社会保険労務士法人 Ｄ・プロデュースが毎月お送りしています
ブログも更新中！是非ご覧ください！
http://d
http://d-produce.net/
produce.net/
Facebook https://www.facebook.com/d.produce

平成 30 年 11 月号

Ｄプロニュース
ご連絡先： 〒231-0012
0012
神奈川県横浜市中区相生町 1-15
15 第二東商ビル 6F
TEL：045
045-226-5482 FAX：045
045-226-5483
E-Mail：info@d
info@d-produce.com
produce.com
HP：http://www.d
http://www.d-produce.com
produce.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------タルの就労証明書作成コーナーで、市区町村の
就労証明書 マイナポータルで電子化
様式を検索して、証明書のひな形を直接入手で
きるようになります。人事担当者が必要事項を

◆これまでは人事担当者が手書きで作成
「就労証明書」は、「就労（働いていること）の

記入するのもパソコンでできるため、従来の手書

事実」を証明する書類 で、市区町 村に対し、認

きに比べて効率が上がります。個人から市区町

可保育所等の入所を申し込む際に添付が必要

村へ就労証明書を提出するのも、パソコンやス

となります。企業で働いている方の就労証明書

マートフォンでできるようになります。

は、企業（の人事担当者）が、作成します。自営

証明書には社印が必要なため、企業が個人

業者の場合は、代表者が作成します。

に送る際は紙で郵送します。個人が市区町村に

これまでは、保育所入所を希望する個人が市

証明書を提出する際は証明書の写真を撮ってマ
証明書を提出する際は証明書の写真を撮ってマ

区町村ごとに様式の違 う証明書を役所や自治

イナポータルに添付するだけで済みます（別途、

体のホームページから取り寄せる必要がありま

「紙（社印を押印）」の証明書の提出を要する市

した。入手した書類を勤務先の企業に送り、受

区町村もあります）。

け取った企業の人事担当者
け取った企業の人事担当者が手書きで記入して
が手書きで記入して

なお、電子申請には、マイナンバーカードとＩＣ

個人に送り返します。個人は証明書を自治体の

カードリーダライター、または対応済みのスマー

窓口に持参するか、郵送していました。

トフォンが必要な場合があります。また電子申請
に対応していない市区町村もありますが、今後
利用できる自治体は増えていく見通しです。

◆電子化により作業が効率化
10 月１日からマイナポータル（ぴったりサービ
ス）に「就労証明書作成コーナー」が開設されま

「働き方改革法」に対する企業の意識

した。
内閣府によると、「就労証明書作成コーナー」
のメリットとして、

人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン株式

① 就労証明書の様式が「かんたん入手」できる

会社は、人事担当者向けの総合情報サイト「人

② 就労証明書を手書きでなくキーボード入力で

事のミカタ」上で、経営者や人事担当者を対象に

「らくらく作成」できる

「働き方改革法案について」アンケート調査を行

③ 役所に赴くことなく「すすっと電子申請」でき

いました（回答者
いました 回答者 648 名）。それを基に、企業が
。それを基に、企業が

る

「働き方改革法案」に対してどこまで認識がある

ことが挙げられています。

か、またどう感じているかの実態を
か、またどう感じているかの実態を紹介します
紹介します。

具体的には、まず個人が証明書を自治体から
取り寄せる必要がなくなります。勤務先の企業

◆調査結果の概要

に依頼すれば、企業の人事担当者はマイナポー

１ 「働き方改革法案」の認知度
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「働き方改革法案」を知っているかという質問
に対して、「概要を知っている」（74％）、「内容を

