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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-produce.net/ 
Facebook https://www.facebook.com/d.produce 

 

 

 

 

ご連絡先： 〒231-0012 

 神奈川県横浜市中区相生町 1-15 第二東商ビル 6F 

 TEL：045-226-5482  FAX：045-226-5483 

 E-Mail：info@d-produce.com        

HP：https://www.d-produce.com 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

９月から複数事業労働者向けの労災保険

給付が始まりました 

 

◆改正の趣旨 

これまでは、複数の会社で働いている労働者

の方について、働いているすべての会社の賃金

額を基に保険給付が行われないこと、すべての

会社の業務上の負荷（労働時間やストレス等）

を合わせて評価して労災認定されないことが課

題でした。 

このため、多様な働き方を選択する方やパー

ト労働者等で複数就業している方が増えている

など、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、

複数事業労働者の方が安心して働くことができ

るような環境を整備する観点から、労働者災害

補償保険法が改正されました。 

 

◆改正の対象者 

今回の改正制度の対象となるのは「複数事業

労働者」の方です。「複数事業労働者」とは、被

災した（業務や通勤が原因でけがや病気などに

なったり死亡した）時点で、事業主が同一でない

複数の事業場と労働契約関係にある労働者の

方のことをいいます。 

被災した時点で複数の会社について労働契

約関係にない場合であっても、その原因や要因

となる事由が発生した時点で、複数の会社と労

働契約関係であった場合には「複数事業労働者

に類する者」として、改正制度の対象となります。

また、労災保険に特別加入している方も対象に

なります。 

 

◆改正内容 

① 複数事業労働者の方への保険給付が、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す（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）。 

② 新しく複数の事業の業務を要因とする傷病

等（負傷、疾病、障害または死亡）についても、

労災保険給付の対象となります。新しく支給

事由となるこの災害を「複数業務要因災害」と

いいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心

臓疾患や精神障害などです。 

複数事業労働者の方については、１つの事

業場のみの業務上の負荷（労働時間やストレ

ス等）を評価して業務災害に当たらない場合

に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合

的に評価して労災認定できるか判断します。

これにより労災認定されるときには、上記の

「複数業務要因災害」を支給事由とする各種

保険給付が支給されます。 

１つの事業場のみの業務上の負荷を評価

するだけで労災認定の判断ができる場合は、

これまでどおり「業務災害」として、業務災害

に係る各種保険給付が支給されます。なお、

この場合であっても、すべての就業先の事業

場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付さ

れます。 

③ 労災保険には、各事業場の業務災害の多

寡に応じ、労災保険率または保険料を増減さ

せる、メリット制があります。新設の複数業務

要因災害については、メリット制には影響しま

せん。一方、複数事業労働者の業務災害に
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ついては、業務災害が発生した事業場の賃金

に相当する保険給付額のみがメリット制に影

響します。 

 

 

「ビデオ会議に関する意識調査」 

～SB C&S 株式会社調査より 

 

◆調査概要 

 ＳＢ Ｃ＆Ｓ株式会社（以下「ＳＢ Ｃ＆Ｓ」）が、

新型コロナウイルス感染症の拡大によりテレ

ワークを導入する企業の急増に伴い、仕事でビ

デオ会議を利用する機会がある人を対象に「ビ

デオ会議に関する意識調査」を実施し、その結

果を公表しました。 

・調査期間：2020年７月 11日～13日 

・調査対象：20～69 歳の仕事でビデオ会議シス

テムを利用する機会がある男女 400名 

 

