
 

2014 年も残り

体調にお気を付けお過ごし下さい。

７日 大雪，２

２５日 クリスマス，３１日大晦日

年末年始休業は

1. December

①①①①高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額

に応じた負担を求める観点から、

療分より療分より療分より療分より、

 70 歳未満の方の区分

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

 平成平成平成平成 27272727 年年年年

 所得区分 

①①①①区分ア区分ア区分ア区分ア    

（標準報酬月額

②②②②区分イ区分イ区分イ区分イ    

（標準報酬月額

③③③③区分ウ区分ウ区分ウ区分ウ    

（標準報酬月額

④④④④区分エ区分エ区分エ区分エ    

（標準報酬月額

⑤⑤⑤⑤区分オ区分オ区分オ区分オ（低所得者）

（被保険者が市区町村民税の非課税者等）

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

または「区分イ」の該当となります。

※高額療養費として払い戻しを受けた月数が

から自己負担限度額がさらに引き下げられます

一生懸命努力すればするほど、運は味方する。

The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.

 所得区分 

 ①①①①区分Ａ区分Ａ区分Ａ区分Ａ    

（標準報酬月額

 ②②②②区分Ｂ区分Ｂ区分Ｂ区分Ｂ    

（区分Ａおよび区分Ｃ以外の方）

 ③③③③区分Ｃ区分Ｃ区分Ｃ区分Ｃ（低所得者）

（被保険者が市区町村民税の非課税者等）
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年も残り 1 か月を切りました。

体調にお気を付けお過ごし下さい。

大雪，２２日 冬至，２３日

クリスマス，３１日大晦日

年末年始休業は 12/2812/2812/2812/28

December

高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額

に応じた負担を求める観点から、

、70 歳未満の所得区

歳未満の方の区分

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

年年年年 1111 月診療分から月診療分から月診療分から月診療分から

 

    

標準報酬月額 83 万円以上の方

    

標準報酬月額 53 万～

    

標準報酬月額 28 万～

    

標準報酬月額 26 万円以下の方

（低所得者）

（被保険者が市区町村民税の非課税者等）

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

または「区分イ」の該当となります。

高額療養費として払い戻しを受けた月数が

から自己負担限度額がさらに引き下げられます

一生懸命努力すればするほど、運は味方する。

The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.

 

    

（標準報酬月額 53 万円以上の方）

    

（区分Ａおよび区分Ｃ以外の方）

（低所得者）

（被保険者が市区町村民税の非課税者等）
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か月を切りました。

体調にお気を付けお過ごし下さい。

冬至，２３日 天皇誕生日，

クリスマス，３１日大晦日 14

12/2812/2812/2812/28（（（（日日日日）～）～）～）～

December ご案内ご案内ご案内ご案内    

高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額高額療養費の自己負担限度額について、負担能力

に応じた負担を求める観点から、平成平成平成平成

歳未満の所得区分が

歳未満の方の区分 平成平成平成平成 26262626 年年年年

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

月診療分から月診療分から月診療分から月診療分から    

万円以上の方）

万～79 万円の方

万～50 万円の方

万円以下の方）

（低所得者） 

（被保険者が市区町村民税の非課税者等）

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

または「区分イ」の該当となります。

高額療養費として払い戻しを受けた月数が

から自己負担限度額がさらに引き下げられます

一生懸命努力すればするほど、運は味方する。

The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.

万円以上の方）

（区分Ａおよび区分Ｃ以外の方） 

（低所得者） 

（被保険者が市区町村民税の非課税者等）
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か月を切りました。 

体調にお気を付けお過ごし下さい。 

天皇誕生日， 

14 日衆議院選挙

）～）～）～）～1/1/1/1/4444（日）（日）（日）（日）

    改正情報改正情報改正情報改正情報    

について、負担能力

平成平成平成平成 27272727 年年年年 1111

が 3 区分から

年年年年 12121212 月診療分まで月診療分まで月診療分まで月診療分まで

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

 

） 
 

万円の方） 
 

万円の方） 

） 
 

（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 
 

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

または「区分イ」の該当となります。※ 70 歳以上

高額療養費として払い戻しを受けた月数が 1 年間（直近

から自己負担限度額がさらに引き下げられます 

一生懸命努力すればするほど、運は味方する。

The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.

