
 

＜8 日 寒露，

1. October

① 先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまして、今月支払う

給与から新標準報酬月額での保険料に変更します。

厚生年金保険料の料率がアップ

重要！※「社会保険の月額変更届」で「

あった人は、その変更後の等級が

②10101010 月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間

…2007 年

の調和推進のための行動指針」では、

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

年）は 47.1

 

③＜最低賃金が改定＞

から）三重県三重県三重県三重県

 

④９月に厚生年金保険料が変更されていますが（給与からの徴収は通常は翌月

めた表が以下のとおりです。

「「「「曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと

    

ＮＨＫの朝ドラ

最終回ではこのあとに続くフレーズもありました。

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

のように勇気を出して歩いてゆけば、きっと美しい景色が待っています。」

大震災・幼い息子の死・戦争」を乗り越えた

保険料率一覧

※労災保険は最低料率 0.25％ で提示しています。→業種によって料率は異なります。

※雇用保険は 1.35（事業主0.85、従業員負担0.5）％ で提示しています。

　　・農林水産、清酒製造の事業は 1.55（事業主0.95、従業員負担0.6）％ となります。

　　・建設の事業は 1.65（事業主1.05、従業員負担0.6）％  となります。

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。

月例給与に対して

Horse Power !! 2014

http://www.t

寒露， 13 日

October 

先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまして、今月支払う

給与から新標準報酬月額での保険料に変更します。

厚生年金保険料の料率がアップ

※「社会保険の月額変更届」で「

あった人は、その変更後の等級が

月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間

年 12 月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

の調和推進のための行動指針」では、

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

47.1％と、いまだ

③＜最低賃金が改定＞

三重県三重県三重県三重県 753753753753 円円円円(+(+(+(+

④９月に厚生年金保険料が変更されていますが（給与からの徴収は通常は翌月

めた表が以下のとおりです。

曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと

ＮＨＫの朝ドラの「花子とアン」

最終回ではこのあとに続くフレーズもありました。

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

のように勇気を出して歩いてゆけば、きっと美しい景色が待っています。」

大震災・幼い息子の死・戦争」を乗り越えた

保険料率一覧 　（平成26年9月）

労災保険

雇用保険

健康保険

介護保険

厚生年金保険

児童手当拠出金

負担率合計負担率合計負担率合計負担率合計

※労災保険は最低料率 0.25％ で提示しています。→業種によって料率は異なります。

※雇用保険は 1.35（事業主0.85、従業員負担0.5）％ で提示しています。

　　・農林水産、清酒製造の事業は 1.55（事業主0.95、従業員負担0.6）％ となります。

　　・建設の事業は 1.65（事業主1.05、従業員負担0.6）％  となります。

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。

月例給与に対して

Horse Power !! 2014
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日 体育の日，

 ご案内ご案内ご案内ご案内    

先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまして、今月支払う

給与から新標準報酬月額での保険料に変更します。

厚生年金保険料の料率がアップしていますのでご注意下さい。

※「社会保険の月額変更届」で「

あった人は、その変更後の等級が来年

月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間

月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

の調和推進のための行動指針」では、

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

％と、いまだ 5 割を下回る水準

③＜最低賃金が改定＞愛知県愛知県愛知県愛知県 800800800800

(+(+(+(+16161616 円円円円))))（10

④９月に厚生年金保険料が変更されていますが（給与からの徴収は通常は翌月

めた表が以下のとおりです。本人負担

曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと曲がり角の先には、きっと一番一番一番一番

「花子とアン」の最終回は

最終回ではこのあとに続くフレーズもありました。

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

のように勇気を出して歩いてゆけば、きっと美しい景色が待っています。」

大震災・幼い息子の死・戦争」を乗り越えた

　（平成26年9月）

労災保険

雇用保険

健康保険

介護保険

厚生年金保険

児童手当拠出金

負担率合計負担率合計負担率合計負担率合計

※労災保険は最低料率 0.25％ で提示しています。→業種によって料率は異なります。

※雇用保険は 1.35（事業主0.85、従業員負担0.5）％ で提示しています。

　　・農林水産、清酒製造の事業は 1.55（事業主0.95、従業員負担0.6）％ となります。

　　・建設の事業は 1.65（事業主1.05、従業員負担0.6）％  となります。

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。
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体育の日，14 日鉄道の日

