 

◆アルコール依存症が引き起こす職場のト

ラブル 

 ＷＨＯ（世界保健機構）によれば、アルコール関連

問題は、大きく、健康問題・家族問題・職業問題・経済

問題・刑事問題に分類され、個人の健康問題（肝臓・膵

臓・心臓・脳・欠陥・神経など全身のさまざまな病気を

引き起こし、ときに死に至らしめることもあります）の

みにとどまらず、多くの社会的影響を及ぼします。 

 職場では、業務効率の低下が見られることになるで

しょう。また、注意力が低下することで、事故の危険性

も高まります。遅刻・早退や無断欠勤が繰り返されるこ

とによる周囲への悪影響も看過できません。 

 

◆アルコール依存症への職場対応 

 アルコール依存症の治療には、本人の「何とか治し

たい」という治療意欲が欠かせません。酒臭い状態で出

勤してきた際、また無断欠勤をした際などには、就業規

則にのっとり懲戒処分の対象とするなど、厳しい態度で

接していくことが重要です。これにより「このままでは

いけない」との自覚を促し、いち早く治療につなげてあ

げることが、その人のことを考えた本当にあたたかい対

応だといえます。 

 もちろん、労働者がストレスをため込み過剰な飲酒

に走ることのないよう、ストレス対策を講じていくこと

も欠かせません。産業医などとも連携し、適切なアルコ

ール依存症対策・ストレス対策を取ることが望まれます。 

 

 

10 日○源泉徴収税・住民税特別徴収税の納付 

9 月2 日 

○個人事業税の納付＜第１期分＞ 

〇個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第２期分＞ 

今月号の内容に関しまして、ご不明点などございま

したら、お気軽にお問い合わせください。 

8 月の労務と税務の手続 

 

コロナ禍で急増…「アルコール

依存症」への職場対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所より一言 

 オリンピックは無観客で開催されます。現在

の状況では仕方がないような気がしますが、こ

のオリンピックがコロナに勝った証だとは思え

ません。異常に高揚感のない今回のオリンピッ

クが無事に行われたとしても、成功したと言え

ないと思います。スポーツの祭典の在り方が問

われるのではないでしょうか。 

 