 

万円以上の方） 
 

 
 

（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 
 

 

            

日衆議院選挙    

（日）（日）（日）（日）     

     

について、負担能力

1111 月診月診月診月診

区分から 5555 区分区分区分区分に細分化されます。

月診療分まで月診療分まで月診療分まで月診療分まで    

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

 自己負担限度額

 252,600 円

 167,400 円

80,100 円

 57,600 円 

 35,400 円 

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

歳以上 75 歳未満の方

年間（直近 12 ヵ月間）で

  

一生懸命努力すればするほど、運は味方する。 

The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.The harder you work, the luckier you get.       

 自己負担限度額

 150,000 円＋

 80,100 円＋

 35,400 円 

Tsushin

〒468

特定社会保険労務士／

田 中

TEL：052

E-mail

 

         

に細分化されます。

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

自己負担限度額 

円＋(総医療費－

円＋(総医療費－

円＋(総医療費－

 

 

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

歳未満の方は 平成平成平成平成 27272727

ヵ月間）で 3 月以上あったときは、

 

  ゲーリー・プレーヤー

自己負担限度額 

円＋(総医療費－

円＋(総医療費－

 

sushin12 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

長崎県 軍艦島

に細分化されます。 

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

総医療費－842,000

総医療費－558,000

総医療費－267,000

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

27272727 年年年年 1111 月からも変更はありません月からも変更はありません月からも変更はありません月からも変更はありません

月以上あったときは、

ゲーリー・プレーヤー

総医療費－500,000

総医療費－267,000

月号 12 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 

軍艦島↑ 正式名

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。

多数該当

842,000)×1％  140,100

558,000)×1％   

267,000 円)×1％ 

  

  

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」

月からも変更はありません月からも変更はありません月からも変更はありません月からも変更はありません

月以上あったときは、4 月目（

ゲーリー・プレーヤー（プロゴルファー）

多数該当

500,000)×1％  83,400

267,000 円)×1％  44,400

 24,600

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 

 

正式名 端島（はしま）

注）「区分Ａ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分Ａ」の該当となります。 

多数該当※ 

140,100 円

 93,000 円 

44,400 円 

 44,400 円 

 24,600 円 

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」 

月からも変更はありません月からも変更はありません月からも変更はありません月からも変更はありません    

月目（4 回目）

（プロゴルファー） 

多数該当※ 

83,400 円 

44,400 円 

24,600 円 

25 号） 

1403 

2723  

端島（はしま） 

 

円 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

②②②②    ＜賞与支払届＞＜賞与支払届＞＜賞与支払届＞＜賞与支払届＞

賞与の時期となり、支給後

ます。予定月が

なければなりません。

からですが、賞与の場合は下

(1) 賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・

540 万円が上限

(2) 賞与の

(3) 本人から

厚生年金保険

(4) 雇用保険

(5) 賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

収が不要となります。

①10/21 の衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者

派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指し

た女性活躍推進法案は、いずれも審議未了のため廃案。「

る有期雇用労働者等に関する特別措置法案」について

識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定

める無期転換ルールの特例を設ける同法案は、

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

②改正社会保険労務

（1）厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する

おいて、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる

60 万円から

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、

て、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian

③国立社会保障・人口問題研究所は、

5,568 億円（前年度比

内訳は、年金が

占め、医療が

億円（同 6.4

④ リーマン・ショック後の

３年以内に離職した人の割合が

となったことが、厚生労働省の調査でわかった。業種別では、「宿泊・

飲食サービス業」が

など、サービス業での

            

        歴史的遺産

島」・

る旧国鉄「宮野線

あとに設立した

も切ない気持ちになります

本がある

往復するのも、

軍艦島は正式名称「端島（はしま）

1974

驚きです。日本最古の鉄筋コンクリート造りの

ました。日本の近代化の最先端を行っていたと言えます。軍艦島は、

域」の構成資産として世界文化遺産

いるところから呼ばれるようになったそうです。

＜賞与支払届＞＜賞与支払届＞＜賞与支払届＞＜賞与支払届＞    

賞与の時期となり、支給後

ます。予定月が年金機構

なければなりません。

からですが、賞与の場合は下

賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・

万円が上限 

賞与の額の 1,000

本人から徴収率は、

厚生年金保険 87.3787.3787.3787.37

雇用保険も月々給与と同様

賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

収が不要となります。

の衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者

派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指し

た女性活躍推進法案は、いずれも審議未了のため廃案。「

る有期雇用労働者等に関する特別措置法案」について

識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定

める無期転換ルールの特例を設ける同法案は、

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

改正社会保険労務士法（議員立法）

厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する

おいて、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる

万円から 120 万円に引き上げ

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、

て、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian

国立社会保障・人口問題研究所は、

億円（前年度比

内訳は、年金が 53 兆

占め、医療が 34 兆 6,230

6.4％増）だった

リーマン・ショック後の

３年以内に離職した人の割合が

となったことが、厚生労働省の調査でわかった。業種別では、「宿泊・

飲食サービス業」が 52.3

など、サービス業での

                           