    改正情報改正情報改正情報改正情報

先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまして、今月支払う

給与から新標準報酬月額での保険料に変更します。

していますのでご注意下さい。

※「社会保険の月額変更届」で「7 月変更・

来年 8 月まで続きます

月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間月は「年次有給休暇取得促進期間」です

月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

の調和推進のための行動指針」では、2020 年度までに「年次有給休暇取得率

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

割を下回る水準にとどまっています。

800800800800 円（円（円（円（+20+20+20+20 円）円）円）円）

10 月 1 日から）。

④９月に厚生年金保険料が変更されていますが（給与からの徴収は通常は翌月

本人負担は 15％を超えています

一番一番一番一番いいものが待っている。いいものが待っている。いいものが待っている。いいものが待っている。

の最終回は、ジーン

最終回ではこのあとに続くフレーズもありました。

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

のように勇気を出して歩いてゆけば、きっと美しい景色が待っています。」

大震災・幼い息子の死・戦争」を乗り越えた人生

　（平成26年9月）

事業主負担率事業主負担率事業主負担率事業主負担率

0.25

0.85

4.985

0.86

8.737

0.15

15.83215.83215.83215.832

※労災保険は最低料率 0.25％ で提示しています。→業種によって料率は異なります。

※雇用保険は 1.35（事業主0.85、従業員負担0.5）％ で提示しています。

　　・農林水産、清酒製造の事業は 1.55（事業主0.95、従業員負担0.6）％ となります。

　　・建設の事業は 1.65（事業主1.05、従業員負担0.6）％  となります。

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。

 

            

鉄道の日, 23 日

改正情報改正情報改正情報改正情報             

先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまして、今月支払う

給与から新標準報酬月額での保険料に変更します。等級が同じ方でも、

していますのでご注意下さい。

月変更・8 月変更

月まで続きますのでご注意下さい。

」です 

月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

年度までに「年次有給休暇取得率

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

にとどまっています。

円）円）円）円）（10 月 1

から）。全国平均

④９月に厚生年金保険料が変更されていますが（給与からの徴収は通常は翌月

％を超えています

いいものが待っている。いいものが待っている。いいものが待っている。いいものが待っている。

ジーンときました。

最終回ではこのあとに続くフレーズもありました。「思いがけない曲がり角を曲がり、見通しのきかない細

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

のように勇気を出して歩いてゆけば、きっと美しい景色が待っています。」

人生でした。

事業主負担率事業主負担率事業主負担率事業主負担率 被保険者負担率被保険者負担率被保険者負担率被保険者負担率

0.25

0.85

4.985

0.86

8.737

0.15

15.83215.83215.83215.832 15.08215.08215.08215.082

※労災保険は最低料率 0.25％ で提示しています。→業種によって料率は異なります。

※雇用保険は 1.35（事業主0.85、従業員負担0.5）％ で提示しています。

　　・農林水産、清酒製造の事業は 1.55（事業主0.95、従業員負担0.6）％ となります。

　　・建設の事業は 1.65（事業主1.05、従業員負担0.6）％  となります。

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。
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特定社会保険労務士／
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日 霜降＞    

        

先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまして、今月支払う

等級が同じ方でも、

していますのでご注意下さい。           

月変更」の     

でご注意下さい。

月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

年度までに「年次有給休暇取得率

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

にとどまっています。 

1 日から）岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

全国平均 780 円、東京

④９月に厚生年金保険料が変更されていますが（給与からの徴収は通常は翌月

％を超えています。 

いいものが待っている。いいものが待っている。いいものが待っている。いいものが待っている。」」」」    

ときました。主人公がたびたび話すフレーズで

「思いがけない曲がり角を曲がり、見通しのきかない細

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

のように勇気を出して歩いてゆけば、きっと美しい景色が待っています。」

  

