
    

    

    

    

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

１１１１....    一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕                            ※※※※                は変更があったものは変更があったものは変更があったものは変更があったもの    

北海道 １０.２５％ 石川県 １０.０４％ 岡山県 １０.１５％ 

青森県 ９.９６％ 福井県 ９.９８％ 広島県 １０.００％ 

岩手県 ９.８４％ 山梨県 ９.９６％ 山口県 １０.１８％ 

宮城県 １０.０５％ 長野県 ９.７１％ 徳島県 １０.２８％ 

秋田県 １０.１３％ 岐阜県 ９.９１％ 香川県 １０.２３％ 

山形県 １０.０４％ 静岡県 ９.７７％ 愛媛県 １０.１０％ 

福島県 ９.７９％ 愛知県 ９.９０％ 高知県 １０.１４％ 

茨城県 ９.９０％ 三重県 ９.９０％ 福岡県 １０.２３％ 

栃木県 ９.９２％ 滋賀県 ９.８４％ 佐賀県 １０.６１％ 

群馬県 ９.９１％ 京都府 １０.０２％ 長崎県 １０.２０％ 

埼玉県 ９.８５％ 大阪府 １０.１７％ 熊本県 １０.１３％ 

千葉県 ９.８９％ 兵庫県 １０.１０％ 大分県 １０.２６％ 

東京都 ９.９０％ 奈良県 １０.０３％ 宮崎県 ９.９７％ 

神奈川県 ９.９３％ 和歌山県 １０.０８％ 鹿児島県 １０.１１％ 

新潟県 ９.６３％ 鳥取県 ９.９６％ 沖縄県 ９.９３％ 

富山県 ９.８１％ 島根県 １０.１３％   

 

 

 

 

 

 

 

全国一律 １.５７％（１.６５％から変更） 
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平成30 年３月分からの協会けんぽの保険料率 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年１回、３月分（４月納付

分）から適用される保険料率の見直しを行っています。 

平成30年３月分（４月納付分）から適用される保険料率は、次のように決定されました。 

平成30 年３月分(４月納付分)からの協会けんぽの保険料率 

〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率（後期高齢者支援金等に充てる分）」と「基本保険料率（協会けんぽの加入者

に対する医療給付、保健事業等に充てる分）」から構成されています。これは、後期高齢者医療制度への支援等について、理解を

深めるために設けられている区分です。平成30年３月分からは、「特定保険料率」は全国一律で３.６１％（３.７３％から変更）

とされ、「基本保険料率」は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます。 

例）例）例）例）東京都の場合東京都の場合東京都の場合東京都の場合：都道府県単位保険料率９.９０％（うち、特定保険料率３.６１％、基本保険料率６.２９％） 

２２２２．．．．介護保険料率介護保険料率介護保険料率介護保険料率    

※ 健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40歳以上65歳未満の

方（介護保険第２号被保険者である健康保険の被保険者）については、「その額＋介護保険料率によって計算した額」

となります。 

☆ ３月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの設定の変

更、または手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。 

注）健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合が

あります。所属する組合の規約等をご確認ください。 



「働き方改革」って実際進んで「働き方改革」って実際進んで「働き方改革」って実際進んで「働き方改革」って実際進んでいいいいるるるるのののの？？？？ 

 

◆企業における「働き方改革」の実態は？◆企業における「働き方改革」の実態は？◆企業における「働き方改革」の実態は？◆企業における「働き方改革」の実態は？    

政府が推進する「働き方改革」の名の下に、様々な方面

で「働き方」の見直しが進められており、国の動きや企業

事例などがメディアでも多く取り上げられています。その

一方で、実態が伴っていない「働き方改革」に対する批判

や課題も叫ばれているところですが、「働き方改革」は、実

際、企業ではどのように受け止められているのでしょうか。 

 

◆必要性は感じているが取り組んでいない企業も必要性は感じているが取り組んでいない企業も必要性は感じているが取り組んでいない企業も必要性は感じているが取り組んでいない企業も    

株式会社オデッセイが、全国の人事部門または「働き方

改革」に係わる部門に所属している方を対象に実施した「働

き方改革に関する意識アンケート」の結果によると、約8

割が、「働き方改革」の必要性を感じていると回答しました

が、実際に「働き方改革」に取り組んでいるのは約5割と

いう結果になったそうです。 

 

◆労働時間の改善、休暇取得促進への取組みが中心◆労働時間の改善、休暇取得促進への取組みが中心◆労働時間の改善、休暇取得促進への取組みが中心◆労働時間の改善、休暇取得促進への取組みが中心    

「働き方改革」の具体的な施策として取り組んでいるこ

とで最も回答が多かったものは、「労働時間の見直しや改善」

となっており、「休暇取得の促進」が続いています。 

「女性の働きやすい環境作り」と「育児・介護中の社員が

働きやすい環境作り」という回答も多く集まり、女性を支

援する施策に取り組んでいる企業も多いことがわかります。 

 

