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「36 協定届」が新しく
なります
◆改正の内容
2021 年４月１日より、
36 協
定届の 様式 が新し くな りま
す。
改正内容は、大きく２点あ
ります。
① 36 協定届における押印・
署名の廃止
② 36 協定の協定当事者に
関する チェ ックボ ック スの
新設
◆36 協定届における押印・署
名の廃止
労働 基準 法施行 規則 等の
改正により、使用者の押印お
よび署 名が 不要に なり まし
た（記名は必要）
。
＊36 協定と 36 協定届を兼ね
る場合の留意事項
労使 で合 意した うえ で労
使双方 の合 意がな され たこ
とが明 らか となる よう な方
法（記 名押 印また は署 名な
ど）により 36 協定を締結す
ること
◆36 協定の協定当事者に関
す るチ ェッ クボッ クス の新
設
労働者代表（事業場におけ
る過半 数労 働組合 また は過
半数代表者）についてチェッ
クボッ クス が新設 され てい

ます。
＊過半 数代 表者 の選 任に あ
たっての留意事項
・管理監督者でないこと
・36 協定を締結する者を選
出することを明らかに
したうえで、投票、挙手
等の方法で選出するこ
と
・使用者の意向に基づいて
選出された者でないこ
と
◆新旧様式の届出の適用
2021 年３月 31 日以前であ
れば、４月１日以降の期間を
定める 協定 であ って も、 原
則、旧様式を用いることにな
ります。しかし、新様式を使
用することも可能で、その場
合は、協定当事者の適格性に
かかる チェ ック ボッ クス に
チェッ クす る必 要は あり ま
せんが、使用者の記名押印ま
たは署名が必要になります。
なお、新型コロナウイルス
の感染拡大の状況を踏まえ、
3 月 31 日以前であっても、使
用者や 労働 者の 押印 また は
署名が なく ても 提出 する こ
とができます。
また、４月１日の施行日以
降であっても、当分の間旧様
式を用いることもできます。
その際 の留 意点 は次 のと お

りです。
・旧様式の押印欄を取り消
し線で削除する
・協定届・決議届について
は、旧様式に、協定当事者
の適格性にかかるチェッ
クボックスの記載を直接
追記する、または同チェッ
クボックスの記載を転機
した紙を添付する（チェッ
クボックスにチェックが
ないと、形式上の要件に適
合している協定届・決議届
と認められませんので、注
意が必要です）

職場での新型コロナウイ
ルス感染予防に役立つマ
スクの素材と効果の知識
◆11 都府県に再び緊急事態
宣言
１月 13 日、政府は、東京、
千葉、神奈川、埼玉の１都３
県に続いて、大阪、京都、兵
庫、愛知、岐阜、栃木、福岡
にも緊急事態宣言を発令し
ました。
１月５日の新型コロナウ
イルス感染症対策分科会の
提言では、イギリスの科学雑
誌「ネイチャー」の掲載論文
等を踏まえ飲食の場を中心
とした対策が中心となって
いますが、「全国的に急速に
感染がまん延するおそれも

ある」ともされ、広く感染予
防対策 を徹 底す る必 要が あ
ります。
◆ マス ク着 用に よる 予防 効
果は？
感染予防対策として、手指
の消毒、マスクの着用、換気
の実施 が呼 びか けら れて い
ますが 、マ スク の予 防効 果
は、素 材に よっ て異 なり ま
す。
昨年 10 月に国立大学法人
豊橋技 術科 学大 学が 公表 し
た実験結果では、マスク（不
織布、布、ウレタン）とフェ
イスシールド、マウスシール
ドを着 用し た場 合の 変化 が
数値で表されています。
同実験結果によれば、吐出
し飛沫の外部流出量が、着用
なしを 100％とした場合、不
織布・布では 20％程度に抑え
られま すが 、ウ レタ ンで は
50％、マウ スシ ール ドで は
90％と、効果に差がありま
す。また、吸込み飛沫量につ
いては、不織布では 30％程度
に抑えられますが、ウレタン
では 60～70％、フェイスシー
ルドや マウ スシ ール ドで は
小さな 飛沫 に対 して は効 果
なし、という結果になってい
ます。
◆発声と飛沫量の関係は？
さらに、カラオケや飲食に
よる感 染が 問題 とな って い
ることを受け、会話、大声、

歌唱、飲食時における呼気流
量がど のよ うに 変化 する か
の実験も行われています。
実験結果によれば、カラ
オケや大声で話す場合、大き
な飛沫の量は、通常会話と比
較しておよそ 10 倍増加し、
飛沫が飛び出す勢いは 1.5 倍
から２ 倍程 度に なる とい う
ことです。また、飛沫の到達
距離は 1.5 倍程度増えるた
め、人との間隔を十分にとる
こと、小さな飛沫の数もおよ
そ 2 倍となるため、十分な換
気が必要ということです。
◆職場での感染予防の為に
厚生労働省は、１月８日、
労使団体や業種別事業主団
体などの経済団体に対し、テ
レワークの積極的な活用、職
場における感染予防、健康管
理の強 化等 への 協力 を依 頼
しています。自社の事業継続
のためにも、積極的に職場で
の感染予防に取り組みまし
ょう。
2 月の税務と労務の手続期限
［提出先・納付先］
1日
○ 贈与税の申告受付開始＜
３月１５日まで＞［税務
署］
10 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］
16 日
○ 所得税の確定 申告受付開
始＜３月１５日まで＞［税
務署］
※なお、還付申告について
は２月１５日 以前でも受
付可能。
3月1日
○ じん肺健康管 理実施状況
報告の提出［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］
○ 固定資産税・都市計画税の
納付＜第４期＞［郵便局ま
たは銀行］
※都・市町村によっては異
なる月の場合がある。

当事務所よりひと言
新型コロナウイルス対応に
追われ大変な状況かと思いま
す。感染予防を徹底したいと思
います。最後までお読みいただき
ありがとうございました。