単位（％）

被保険者負担率被保険者負担率被保険者負担率被保険者負担率 負担率合計負担率合計負担率合計負担率合計

0

0.5

4.985

0.86

8.737

0

15.08215.08215.08215.082

※労災保険は最低料率 0.25％ で提示しています。→業種によって料率は異なります。

　　・農林水産、清酒製造の事業は 1.55（事業主0.95、従業員負担0.6）％ となります。

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。

sushin10 月号

468-0043 名古屋市天白区菅田

特定社会保険労務士／

中  智  Satoshi Tanaka

052-806-2700

mail：：：： info @ t

先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまして、今月支払う

等級が同じ方でも、

           

    

でご注意下さい。 

月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

年度までに「年次有給休暇取得率 70％」を達成することな

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 777738383838 円（円（円（円（

円、東京 888

④９月に厚生年金保険料が変更されていますが（給与からの徴収は通常は翌月 10

主人公がたびたび話すフレーズで

「思いがけない曲がり角を曲がり、見通しのきかない細

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

のように勇気を出して歩いてゆけば、きっと美しい景色が待っています。」実在の村岡花子さん

単位（％）

負担率合計負担率合計負担率合計負担率合計

0.25

1.35

9.97

1.72

17.474

0.15

30.91430.91430.91430.914

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。

月号 10 月 1 日発行

名古屋市天白区菅田

特定社会保険労務士／ES トレーナー／行政書士

Satoshi Tanaka

2700 FAX：052

info @ t-hrm.com 

            

月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

70％」を達成することな

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績

円（円（円（円（+1+1+1+14444 円）円）円）円）（

888 円、大阪 838

10 月）、負担料率をまと

主人公がたびたび話すフレーズで

「思いがけない曲がり角を曲がり、見通しのきかない細

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

実在の村岡花子さん

※賞与も同率ですが、健康保険は年間540万円の賞与額が上限、厚生年金保険は月間150万円の賞与額が上限です。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。

日発行  （通算 22

名古屋市天白区菅田 2-1403

トレーナー／行政書士 

Satoshi Tanaka 
052-806-2723 

 

1

月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活

％」を達成することな

どの数値目標が掲げられています。一方、就労条件総合調査による年次有給休暇取得率の直近実績（2012

（10 月 1 日

838 円 

月）、負担料率をまと

主人公がたびたび話すフレーズですが、

「思いがけない曲がり角を曲がり、見通しのきかない細

い道を歩くことになったとしても、優しい心、幸福、友情、美しい花が咲いていると信じています。アン

実在の村岡花子さんは、「関東

健康保険・介護保険・厚生年金保険の料額は、月額給与では保険料額表により、賞与については1000円未満は切り捨てて計算します。

23 号） 

1403 

2723  

1 

 



            

     

 

＜平成 26

 ・法 88

 ・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加

＜平成 27

 ・職場における受動喫煙防

 ・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設

 ・外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し

＜平成 27

 ・ストレスチェックと面接指導の実施

 ※化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、

  

（2） 今月

に基礎年⾦

います。このため、被保険者の資格取得時において

①基礎年⾦

②住⺠票上の住所以外に郵便物の届く住所がある

の両方に該当する場合

欄に、住民

いただく必要があります

 

（3） 今月

国民年⾦第３号被保険者関係届（資格取得・

類不要）の提出も合わせて必要

 

○届書には、在留カード、住

○届出後も、機構から送付する通知書や全国健康保険協会が

で表示されます。

 

（4） 今月

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した

中に 11 日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

日を超えて就業した場合でも、その就業時間が

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。

①健康保険組合連合会の

の組合は全

は減少したが、全体の約

となった。（

② １人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す「

上回った。

ナス。 

③ 総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し

111 万人増）、総人口に占める割合が

たことがわかった。

となり、初めて

             