◆◆◆◆実現にはまだまだ課題も実現にはまだまだ課題も実現にはまだまだ課題も実現にはまだまだ課題も    

また、株式会社リクルートマネジメントソリューション

ズが、企業の人事制度の企画・運営および「働き方改革」

推進責任者を対象に実施した「『働き方改革』の推進に関す

る実態調査」の結果によると、「働き方改革」推進上の課題

として、「社外を含めた商習慣を変える難しさ」を挙げる回

答が62.1%と最も多く、「現場や他部署との連携が難しい」

（54.0%）、「マネジメント難度上昇への懸念」（50.3%）が

続いています。 

 

◆自社の現状を踏まえて適切な対応を◆自社の現状を踏まえて適切な対応を◆自社の現状を踏まえて適切な対応を◆自社の現状を踏まえて適切な対応を    

人材確保や従業員のメンタルヘルス対策等の面からも、

企業の「働き方改革」に対する取組みは今後も重要性が増

すでしょう。自社の現状を見極めながら適切な対応を考え

ていきたいところです。 

    

国内国内国内国内で雇用される外国人数が過去最高で雇用される外国人数が過去最高で雇用される外国人数が過去最高で雇用される外国人数が過去最高 

 

◆外国人雇用状況の届出制度◆外国人雇用状況の届出制度◆外国人雇用状況の届出制度◆外国人雇用状況の届出制度    

雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や

再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労

働者の雇入れおよび離職時に、氏名、在留資格、在留期間

などを確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出る

ことが義務付けられています。 届出の対象は、事業主に雇

用される外国人労働者（特別永住者、在留資格「外交」・「公

用」の者を除く） です。 

以下の集計数値は、平成29年10月末時点で事業主から

提出のあった届出件数を基にしています。 

 

◆外国人雇用状況の概要◆外国人雇用状況の概要◆外国人雇用状況の概要◆外国人雇用状況の概要    

日本での外国人労働者数は127万8,670人で、前年同期

比で19万4,901人（18.0％）増加し、過去最高を記録し

ました。増加の要因として挙げられるのは、「高度外国人材

や留学生の受入れが進んでいること」「永住者や日本人の配

偶者等の身分に基づく在留資格者々の就労が進んでいるこ

と」「技能実習制度の活用が進んでいること」等です。 

最も多い国籍は中国の37万2,263人で、全体の29.1％

を占めています。続いて、ベトナム（240,259人、18.8％）、

フィリピン（146,798人、11.5％）となっています。 

在留資格別では、身分に基づく在留資格の45万9,132

人（35.9％）が最も多く、資格外活動（留学）（25万9,604

人、20.3％）、技能実習（25万7,788人、20.2％）、専門的・

技術的分野（23万8,412人、18.6％）、と続いています。 

 

◆事業所の状況◆事業所の状況◆事業所の状況◆事業所の状況    

外国人を雇用している事業所は、全国で19万4,595カ

所あります。前年同期比で2万1,797カ所増え、こちらも

過去最高を更新しました。都道府県別では、東京都（5万

4,020カ所、27.8％）が最も多く、愛知県（1万5,625カ

所、8.0％）、大阪府（1万2,926カ所、6.6％）、神奈川県

（1万2,602か所、6.5％）、埼玉県（9,103カ所、4.7％）

と続いています。 

 

◆産業別の状況◆産業別の状況◆産業別の状況◆産業別の状況    

産業別では、製造業が最も多く、外国人労働者全体の

30.2％が就労していますなお、建設業およびサービス業の

外国人労働者は減少傾向にあります。 

    

    



どう変わるどう変わるどう変わるどう変わる？？？？    平成平成平成平成 30303030 年度以降の年度以降の年度以降の年度以降の「「「「キャリキャリキャリキャリ
アアップ助成金アアップ助成金アアップ助成金アアップ助成金」」」」    

 

◆「キャリアアップ助成金」とは？◆「キャリアアップ助成金」とは？◆「キャリアアップ助成金」とは？◆「キャリアアップ助成金」とは？    

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働

者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企

業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化や人

材育成等の取組みを実施した事業主に対して助成される制

度ですが、平成30年度から改正が行われる予定です。 

 

◆改正内容は？◆改正内容は？◆改正内容は？◆改正内容は？    

【正社員化コース正社員化コース正社員化コース正社員化コース】（拡充・支給要件の追加） 

有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等へ

の転換等について助成するものです。改正により、1年度

1事業所当たりの支給申請上限人数を15人から20人に拡

充します。 

また、支給要件に、①正規雇用等へ転換した際、転換前

の6カ月と転換後の6カ月の賃金総額を比較して、5％以

上増額していること、②有期契約労働者からの転換の場合、

対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年

以下に限ること、が追加されます。 

【人材育成コース人材育成コース人材育成コース人材育成コース】（整理統合） 

有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対し

て助成するものでしたが、改正により、人材開発支援助成

金に統合されます。 

【賃金規定等共通化コース賃金規定等共通化コース賃金規定等共通化コース賃金規定等共通化コース】（新規加算措置） 

有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定

等を新たに規定し、適用した場合に助成するものです。①

事業所当たり57万円（生産性要件を満たした場合72万円）

助成されますが、新たに加算措置が設けられます。 

【諸手当制度共通化コース諸手当制度共通化コース諸手当制度共通化コース諸手当制度共通化コース】（新規加算措置） 

 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手

当制度を新たに設け、適用した場合に、1事業所当たり38

万円（生産性要件を満たした場合48万円）が助成するも

のですが、新たに加算措置が設けられます。 

 

