
※ （ 労 働 者 分 保 険 料 率 ） 健 康 保 険 49.449.449.449.4 （ 愛 知 ） ／ 1000 、 介 護 保 険 8.95 ／ 1000   

厚生年金保険 91.591.591.591.5／1000  雇用保険 3／1000（建設業4／1000） 

             

 
  
  

    

まだ暑い日が続きます、体調にお気をつけてお過ごしください。 

7 日 白露，9 日重陽，21 日 敬老の日，22 日秋分の日 

   1. September 改正情報改正情報改正情報改正情報        

①7 月に提出された算定基礎届などに基づいて、9 月からは新たに定時決定された

標準報酬月額を使用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、

9 月分（10 月末納付）からです。標準報酬等級が変更となった方のみ、保険料が変

更になります。厚生年金保険の上限 650 千円に変更される方にも注意して下さい。 

② 2020年度の全国の最低賃金 愛知県 926 円⇒927円、岐阜県 851円⇒852

円、三重県 873 円⇒874 円 10 月から改定見込み。     

③ 雇用保険 ８月 1 日より基本手当日額の最高額の引上げ 

  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。 

 (1)  60 歳以上 65 歳未満  7,150 円 → 7,186 円（+36 円） 

(2)  45 歳以上 60 歳未満  8,330 円 → 8,370 円（+40 円） 

(3) 30 歳以上 45 歳未満  7,570 円 → 7,605 円（+35 円）  

(4) 30 歳未満    6,815 円 → 6,850 円（+35 円） 

・基本手当日額の最低額の引上げ  2,000 円 → 2,059 円（+59 円） 

★高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ 363,344 円 → 365,114 円（+1,770 円） 

 

 

 

 

2. 名言名句  

「「「「才能才能才能才能があるからやるのではなくがあるからやるのではなくがあるからやるのではなくがあるからやるのではなく、、、、才能才能才能才能がないからやるがないからやるがないからやるがないからやる、、、、というというというという選択肢選択肢選択肢選択肢があってもいいがあってもいいがあってもいいがあってもいい」」」」    

                                星野 源 

3.法改正等ワンポイント  令和令和令和令和 2222 年分年分年分年分    「「「「年末調整の改正点年末調整の改正点年末調整の改正点年末調整の改正点」」」」    

少し時期が早いですが年末調整のポイントを掲げました。ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の改正 
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厚生労働省は、雇用調整助成金について、今年３月以降で新型コロナウイルスによる休業を対象とした支給決定
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厚生労働省は、雇用調整助成金について、今年３月以降で新型コロナウイルスによる休業を対象とした支給決定
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ひとり親に「ひとり親控除」を適用

分まで、配偶者と離婚・死別して子を扶養するひとり親であれば寡婦

きました。一方、未婚のひとり親は、受けられませんでした。また、女性のひとり親と男性のひとり親では控除額

男性の方が少ないなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
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週間に限り、簡単な手続きで休業でき、給付金も増やす案となっている。

年「簡易生命表」を公表した。日本人の平均寿命（０歳の平均余命）は
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週間に限り、簡単な手続きで休業でき、給付金も増やす案となっている。

年「簡易生命表」を公表した。日本人の平均寿命（０歳の平均余命）は

歳）で、ともに過去最高を更新

、雇用調整の可能性がある事業所数は 82,015 

非正規雇用労働者数（パート、アルバイト、派遣社員、契約

豊橋「伊古部海岸

長野県「諏訪湖」  

を応援しない」と宣言したあと、皮肉なもので、なぜか

政変や世の中に大きな出来事があった年にドラゴンズが優勝

年に、まさかとは思いますが大逆転優勝

という歌手が、ＣＢＣ放送のドラゴンズ応援

ミュージックビデオを見ると、

LiSA 自身もドラゴンズファンで

詞でグッときます！（おいおいどうした、応援しないと

で、全国で話題に「あっぱれ！」と言い

元気を出させてくれます！元気を出させてくれます！元気を出させてくれます！元気を出させてくれます！ 

のだと思いますが、ＮＨＫＴＶ

続きます、体調に気を付けて「元気に」お過ごし

」の記載があるものは対象外)