        御嶽山が

古くから「山岳信仰の山」として

した。ただ、

九州阿蘇山

入山規制のレベル３に上がっています。

これ以上

今年３月に

御嶽山に詣でることができなかった人々

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

26 年 12 月 1

88 条 1 項に基づく届け出（建設物または機械等の設置等の計画の届け出）廃止

・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加

27 年 6 月 1 日施行＞

・職場における受動喫煙防

・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設

・外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し

27 年 12 月 1

・ストレスチェックと面接指導の実施

化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、

今月より、マイナンバー（個

⾦番号を付番する際に、住

います。このため、被保険者の資格取得時において

⾦番号をお持ちで

票上の住所以外に郵便物の届く住所がある

に該当する場合

民票上の住所をあわせて

いただく必要があります

今月より、外国籍の

第３号被保険者関係届（資格取得・

類不要）の提出も合わせて必要

○届書には、在留カード、住

○届出後も、機構から送付する通知書や全国健康保険協会が

されます。 

今月 1 日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

日を超えて就業した場合でも、その就業時間が

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。

健康保険組合連合会の

全 1,419 組合のうち、

は減少したが、全体の約

となった。（9 月 12 日）

１人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す「

上回った。 出生数と死亡数の差である「自然増減数」はマイナス

総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し

万人増）、総人口に占める割合が

たことがわかった。75
となり、初めて８人に１人が８人に１人が８人に１人が８人に１人が

               

御嶽山が 9/27 に噴火

古くから「山岳信仰の山」として

ただ、1979 年から何度か噴火してい

阿蘇山が現在、火口付近の見学ができな

入山規制のレベル３に上がっています。

これ以上被害が拡大しないことを願います。

３月に信州の「王

御嶽山に詣でることができなかった人々

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

1 日施行＞  

項に基づく届け出（建設物または機械等の設置等の計画の届け出）廃止

・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加

日施行＞  

・職場における受動喫煙防止措置の努力義務化

・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設

・外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し

1 日施行＞  

・ストレスチェックと面接指導の実施

化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、

マイナンバー（個

番号を付番する際に、住

います。このため、被保険者の資格取得時において

番号をお持ちでない方、

票上の住所以外に郵便物の届く住所がある

に該当する場合は、原則、住所は住

票上の住所をあわせて記入

いただく必要がありますが、備考欄への確認結果の

外国籍の方の厚生年金保険

第３号被保険者関係届（資格取得・

類不要）の提出も合わせて必要となります。

○届書には、在留カード、住民票の写し等に記載のある

○届出後も、機構から送付する通知書や全国健康保険協会が

日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

日を超えて就業した場合でも、その就業時間が

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。

健康保険組合連合会の 2013 年度の決算見込みが、

組合のうち、65
は減少したが、全体の約 40％にあ

日） 

１人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す「

出生数と死亡数の差である「自然増減数」はマイナス

総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し

万人増）、総人口に占める割合が

75 歳以上の人口は

８人に１人が８人に１人が８人に１人が８人に１人が 75757575 歳以上歳以上歳以上歳以上

                

に噴火しました。名古屋からも遠く眺望できるこの山は、東海地方の方には馴染みのある山

古くから「山岳信仰の山」として有名です

年から何度か噴火してい

火口付近の見学ができな

入山規制のレベル３に上がっています。

被害が拡大しないことを願います。

王ケ頭 2034m」

御嶽山に詣でることができなかった人々

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

（1）改正安衛法

項に基づく届け出（建設物または機械等の設置等の計画の届け出）廃止

・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加

止措置の努力義務化

・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設

・外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し

・ストレスチェックと面接指導の実施 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057909.html

