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☆ 現在の保険料率
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4. 統計・情報  

① 厚生労働省は 28 日、2015 年４月１日の待機児童に関する 10 月１日時点での状況を公表した。４

月の待機児童数は２万 3,167 人だったが、年度途中に育休明け等により保育の申込みをしたものの入園で

きない数が２万 2,148 人増加し、10 月１日時点で計４万 5,315 人。2014 年 10 月と比較すると 2,131

人増。 

② 高齢法経過措置の対象年齢が 4 月から「62 歳以上」に引き上げられます。平成 25 年 4 月に施行さ

れた改正高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みを廃止するとと

もに、改正法が施行されるまで（平成 25 年 3 月 31 日）に労使協定で対象限定基準を

定めていた事業主に対しては、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者の

みにその基準の適用を認める経過措置を設けています。 

③ ストレスチェック制度に基づく労基署への報告様式を公開しました。報告書の提出

はこの様式を用いて、4 月 1 日以降に行うこととされています。 

④ 政府は、労働基準監督官の立入り調査について、１カ月の残業時間の基準の引下げ

（100 時間→80 時間）を検討していることを明らかにした。長時間労働に歯止めをか

けるために指導を強化し、子育て中の女性や高齢者が働きやすい環境を整えることがね

らい。これに伴う対象者は 300 万人（2.7 倍）に拡がることが予想される。法改正によ

る規制強化などは見送る方向。 

                          

                                                                                             

新年度に入り、１年の４分の 1 が過ぎました。マイナンバー制度について各企業様におかれましては、収

集も一段落してきた頃ではないでしょうか。弊所も一部事業所様からお預かりしデータ入力（クラウド方式）

での管理し始めております。各役所のルールが順次変更されているため「慌てない手続」になっている感じ

がします。個人情報については慎重に取り扱うことはマイナンバー以前から当然の事でありましたが、一般

の方も意識が高まったと思います。 

先月「新東名高速道路」を利用し富士山を見にゆきました、今回は、伊豆半島側から「駿河湾と富士山」

を一望できる「伊豆パノラマパークの葛城山頂」からの眺めを期待して。良い天気で雲が多少あるものの、

なんとか眺めることができました。しかし、カメラでうまく撮ることができません、「かすんでいるため」で

した。この時期の富士山は「春かすみ」がかかり見づらい事をあとで知りました。やはり 12 月 1 月が空気

も澄んで一番なのでしょう。今後も富士山をいろんな方向から見てみたい！そう、昔の浮世絵師、葛飾北斎

と歌川広重の『富嶽三十六景』と『富士三十六景』を見ながら、という計画をしたいと思うのでした！（Ｓ） 

富士山麓にあるキリン御殿場ウ

ィスキー工場の限定ボトル→  