分まで、配偶者と離婚・死別して子を扶養するひとり親であれば寡婦(寡夫

きました。一方、未婚のひとり親は、受けられませんでした。また、女性のひとり親と男性のひとり親では控除額

があり、 

万円の所得控除を適用します。

厚生労働省は、雇用調整助成金について、今年３月以降で新型コロナウイルスによる休業を対象とした支給決定

リーマンショックの影響を受けた 2009 年度の１年分の支給額を約

万人。うち、企業などで雇われて働く人は

7 年連続で増加していると発表されたが、

2020 年に 13％」の達成には程遠く、この

伸び悩みを受けて厚労省は、子どもの出生直後に限定した父親向けの休業制度を新設する方向で検討を始めた。子ど

週間に限り、簡単な手続きで休業でき、給付金も増やす案となっている。（8

年「簡易生命表」を公表した。日本人の平均寿命（０歳の平均余命）は

歳）で、ともに過去最高を更新。（７月 31

82,015 事業所、新型コロナウイルス感染

非正規雇用労働者数（パート、アルバイト、派遣社員、契約

伊古部海岸」 ＮＨＫＴＶ

  映画「君の名は

したあと、皮肉なもので、なぜか

政変や世の中に大きな出来事があった年にドラゴンズが優勝

大逆転優勝などと思い始めて

ＣＢＣ放送のドラゴンズ応援

を見ると、曲のテンポも良く、

自身もドラゴンズファンで

詞でグッときます！（おいおいどうした、応援しないと

話題に「あっぱれ！」と言い

元気を出させてくれます！元気を出させてくれます！元気を出させてくれます！元気を出させてくれます！ 

ＴＶの朝ドラ「エール」朝ドラ「エール」朝ドラ「エール」朝ドラ「エール」

続きます、体調に気を付けて「元気に」お過ごし

)  

寡夫)控除を受けることがで

きました。一方、未婚のひとり親は、受けられませんでした。また、女性のひとり親と男性のひとり親では控除額

万円の所得控除を適用します。 

厚生労働省は、雇用調整助成金について、今年３月以降で新型コロナウイルスによる休業を対象とした支給決定

年度の１年分の支給額を約

万人。うち、企業などで雇われて働く人は

年連続で増加していると発表されたが、

％」の達成には程遠く、この

伸び悩みを受けて厚労省は、子どもの出生直後に限定した父親向けの休業制度を新設する方向で検討を始めた。子ど

8 月 1 日） 

年「簡易生命表」を公表した。日本人の平均寿命（０歳の平均余命）は男性

31 日） 

事業所、新型コロナウイルス感染

非正規雇用労働者数（パート、アルバイト、派遣社員、契約

ＮＨＫＴＶ朝ドラ「エール

は」の糸守湖のモデル

したあと、皮肉なもので、なぜか

政変や世の中に大きな出来事があった年にドラゴンズが優勝するという

などと思い始めて

ＣＢＣ放送のドラゴンズ応援

曲のテンポも良く、

自身もドラゴンズファンで岐阜県

詞でグッときます！（おいおいどうした、応援しないと

話題に「あっぱれ！」と言い

朝ドラ「エール」朝ドラ「エール」朝ドラ「エール」朝ドラ「エール」

続きます、体調に気を付けて「元気に」お過ごし

控除を受けることがで

きました。一方、未婚のひとり親は、受けられませんでした。また、女性のひとり親と男性のひとり親では控除額が 

厚生労働省は、雇用調整助成金について、今年３月以降で新型コロナウイルスによる休業を対象とした支給決定

年度の１年分の支給額を約

万人。うち、企業などで雇われて働く人は

年連続で増加していると発表されたが、

％」の達成には程遠く、この

伸び悩みを受けて厚労省は、子どもの出生直後に限定した父親向けの休業制度を新設する方向で検討を始めた。子ど

男性 81.41歳    

事業所、新型コロナウイルス感染

非正規雇用労働者数（パート、アルバイト、派遣社員、契約

エール」にも登場 

のモデル  

控除を受けることがで

 

年連続で増加していると発表されたが、

％」の達成には程遠く、この

    

事業所、新型コロナウイルス感染

非正規雇用労働者数（パート、アルバイト、派遣社員、契約

  