化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、

マイナンバー（個人番号）の

番号を付番する際に、住民票上の住所をもとに住

います。このため、被保険者の資格取得時において

、又は、確認できない

票上の住所以外に郵便物の届く住所がある

は、原則、住所は住民票上の住所を

記入します（住

が、備考欄への確認結果の

厚生年金保険

第３号被保険者関係届（資格取得・氏名
となります。 

票の写し等に記載のある

○届出後も、機構から送付する通知書や全国健康保険協会が

日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

日を超えて就業した場合でも、その就業時間が

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。

年度の決算見込みが、

65％に当たる

あたる 565 組合が保険料率を引き上げ、収支を合わせた実態が浮彫り

１人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す「

出生数と死亡数の差である「自然増減数」はマイナス

総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し

万人増）、総人口に占める割合が 25.925.925.925.9％％％％（同
歳以上の人口は 1,590

歳以上歳以上歳以上歳以上となった。

 

しました。名古屋からも遠く眺望できるこの山は、東海地方の方には馴染みのある山

有名です。若い頃はスキーでもよく訪れました、この山が噴火するとは本当に驚きま

年から何度か噴火していて、記憶が

火口付近の見学ができない

入山規制のレベル３に上がっています。地球は生きていて、その自然の力は脅威

被害が拡大しないことを願います。 

から綺麗に御嶽山を

御嶽山に詣でることができなかった人々は、ここから御嶽山を拝んだそうです。このたび

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。 王

改正安衛法     

項に基づく届け出（建設物または機械等の設置等の計画の届け出）廃止

・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加

止措置の努力義務化 

・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設

・外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057909.html

化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、

番号）の導入に向けた取り組み

票上の住所をもとに住

います。このため、被保険者の資格取得時において 

は、確認できない方 

票上の住所以外に郵便物の届く住所がある方 

票上の住所を記入

します（住民票等の添付は不要

が、備考欄への確認結果の記入は省略します

厚生年金保険被保険者資格取得届、

氏名変更）を提出する際には、

 

票の写し等に記載のある氏名
○届出後も、機構から送付する通知書や全国健康保険協会が

日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

日を超えて就業した場合でも、その就業時間が 80 時間以下のときは育児休業給付が支給されることと

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。

年度の決算見込みが、1,162

％に当たる 927 組合に達
組合が保険料率を引き上げ、収支を合わせた実態が浮彫り

１人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率

出生数と死亡数の差である「自然増減数」はマイナス

総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し

（同 0.9 ポイント増）となり、いずれも過去最高を更新し

1,590 万人（同 1,590
となった。 

しました。名古屋からも遠く眺望できるこの山は、東海地方の方には馴染みのある山

。若い頃はスキーでもよく訪れました、この山が噴火するとは本当に驚きま

、記憶が薄れていた

い警戒レベル２

地球は生きていて、その自然の力は脅威

御嶽山を見ることができた

、ここから御嶽山を拝んだそうです。このたび

王ケ頭から見た御嶽山

項に基づく届け出（建設物または機械等の設置等の計画の届け出）廃止

・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加

・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設

・外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057909.html

化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、今後、別途定められる予定です

に向けた取り組み

票上の住所をもとに住民票コードを特定し、収録すること

 

記入する必要があるため、資格取得届の備

票等の添付は不要）

は省略します。

被保険者資格取得届、厚生年金保険

変更）を提出する際には、

氏名を記入。 

○届出後も、機構から送付する通知書や全国健康保険協会が発行する健康

日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

時間以下のときは育児休業給付が支給されることと

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。

1,162 億円の赤字となったことがわかった。

組合に達した。2012

組合が保険料率を引き上げ、収支を合わせた実態が浮彫り

合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率」は

出生数と死亡数の差である「自然増減数」はマイナス 23

総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し、、、、65656565 歳以上の人口が歳以上の人口が歳以上の人口が歳以上の人口が

