
京都総合法律事務所メールマガジン 2020 年 8 月号 

  

＜おしながき＞ 

【１】ビジネスニュースランキング 

【２】セミナー案内 

【３】ニュースレター案内 

  

本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都

総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月 1 回

発行しています。 

目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 

  

京都総合法律事務所 HP の新着情報には解決事例も随時更新していますので、こちらもチ

ェックしてください。 

http://kyotosogo-law.com/ 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【１】ビジネスニュースランキング  

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

このコーナーは、日々の業務、商事法務、東京商工リサーチ等の情報から、弁護士野﨑隆史

が事業活動に有益な情報をセレクトしてお届けするコーナーです。 

2020 年は趣向を変え、ランキング方式でお届けします。 

 

★新型コロナ対策★ 

 

「新しい生活様式」はもう身につきましたね！ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

念のため、実践例を再確認しておきましょう。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627771.jpg 

 

感染防止の３つの基本も暗誦できますね！ 

①身体的距離の確保 

②マスクの着用 

③手洗い 

 

このポスターも貼っていますね！ 



https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf 

 

「３密空間」にいる感染者は、いない感染者よりも 18.7 倍も感染させやすいことも知って

いますね！ 

 

それでは、今月も元気よくまいりましょう。 

 

◆第７位◆ 

 

厚労省の「新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」は随時バージョンアップさ

れています。 

せめて月１回はチェックしましょう。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.

html 

「ここにこう書いているけど、具体的にどうしたら良いの？」という疑問は、私達にご相談

ください。 

 

◆第６位◆ 

 

特許庁のオープンイノベーションポータルサイトに研究開発型スタートアップと事業会社

のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ver1.0」がアップされました。 

https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html 

秘密保持契約、PoC（技術検証）契約、共同研究開発契約、ライセンス契約に関するモデル

契約書が掲載されています。 

モデル契約書は大変有用ですが、ビジネスの場面でそのまま利用するのは危険です。 

契約書チェックのお申し込みは… 

https://kyotosogo-law.com/inform/ 

 

◆第５位◆ 

 

帝国データバンク 倒産集計 2020 年 7 月報 

https://www.tdb.co.jp/tosan/syukei/2007.html 

・倒産件数は 847 件（前年同月比 8.2％増）と、前月を上回り今年最多を更新 

・負債総額は 1048 億 100 万円（前年同月比 14.3％増）と、2 カ月連続の前年同月比増加 

・業種別にみると、7 業種中 3 業種で前年同月を上回った。なかでもサービス業（210 件）

は、専門サービス業や広告業の増加で、前年同月比 30.4％増。製造業（105 件、前年同月比



34.6％増）は飲食料品製造や自動車部品製造などで増加 

・主因別にみると、「不況型倒産」の合計は 674 件（前年同月比 10.0％増）、構成比は 79.6％

を占める 

・負債規模別にみると、負債 5000 万円未満の倒産は 530 件（前年同月比 6.6％増）、構成比

は 62.6％を占める 

・地域別にみると、9 地域中 6 地域で前年同月を上回り、なかでも近畿（228 件、前年同月

比 30.3％増）は、2 府 4 県すべてで増加。中部（123 件、同 9.8％増）は、卸売業で前年同

月比 66.7％の増加となり、地域としては 2 カ月連続の増加 

・人手不足倒産は 6 件（前年同月比 57.1％減）発生、2 カ月ぶりの前年同月比減少 

・後継者難倒産は 46 件（前年同月比 11.5％減）発生、2 カ月ぶりの前年同月比減少 

・返済猶予後倒産は 51 件（前年同月比 8.9％減）発生、2 カ月ぶりの前年同月比減少 

 

東京商工リサーチ 2020 年 7 月の全国企業倒産状況 

・「人手不足」関連倒産 31 件（前年同月 38 件）。うち、「後継者難」が 26 件（同 26 件） 

・形態別件数：破産が 716 件。法的倒産の構成比 97.4％で、過去最高を更新 

・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが 17 府県、減少 21 都道県、同数 9 県 

・負債別件数：負債 1 億円未満の構成比が 78.4％で、過去最高を記録 

・業種別件数：金属製品製造業、機械器具卸・小売業、飲食業で倒産が増加 

・従業員数別件数：10 人未満の構成比は今年最高の 88.9％ 

・中小企業倒産件数は 789 件 

 

◆第４位◆ 

 

経済産業省が、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました。 

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828001/20200828001.html 

・ワンクリック請求と契約の履行義務 

・AI スピーカーに対して発注者が言い間違いをした場合 

・「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力 

・ライセンス契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容 

・デジタルコンテンツ利用契約終了後のデジタルコンテンツの利用 

等々について、債権法改正を踏まえた改訂が行われています。 

 

◆第３位◆ 

 

消費者庁は、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視しています。 

令和２年４月から６月の監視の結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している



93 事業者による 107 商品の表示について、健康増進法第 65 条第１項の規定に違反するお

それのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するととも

に、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモー

ル運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/ex

travagant_advertisement_200731_0001.pdf 

主な検索キーワードは次のとおりです。 

・「コロナウイルス」、「インフルエンザ」、「生活習慣病」、「アレルギー」、「花粉症」等の疾

病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現 

・「免疫力」、「腸活」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があ

るかのような表現 

広告チェックのご相談は… 

https://kyotosogo-law.com/inform/ 

 

