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新型コロナウイルス感染症対応

休業支援金の受付開始 
 

◇先月号で「みなし失業手当」と紹介した

制度が、標記の通りの正式名称となり、7 月

10 日から受け付けを開始しました。この制

度は、新型コロナウイルス感染症（以下「コ

ロナ」）の影響により、休業を命じたものの、

雇用調整助成金が活用できない企業の労働

者を対象に、休業前賃金の８割が支給（上

限月額 33 万円）されるというものです。 
 

 雇用されていれば、学生アルバイトや外

国人労働者、技能実習生は雇用保険被保険

者でなくても対象になります。（日雇労働者、

地方公共団体の非常勤公務員は対象外。） 
 

［申請方法等］ 

 申請は、労働者本人または事業主のどち

らか一方が行えばよく、事業主申請の場合

も申請労働者の口座に振り込まれます。 

 申請には、支給申請書と支給要件確認書

（事業主提出の場合は続紙も）、本人確認書

類、振込先口座のキャッシュカードや通帳

のコピー、休業前および休業中の賃金額が

確認できる書類のコピーが必要。本人申請

の場合も事業主は要件確認書に記入。支給

要件確認書には、事業主による休業証明の

ための記入欄（「事業主欄」）があり、厚生

労働省の Q&A では、労働者の雇用、賃金支

払いの事実や休業の事実について、事業主

からの確認が必要とされています。事業主

が休業証明を拒んだ場合、労働者は、事業

主の協力が得られない旨をその背景事情と

ともに記載して申告することとなり、事業

主は労働局から報告を求められます。証明

を拒む場合には、罰則「6 カ月以下の懲役ま

たは 30 万円以下の罰金」が整備されました。 

 なお、故意に偽りの証明を行い、支援金

を受けることは不正受給にあたり、支給決

定取消しだけでなく、全額返還および返還

額の２倍相当額の納付（いわゆる 3 倍返し）。

また不正受給の日の翌日から納付の日まで

の年３％の延滞金が命じられ、事業主名等

の公表もされます。 
 

［休業中の賃金額が確認できる書類］ 

 賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳の

３種類により賃金額を確認できない場合は

支給できないとされています（新卒者で１

日も勤務していない場合等は、雇用契約書・

労働条件通知書等を添付）。これらの書類提

供に関しても、事業主の協力が必要です。 
 

［申請書送付先］ 

 下記にて申請書類の形式的な確認を行っ

たのち、管轄都道府県労働局の支援金集中

処理センターに振り分けられます。 
 

〒600-8799 

日本郵便株式会社京都中央郵便局留置 

厚生労働省コロナウイルス感染症対応休
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「家賃支援給付金」の申請要領が公表 
 