ポイント増）となり、いずれも過去最高を更新し

1,590 万人）、総人口に占める割合は

しました。名古屋からも遠く眺望できるこの山は、東海地方の方には馴染みのある山

。若い頃はスキーでもよく訪れました、この山が噴火するとは本当に驚きま

いたのだと知りました

レベル２です。御嶽山は噴火して

地球は生きていて、その自然の力は脅威

見ることができたのですが、

、ここから御嶽山を拝んだそうです。このたび

頭から見た御嶽山（超望遠）

項に基づく届け出（建設物または機械等の設置等の計画の届け出）廃止

・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加 

・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057909.html

今後、別途定められる予定です

に向けた取り組みとして、日本年金

票コードを特定し、収録すること

する必要があるため、資格取得届の備

）。運転免許証等で本

。 

厚生年金保険

変更）を提出する際には、「ローマ字

 

する健康保険被保険者証は、カナ

日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

時間以下のときは育児休業給付が支給されることと

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。

億円の赤字となったことがわかった。

2012 年度に比べ赤字の組合数や額
組合が保険料率を引き上げ、収支を合わせた実態が浮彫り

」は 1.431.431.431.43 となり、前年の

23 万 8,620 人で、７年連続のマイ

歳以上の人口が歳以上の人口が歳以上の人口が歳以上の人口が

ポイント増）となり、いずれも過去最高を更新し

万人）、総人口に占める割合は

しました。名古屋からも遠く眺望できるこの山は、東海地方の方には馴染みのある山

。若い頃はスキーでもよく訪れました、この山が噴火するとは本当に驚きま

のだと知りました。天災は忘れた頃にやってくる？

御嶽山は噴火して                   

地球は生きていて、その自然の力は脅威です。                            

のですが、昔  

、ここから御嶽山を拝んだそうです。このたび                 

（超望遠）Ｈ26.3→  

項に基づく届け出（建設物または機械等の設置等の計画の届け出）廃止  

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057909.html

今後、別途定められる予定です

日本年金機構では、

票コードを特定し、収録すること

する必要があるため、資格取得届の備

運転免許証等で本人確認をして

厚生年金保険被保険者氏名
「ローマ字氏名届」（添付書

保険被保険者証は、カナ

日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

れる育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間（育休開始日から起算した 1 カ月ごとの期間）

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に

時間以下のときは育児休業給付が支給されることと

なります。実際に育児休業中に出勤というケースはほとんどないと思われますが・・・。  

億円の赤字となったことがわかった。

年度に比べ赤字の組合数や額
組合が保険料率を引き上げ、収支を合わせた実態が浮彫り

となり、前年の

人で、７年連続のマイ

歳以上の人口が歳以上の人口が歳以上の人口が歳以上の人口が 3,2963,2963,2963,296 万人万人万人万人

ポイント増）となり、いずれも過去最高を更新し

万人）、総人口に占める割合は

しました。名古屋からも遠く眺望できるこの山は、東海地方の方には馴染みのある山

。若い頃はスキーでもよく訪れました、この山が噴火するとは本当に驚きま

天災は忘れた頃にやってくる？
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今後、別途定められる予定です 

機構では、新た

票コードを特定し、収録することとして

する必要があるため、資格取得届の備考

確認をして

氏名変更届、

（添付書

保険被保険者証は、カナ氏名

日から育児休業給付金の取り扱いが変わります。育児休業期間中に雇用保険から支給さ

カ月ごとの期間）

日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていましたが、支給開始期間中に  10
時間以下のときは育児休業給付が支給されることと

億円の赤字となったことがわかった。赤字
年度に比べ赤字の組合数や額

組合が保険料率を引き上げ、収支を合わせた実態が浮彫り

となり、前年の 1.41 を

人で、７年連続のマイ

万人万人万人万人（前年比
ポイント増）となり、いずれも過去最高を更新し

万人）、総人口に占める割合は 12.5％

しました。名古屋からも遠く眺望できるこの山は、東海地方の方には馴染みのある山で、 

。若い頃はスキーでもよく訪れました、この山が噴火するとは本当に驚きま

天災は忘れた頃にやってくる？
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