寒い時期こそ「湿度」に要注意！

含め知っている」（21％）と、認知度は 95％に達
しています。
２ 経営への支障度合

◆オフィス環境と温湿度

次に、「働き方改革法案」が施行されることで

オフィス環境については事務所衛生基準規則

経営に支障がでるかという質問に対しては、「大

（昭和 47 年労働省令第 43 号）で定められており、

きな支障が出る」（９％）、「やや支障がでる」

温湿度に関しては、「事業者は、空気調和設備

（38％）とあり、企 業規模 が大 きくなるにつれて

を設けている場合は、室の気温が 17 度以上 28

「支 障 がでる」と回 答 する割 合 が増 加 していま

度以下及び相対湿度が 40 パーセント以上 70

す。

パーセント以下になるように努めなければならな

３ 経営に支障が出そうな法案について

い。」とされています（第５条第３項）。

「経営に支障がでる」と回答した方に、「支障

室温に関してはクールビズ・ウォームビズ等の

が出そうな法案はどれか」という質問に対しては、 取組みにより多くの方が意識するようになりまし
「時間外労働（残業）の上限規制」（66％）が最も

たが、一方で、相対湿度についてはあまり関心

多 く、次 に「年 次 有 給 の取 得 義 務 化 」（54％）、

が持たれていないのが現状のようです。特に冬

「同一労働同一賃金の義務化」（43％）と続きま

季において「40％以上」の基準を満たしていない

す。

状況が多く見られるということが従来から報告さ

また、業種別に見ると、広告・出版・マスコミ関

れています。

連の「時間外労働の上限規制」（80％）、「年次
有給取得の義務化」（70％）、商社の「時間外労

◆低湿度（乾燥）による悪影響

働の上限規制」（74％）が目立っています。

冬季は、皮膚の乾燥・かゆみ、のどの痛み・乾
燥、くしゃみ・せき、鼻水・鼻づまりといった体調
不 良 を訴 える方 が多 くなりますが、これらはオ

◆回答者の声

働き方について日本は他国よりも遅れていて、 フィスの乾燥が一因となっているものと考えられ
各人が家庭の状況や自身の体調・結婚や出産

ます。

などを抱えて仕事をしているのだから、国が柔軟

また、湿度が低すぎると作業効率が悪化する

に対応して働き方が多様化することは多くの問

との実験結果もあります（堤仁美「低湿度環境が

題が解決することにつながるといった意見や、中

在室者の快 適性・知的生産性に与える影響に

小企業にとっては厳しいところがあるもしれない

関する研究」（2004 年））。例えば、湿度が 35％

が、従業員にとっては良い制度と肯定的な意見

以下になると、目の乾燥によりまばたきの回数

があります。

が増え、視覚によるデータ収集が必要なタスクに
おいて大きく継続的な負の影響がみられるそう

一方で、能力差があると思われる職場で同一

です。

労働同一賃金は判断が難しい、残業の上限や
有給を義務化したら生産性が下がる、生産性が
下がる分人を増やしたら人件費が上がる、コスト

◆オフィスでの対応

削減のための無理な施策を考えてしまうのでは

一方で、同研究において、特に冬場は、比較

ないかと否定的な意見もあります。

的湿度が高いほうがより良いパフォーマンスが
見られるとの結果も出ており、オフィス空間の湿

【エン・ジャパン「企業に聞く「働き方改革法案」

度への対応の必要性が明らかとなっているとい

実態調査」】

えるでしょう。

https://corp.en-japan.com/newsrelease/20

まずは、オフィス空間の湿度の状況と、乾燥に

18/14941.html

よる健康への悪影響が生じていないかを確認し
2

てみてください。湿度基準が満たされていないよ
うであれば、冬を迎える前に対策が必要です。

編集後記
日に日に寒さが深まり、
澄みきった秋空の日々いかがお過ごしでしょ
うか？
Ｄ・プロデュースの黒田です。

加湿器は広い空間では効果を実感するのが
難しいこともあります。調湿機能付きの空調シス
テムの導入が最善といえますが、当面の対策と
しては、加湿器を使用するのと同時にマスクの
着用によりのどを潤すといったことが有効でしょ
う。

日本大通りの銀杏並木を今年も楽しみに
していましたが、
台風の影響でしょうか？
例年のような華やかさはなく、少しさみしい
気持ちにもなります。
先日久々にお墓参りに行ってきました。
横浜から少し離れた地域にあるので、
紅葉がすこし始まってきている感じでしたが、
まだまだでしたので、山が一面絵画のように
なっている様子を一人想像してみまし
た・・・。
田んぼが一面黄金色の絨毯のようで心躍り、
新米がおいしい季節となりました。
たくさん食べて、残り 2 か月弱 2018 年頑張り
ます！！

11 月の税務と労務の手続提出期限
［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］
○ 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］
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前
月以降に一括有期事業を開始している場合
＞
［労働基準監督署］
15 日
○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書
（10 月 31 日の現況）の提出［税務署］
30 日
○ 個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局ま
たは銀行］
○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞
［郵便局または銀行］
○ 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 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］
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