歴史的遺産を見るのが好きで、先月九州

・坂本龍馬の海援隊の拠点

旧国鉄「宮野線（みやのはるせん）」、

あとに設立した「あま

も切ない気持ちになります

あるのだと思うと、是非残して

するのも、天候によって

軍艦島は正式名称「端島（はしま）

1974 年に閉山、周囲

驚きです。日本最古の鉄筋コンクリート造りの

ました。日本の近代化の最先端を行っていたと言えます。軍艦島は、

域」の構成資産として世界文化遺産

いるところから呼ばれるようになったそうです。

    

賞与の時期となり、支給後 5 日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いてい

年金機構に登録されており、予定月に

なければなりません。保険料計算では、月々の給与と同じ料率です（※月々は標準報酬月額による料額表

からですが、賞与の場合は下記によりその額に料率を乗じます

賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・

 厚生年金保険は

1,000 円未満の端数は切り捨て

は、健康保険 49.85

87.3787.3787.3787.37／1000

も月々給与と同様 5

賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

収が不要となります。  ※各基金

の衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者

派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指し

た女性活躍推進法案は、いずれも審議未了のため廃案。「

る有期雇用労働者等に関する特別措置法案」について

識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定

める無期転換ルールの特例を設ける同法案は、

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

士法（議員立法）

厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する

おいて、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる

万円に引き上げ

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、

て、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian

国立社会保障・人口問題研究所は、

億円（前年度比 1.0％増）となり、過去最高

兆 9,861 億円（同

6,230 億円（同

％増）だった。（11/12

リーマン・ショック後の 2011

３年以内に離職した人の割合が 32.4

となったことが、厚生労働省の調査でわかった。業種別では、「宿泊・

52.3％、「生活関連サービス・娯楽業」が

など、サービス業での離職率が高かった。

             

を見るのが好きで、先月九州

坂本龍馬の海援隊の拠点「亀山社中

（みやのはるせん）」、

あまてらす鉄道

も切ない気持ちになります（そして

と思うと、是非残して

天候によっては不可

軍艦島は正式名称「端島（はしま）

年に閉山、周囲 1200ｍの狭い島に最盛期

驚きです。日本最古の鉄筋コンクリート造りの

ました。日本の近代化の最先端を行っていたと言えます。軍艦島は、

域」の構成資産として世界文化遺産

いるところから呼ばれるようになったそうです。

日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いてい

に登録されており、予定月に

保険料計算では、月々の給与と同じ料率です（※月々は標準報酬月額による料額表

よりその額に料率を乗じます

賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・

厚生年金保険は月間 150

円未満の端数は切り捨て

49.85／1000

1000  注※健康保険料率は愛知県の場合

5／1000（建設の事業は

賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

基金、健康保険

の衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者

派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指し

た女性活躍推進法案は、いずれも審議未了のため廃案。「

る有期雇用労働者等に関する特別措置法案」について

識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定

める無期転換ルールの特例を設ける同法案は、
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士法（議員立法）が 11/14

厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する

おいて、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる

万円に引き上げ。（2）社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関す

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、

て、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる
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％増）となり、過去最高

億円（同 1.7％増）で全体の

億円（同 1.6％増）、介護が
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2011 年３月に大学を卒業後、

32.4％（前年度比

となったことが、厚生労働省の調査でわかった。業種別では、「宿泊・

％、「生活関連サービス・娯楽業」が

離職率が高かった。（11/8

                

を見るのが好きで、先月九州へ。

「亀山社中」、大分～熊本

（みやのはるせん）」、宮崎では

てらす鉄道」に行ってきました。それぞれ当時の活況を呈していた

そしてリアルタイムに見てみたかった！）

と思うと、是非残していって欲しい

不可もあるので

軍艦島は正式名称「端島（はしま）」1810

ｍの狭い島に最盛期

驚きです。日本最古の鉄筋コンクリート造りの

ました。日本の近代化の最先端を行っていたと言えます。軍艦島は、

域」の構成資産として世界文化遺産に推薦が決定しています。軍艦島の由来は、島全体の外観が軍艦「土佐」に似て

いるところから呼ばれるようになったそうです。

日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いてい

に登録されており、予定月に支給しない場合でも「不支給」として書類を提出

保険料計算では、月々の給与と同じ料率です（※月々は標準報酬月額による料額表

よりその額に料率を乗じます

賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・健康保険は

150 万円 

円未満の端数は切り捨てて計算 

1000（愛知県）、

注※健康保険料率は愛知県の場合

（建設の事業は

賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

健康保険組合によ

の衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者

派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指し

た女性活躍推進法案は、いずれも審議未了のため廃案。「専門的知識等を有す

る有期雇用労働者等に関する特別措置法案」については可決

識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定
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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