◇経済産業省が７月７日、「家賃支援給付金」

の申請要領を公表しました。この給付金は、

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上

の減少に直面する事業者の事業継続を下支

えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽

減する目的で、賃借人である事業主に対し

て支給されるものです。 
 

 支給対象は、資本金 10 億円未満の企業、

個人事業者等で、医療法人、NPO 法人、社会

福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対

象とされています。 
 

［前年同月日 50%以上の減少］ 

 給付額は、申請日の直前 1 カ月以内に支

払った賃料をもとに算定。対象となるのは、

５月～12月の売上高が１カ月で前年同月比

50％以上減少し、または３カ月連続で同

30％以上減少し、自らの事業のために占有

する土地・建物の賃料を支払っている場合

です。 

 給付額は法人が最大 600 万円、個人事業

者が同 300 万円です。ホームページに給付

対象や給付額の計算の仕方についての詳細

が掲載されていますので、受給できる可能

性があると思われる事業主の方は確認して

ください。申請期間は７月 14 日から 2021

年 1 月 15 日までの予定。 
 

［申請はインターネット］ 

 経産省では、家賃支援給付金ホームペー

ジからの WEB 上での手続きを推奨していま

すが、受付開始後、補助員が入力サポート

を行う「申請サポート会場」も順次開設さ

れる予定としています。申請についての相

談は、下記のコールセンターで受けられま

す。 
 

《家賃支援給付金 コールセンター》 

ＴＥＬ：0120-653-930 

（受付：8:30～19:00） 

コロナ感染症による社会保険の

標準報酬月額の特例改定 
 
◇標準報酬月額の特例改定 

 コロナウイルス感染症の影響により休業

した方で、休業により報酬が著しく下がっ

た方について、一定の条件に該当する場合

は、事業主からの届出により、健康保険・

厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随

時改定（４カ月目に改定）によらず、特例

により翌月から改定可能となりました。 
 

［対象となる方］ 

 以下の３つの要件すべてに該当している

方が対象となります。 

①事業主がコロナウイルス感染症の影響に

よる休業（時間単位を含む）により、急減

月（令和２年４月から７月までの間の１カ

月であって、休業により報酬が著しく低下

した月として事業主が届け出た月）が生じ

た方 

②急減月に支払われた報酬の総額（１カ月

分）に該当する標準報酬月額が、既に設定

されている標準報酬月額に比べて、２等級

以上下がった方 

※ 固定的賃金（基本給、日給等単価等）の

変動がない場合も対象となります。 

③特例による改定を行うことについて、本

人が書面により同意している方 

※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事

前の同意が必要です（改定後の標準報酬

月額に基づき、傷病手当金、出産手当金

および年金の額が算出されることへの

同意を含む）。 

※ 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ません。 
 

［対象となる保険料］ 

 令和２年４月から７月までの間に休業に

より報酬等が急減した場合に、その翌月の

令和２年５月から８月分保険料が対象とな

ります。 

※ 令和３年１月末日までに届出があった

ものが対象となります。それまでの間は

遡及して申請が可能ですが、給与事務の

複雑化や年末調整等への影響を最小限
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とするため、改定をしようとする場合は

できるだけ早めの手続きが求められま

す。 
 

「注意事項」 

①通常の月額変更届・算定基礎届と提出先

が異なります。 

⇒管轄の年金事務所に郵送、もしくは窓口

へ提出します。 

②通常の月額変更届・算定基礎届と様式が

異なります。 

⇒届書および申立書は、日本年金機構ホー

ムページからダウンロードできます。 

③特例改定の届出は、電子申請、電子媒体

による申請には現時点では対応していませ

ん。 

④特例改定の届出を行うか否かにかかわら

ず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必

要です。 

 

８月の税務と労務の手続提出期限 
 
 11 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］ 

 31 日  

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜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・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨

年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年

度更新＞［労働基準監督署］ 

当 事 務 所 か ら ひ と 言 
 

◇６月末までの休業について、雇用調整助

成金の申請期限は８月３１日までが期限で

す。未申請の事業所はお急ぎください。弊

所では各事業所様が、自力で申請ができる

ように、引き続きご支援いたします。資料

提供依頼、ご質問などはご遠慮なく下記へ

メールにてご連絡ください。（アドバイスは

無料です。）毎日バタバタしておりますが、

できる限り一両日中には対応いたします。 

⚫ E:mail bracefpsr@ozzio.jp 

◇休業対応支援金については一般に「賃金

の 8 割」が支給と報道され、誤解もあるよ

うです。具体的には、過去 6 カ月のうちの

任意の 3 カ月の賃金総額を 90 で割った額

の 8 割を日額として、休業した期間（勤務

した日を除く）について支払われます。月

給 30 万円の労働者が 10 日間休業した場合

であれば、30 万円×3 カ月÷90 日×0.8＝

8,000 円（日額）として、その 10 日分（＝

8 万円）が支払われます。一方で、月に 10

日働き、一日 1 万円、月 10 万円の給与収入

があるパート労働者は、10 万円×3 カ月÷

90×0.8 の額、つまり、１日の休業当り

2,666 円（小数点以下切り捨て）。10 日休業

しても、給付は、26,660円にとどまります。

一日１万円の 8 割、8 千円が支払われるわ

けではありません。日給、時給で勤務日数

の少ないパート労働者等には不利な制度と

言えます。賃金の全額支払いが可能な雇用

調整助成金や緊急雇用安定助成金の活用を

優先して検討してほしいものです。 

◇休業対応支援金でもう一つ気になる点は、

休業手当を支払わないことで、支払義務の

不履行＝労働基準法第 26 条違反に問われ

ないかという点です。この点では、今のと

ころ明示はありませんが、救済が優先で労

働基準監督署等とのデータ連携等は想定さ

れていないように見えます。雇用調整助成

金でも 4 月 1 日から 9 月 30 日までの緊急

対応期間については法令違反については問

わないとしていることから、救済を優先し

ていると考えてよいのかと思われます。  
◇残業代の計算は休みます。 
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