◆調査内容＆結果 

■Ｑ１ テレワークの導入により、影響を受けて

いると思う業務は？ 

１－「社内会議」（69.5％）、２－「社外会議」

（49.8％）、３－「報告・相談」（37.8％） 

 また、営業する機会や営業を受ける機会につ

いて、ともに７割以上の人が減ったと回答してい

ます。 

■Ｑ２ ビデオ会議にはどのような利点がある

か？ 

１－「移動時間や交通費が減る」（80.0％）、２

－「無駄な会議が減る」（42.8％）、３－「会議室

の確保が不要」（40.3％） 

 対面会議と比較して、ビデオ会議のほうが時

間が短縮されると感じる人は約４割で、その短縮

時間の平均は 23.2分という結果が出ています。 

■Ｑ３ ビデオ会議が主流になる一方で、対面で

の会議に変化はあったか？ 

１－「無駄な会議が減った」（45.0％）、２－

「時間をより意識するようになった」（28.0％）、３

－「事前の準備をしっかりするようになった」

（19.5％） 

 「特に変化はない」も 24.5％ありましたが、全

体的に効率的に時間を使えるといった意見が多

いようです。 

■Ｑ４ 対面会議とビデオ会議で重視することは

何か？ 

対面会議  １－ 「相手の表情をよく見る 」

（42.5％）、２－「相手に伝わりやすい言葉を

使う」（41.8％）、３－「言葉のバランスを気に

する」（34.8％） 

ビデオ会議  １－「相手に伝わりやすい言葉を使

う」（41.3％）、２－「言葉のバランスを気にす

る」（35.0％）、３－「会議の議題や流れをしっ

かり検討する」（32.0％） 

社内会議ではビデオ会議のほうが効率的だと

思っている人が半数以上を占め、社外会議で営

業をする場合に関しては対面会議のほうが効率

的だと思っている人が約７割を占めている結果

も出ています。 

■Ｑ５ テレワークの導入により、今後どのような

ビジネススキルが重要になると思うか？ 

 １－「自身の意図を正確に伝えるコミュニケー

ション力」（58.5％）、２－「見やすく、わかりやす

い資料作成力」（52.5％）、３－「会議の適切な

設定、進行能力」（45.3％） 

対面会議とビデオ会議では、長所と短所、重

要視する内容がそれぞれ異なります。今後は、

各々適する場面で使い分けることが主流になる

でしょう。 

【ＳＢ Ｃ＆Ｓ「ビデオ会議に関する意識調査」プ

レスリリース】 

https://cas.softbank.jp/press/200820_01/ 

 

 

専門的知識活かし社会に貢献する 

プロボノワークとは？ 

 

◆プロボノワークとは？ 

業務などで培った専門的知識やスキルを無償

提供する社会貢献活動のことをいいます。ラテン

語の Pro Bono Publicoの略で、「公共善のた

めに」を意味しています。個人での活動や企業

単位での展開など、形態は様々ですが、もともと

は、アメリカやイギリスの法曹関係者の間で始ま

りました。また、プロボノの活動を実践する人を

「プロボノワーカー」といいます。日本でも新たな
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社会貢献活動として大手企業を中心に取り組む

動きが出ています。 

 

◆副業や兼業、ボランティアとの違い 

プロボノはあくまでも無報酬であるという点で、

副業や兼業とは異なります。また、業務などで

培った専門的なスキルや経験を社会に役立てる

点で、スキルやノウハウにかかわらずに社会的

活動に貢献する一般的なボランティア活動とは

区別されています。 

 

◆期待されること 

プロボノ活動を通じて、異業種と多様なネット

ワークを構築できるので、新たな価値観や知識

等に触れ、自身のスキルアップやイノベーション

創出が期待されています。実際、積極的に社員

のプロボノワークを支援する企業も少なくありま

せん。 

例えば、証券大手のＳＭＢＣ日興證券は、社

員が業務時間の一部を社会貢献活動にあてる

ことができる制度を導入しています（１週間のうち

１日を通常業務から離れて社会貢献活動に充て

る）。証券・金融業務で培ったスキルや知識を活

かし、貧困問題の解決や若者の就労支援に取り

組む２つの団体の活動を支援する形で展開して

います。 

同社がプロボノワークを導入したのは、企業と

しての持続的な成長を続けていくためには社会

課題の解決に自ら積極的に取り組む必要があ

ると判断したこと、さらに、社会貢献活動を通じ

意識改革や業務の効率化、人材のスキルアップ

などに結び付けたいというねらいがあります。ま

た、通常業務とは異なる世界と関わることで、社

会課題に対する感度や知見が高まり、視野や人

脈の広がりも期待してのことです。 

 

◆就活生の企業選びのトップは社会貢献

度！？ 

株式会社ディスコが、2021年３月卒業予定の

大学生らを対象に、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）の認知度や就職先企業で取り組みたいこ

と、企業の社会貢献度と就職志望度との関連な

どの調査・分析を行っています（※調査期間：

2020年８月１日～６日、回答数：853人）。 

調査結果によると、就職先企業に決めた理由

のトップが「社会貢献度が高い」30％となってい

ます（２位は「将来性がある」28.5％、３位が「職

場の雰囲気が良い」26.5％）。 

学生が社会貢献に高い関心を寄せていること

がわかります。 

 

 

10 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］ 

11 月 2 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第３期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○ 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］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 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］ 

 

 

編集後記 

夜になると秋の気配を感じつつ、昼間はまだま

だ暑い今日のこの頃ですが、皆様いかがお過ご

しでしょうか。 

D プロデュースの山田です。 

 

以前何かの番組で、農家の方が桃のおいしい 
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食べ方を紹介していたのでお話したいと思いま

す。 

桃は皮と身の間に甘み成分があるので、水で

洗って産毛を取り除いて皮ごとたべるのが美味

しいと説明していたので実際にやってみました。

桃の皮の産毛が気になるのではと思いましたが

擦り洗いすると、それほど気にならなくなります。 

桃は産地で購入すると、かなり固めなので、この

食べ方でもリンゴみたいで美味しいと個人的に

は思いましたが、スーパー等の店舗で購入する

桃は、産地で購入するものよりかなり柔らかめな

ので、皮を剥いて食べた方がよい感じがしました。

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますがご参考

までに紹介させていただきました。 

 