◆第２位◆ 

 

国税庁が、「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」を公表しました。 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/200701/01.htm 

今般の相続法改正により新たに配偶者居住権という権利が創設されました。 

これを用いた遺産分割等をご検討の場合は、ぜひご相談ください。 

https://kyotosogo-law.com/inform/ 

 

◆第１位◆ 

 

厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会において、36 協定届における押印原則の見直

しが検討されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000653604.pdf 

 

「36 協定や就業規則の作成又は変更に係る過半数労働組合等の意見書等において、記名・

押印又は署名を求めている主たる目的は、労使間の合意等があったことを客観的に確認す

ることや、労使間の合意により締結された協定と同内容のもので労働基準監督署に届け出

られていること（則第 49 条第２項、第 59 条の２第２項）を確認することにあるため、押

印や署名の見直しについては慎重に検討する必要がある。 

しかし、新型コロナウイルス感染症対策が必要な間、事後届出を前提として、押印又は署名

がなくても受け付ける。 

また、36 協定等の届出における押印原則の見直しについては、デジタルガバメント実現に



向けた政府方針を踏まえ、令和２年７月から労働政策審議会において議論を開始し、速やか

に結 

論を得た上で、必要な措置を講ずることとしたい。」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000653605.pdf 

 

この分科会で検討されている「副業・兼業の場合の労働時間管理について」も興味深い資料

です。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000653603.pdf 

モデル就業規則をベースに裁判例を踏まえた検討が行われています。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【２】セミナー案内 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

2020 年も各弁護士の専門性を活かした中心にセミナーを実施します。 

ぜひご期待ください。 

 

① 問題社員対応セミナー「類型別問題社員の対応における留意点を実例をもとに解説」 

・日時：9 月 3 日（木）15 時～17 時 （14 時 30 分より受付開始） 

・講師：弁護士伊山正和 

・会場：京都総合法律事務所（受付５階） 京都市中京区河原町二条南西角河原町二条ビル

5 階 

 

昨年大好評の問題社員対応セミナーがバージョンアップして登場！ 

皆さまを悩ませる「問題社員対応」について、法的留意点と事例を踏まえてコンパクトに解

説いたします。 

この機会をお見逃しなく、是非ご参加ください。 

https://kyotosogo-law.com/mondaishain-taiou-seminar/ 

 

セミナーのお問い合わせ、お申し込みは… 

http://kyotosogo-law.com/inform/ 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【３】ニュースレター案内 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

News Letter vol.8 を発行しました。 

・画像のリツイートが著作権侵害になる！ 弁護士 拾井美香 



・テレワーク時の労働時間管理 弁護士 伊山正和 

・遺言書を法務局に預けられる制度がスタートしました。 弁護士 野﨑隆史 

・明確区分性を欠いた賃金規定の落とし穴 弁護士 船岡亮太 

添付の PDF をご覧ください。 

  

バックナンバーは… 

http://kyotosogo-law.com/category/letter/ 

  

 

【編集後記】 

  

2020 年 8 月号、いかがでしたでしょうか？ 

 

コロナと酷暑でとんでもない夏になりました。 

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) はインストールしましたか？ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

このアプリで陽性者との接触が確認された場合はPCRが公費で受けられるという噂も耳に

しました（この噂がフェイクニュースでないことを祈ります…）。 

 

F-1 は、シルバーストン（イギリス）で行われた 70 周年記念 GP でマックス・フェルスタ

ッペン選手が素晴らしいレースを見せてくれました。 

ルイス・ハミルトン選手の牙城を崩せるのはマックスしかいない！期待しています。 

 

そして、F-1 ではありませんが、インディ 500 で元 F-1 レーサーの佐藤琢磨選手がやってく

れました！ 

インディ 500 は、F1 のモナコ GP、ル・マン 24 時間レースと並んで世界３大レース（Triple 

Crown of Motorsport）の一つです。 

佐藤琢磨選手は 2017 年にインディ 500 日本人初優勝の快挙を成し遂げており、2 度目の優

勝ですが、今回は 2012 年に最終ラップでのバトルでクラッシュし、優勝を逃したそのチー

ムで雪辱を晴らしたことに大きな価値（感動）があります。 

スタンディングオベーションをお願いします！ 

 

阪神タイガースは、ジャイアンツにさえ勝てれば… 

サンズは当たりでしたね。ボーアも当たりだったと言わせておくれ。 

小幡竜平選手。2000 年生まれ。19 歳。期待の星。 

（弁護士 野﨑隆史） 



 

本メールマガジンは、顧問先の皆様、HP からご登録いただいた方、当事務所が過去に連絡

先を交換させていただいた方、セミナーにご参加いただいた方にお送りしています。  

ご意見、ご要望、送信先変更、配信停止等は、以下のお問い合わせフォームからご連絡くだ

さい。 

http://kyotosogo-law.com/inform/ 

今後とも皆様のお役に立てるよう研鑽を重ねます。 

 

  

【京都総合法律事務所】 

  

〒604-0924 

京都市中京区河原町二条南西角 河原町二条ビル 5 階 

TEL   075-256-2560 

FAX   075-256-2561 

http://kyotosogo-law.com 