11/14 の衆議院本会議で

厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する

おいて、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関す

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、

て、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる
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年度における年金・医療・介護などの
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（前年度比 1.4 ポイント増）
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1810 年頃石炭が発見され佐賀藩が採炭開始、
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に推薦が決定しています。軍艦島の由来は、島全体の外観が軍艦「土佐」に似て

いるところから呼ばれるようになったそうです。今年 1 年

日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いてい

支給しない場合でも「不支給」として書類を提出

保険料計算では、月々の給与と同じ料率です（※月々は標準報酬月額による料額表

よりその額に料率を乗じます、料率は

健康保険は年度(4 月
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注※健康保険料率は愛知県の場合

（建設の事業は 6/1000）

賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

よって料率は違

の衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者

派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指し

専門的知識等を有す

可決成立。高度専門知

識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定

月 1 日から施行。
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の衆議院本会議で、全会一致で可決成立。

厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続

おいて、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関す

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、

て、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる
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ます。今回軍艦島の上陸

、運よく今回の目的を達成することができました。

年頃石炭が発見され佐賀藩が採炭開始、

人を超える人が生活、映画館やパチンコ店まであったとは

高層アパートは、なんと

ました。日本の近代化の最先端を行っていたと言えます。軍艦島は、「明治日本の産業革命遺産

に推薦が決定しています。軍艦島の由来は、島全体の外観が軍艦「土佐」に似て

年通信をお読み
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保険料計算では、月々の給与と同じ料率です（※月々は標準報酬月額による料額表

は国の場合）
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賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

違います。 

の衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者

派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指し

専門的知識等を有す

成立。高度専門知

識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定

から施行。 

全会一致で可決成立。

民間紛争解決手続

おいて、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる紛争目的価額の上限を、現行の

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関す

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、

て、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
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年度における年金・医療・介護などの社会保障

 

象徴の石炭産業の要塞島とも言える

鉄道遺産の豊後森「機関庫」

年の台風被害により廃線となってしまった高千穂鉄道

」に行ってきました。それぞれ当時の活況を呈していた

。日本の発展の

軍艦島の上陸も、あまてらす鉄道の高千穂鉄橋を

目的を達成することができました。

年頃石炭が発見され佐賀藩が採炭開始、

人を超える人が生活、映画館やパチンコ店まであったとは

高層アパートは、なんと大正

「明治日本の産業革命遺産

に推薦が決定しています。軍艦島の由来は、島全体の外観が軍艦「土佐」に似て

お読みいただき誠に

鉄道遺産↑旧宮原線アーチ橋

日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いてい

支給しない場合でも「不支給」として書類を提出

保険料計算では、月々の給与と同じ料率です（※月々は標準報酬月額による料額表

） 
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賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴

 

全会一致で可決成立。   

民間紛争解決手続（民間型

紛争目的価額の上限を、現行の

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関す

る事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人とし

 

社会保障給付費が

石炭産業の要塞島とも言える

豊後森「機関庫」、優美なアーチ橋

廃線となってしまった高千穂鉄道
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の原点であり、

あまてらす鉄道の高千穂鉄橋を

目的を達成することができました。

年頃石炭が発見され佐賀藩が採炭開始、1890 年に三菱の経営となり

人を超える人が生活、映画館やパチンコ店まであったとは

大正 5 年（1916

「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地

に推薦が決定しています。軍艦島の由来は、島全体の外観が軍艦「土佐」に似て

に有難うございました。

軍艦島↑日本初の高層アパート

鉄道遺産↑旧宮原線アーチ橋

来年は・・・

日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いてい

支給しない場合でも「不支給」として書類を提出し
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廃線となってしまった高千穂鉄道、その

姿を想像するとなんと

、その上に今の
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九州・山口と関連地

に推薦が決定しています。軍艦島の由来は、島全体の外観が軍艦「土佐」に似て
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