◆予算成立等が前提◆予算成立等が前提◆予算成立等が前提◆予算成立等が前提    

上記の改正は、平成30年度予算の成立および雇用保険

法施行規則の改正が前提となるため、今後変更される可能

性がありますので、ご注意ください。 

    

    

労働損失は“うつ”より大きい！労働損失は“うつ”より大きい！労働損失は“うつ”より大きい！労働損失は“うつ”より大きい！    

「腰痛対策」について考えてみよう「腰痛対策」について考えてみよう「腰痛対策」について考えてみよう「腰痛対策」について考えてみよう    

 

◆「腰痛・首の痛み」は最も労働損失を生じさせる◆「腰痛・首の痛み」は最も労働損失を生じさせる◆「腰痛・首の痛み」は最も労働損失を生じさせる◆「腰痛・首の痛み」は最も労働損失を生じさせる    

腰痛・肩こりを訴える方は多く、国民の訴える愁訴の1・

2位を占めると言われています。「たかが…」と甘く考えて

はいけません。慢性疾患による労働損失調査によると、世

代を問わず最も就労に影響を与えるのが腰痛・首の痛みで

あり、特に30代では約3割もの人が、業務に差障りがあ

ると回答しています。また、腰痛・首の痛みが生じさせる

労働損失は、うつ・不安・意欲障害よりも大きいと試算さ

れていますので、職場としても対策を行い、腰痛を減らし

ていくことが重要です。 

 

◆朝・昼◆朝・昼◆朝・昼◆朝・昼2222 回のストレッチが効果的回のストレッチが効果的回のストレッチが効果的回のストレッチが効果的    

腰痛で多い「ギックリ腰」や「椎間板ヘルニア」を防ぐ

ためには、崩れた筋肉骨格のバランスを正すことが大切で

す。ギックリ腰の発生は9～11時台、昼休憩後の14～15

時台に多いというデータがあります。その時間帯の前、例

えば朝（始業時）と昼休憩時に、腰を反らすといった簡単

なストレッチを行って体のバランスを整えるだけでも効果

があります。とはいえ、職場でのストレッチは周囲の目が

気になるという声もあります。個人に対策を求めるのでは

なく、部署単位でストレッチの重要性を理解し実践するこ

とで、仕事の合間にストレッチがしやすくなり腰痛の発生

件数が減ったという例もありますので、参考にしてみては

いかがでしょうか。 

 

◆早期の職場復帰が有効◆早期の職場復帰が有効◆早期の職場復帰が有効◆早期の職場復帰が有効    

腰痛が起こった場合に、整形外科や産業医学では休養を

勧めることが多いようです。しかし、近時は、安易に休む

のではなく、少しでも動けるようになったら、軽作業から

であってもできるだけ早期に職場復帰することが大事だと

言われるようになってきました。 

「また痛くなるのでは」との不安や恐怖心が予後を悪くす

るとも言われます。できる範囲で働いてもらうことで、治

療の面でも大きな効果があると言えそうです。 

 腰痛健康診断に対しては助成金もあります。弊社でも支

給申請実績がありますので、ご関心があるようでしたらぜ

ひお問い合わせください。 

 



 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆あとがき◆◆あとがき◆◆あとがき◆◆あとがき◆    新事務所に移転したことの大きな理由に、人材の確保があります。ハローワークでの求人が功を奏新事務所に移転したことの大きな理由に、人材の確保があります。ハローワークでの求人が功を奏新事務所に移転したことの大きな理由に、人材の確保があります。ハローワークでの求人が功を奏新事務所に移転したことの大きな理由に、人材の確保があります。ハローワークでの求人が功を奏

し、３月、４月、５月に１名ずつ入社予定です。し、３月、４月、５月に１名ずつ入社予定です。し、３月、４月、５月に１名ずつ入社予定です。し、３月、４月、５月に１名ずつ入社予定です。次のステージを目指し発展途上ですが、引き続きご支援賜ります次のステージを目指し発展途上ですが、引き続きご支援賜ります次のステージを目指し発展途上ですが、引き続きご支援賜ります次のステージを目指し発展途上ですが、引き続きご支援賜ります

よう、よろしくお願いいたします。お客様のご紹介を大歓迎いたします。よう、よろしくお願いいたします。お客様のご紹介を大歓迎いたします。よう、よろしくお願いいたします。お客様のご紹介を大歓迎いたします。よう、よろしくお願いいたします。お客様のご紹介を大歓迎いたします。    

お仕事 
カレンダー 

3 月 

副業・兼業の促進 ガイドラインの策定とモデル就業規則の改定 

厚生労働省がモデル就業規則を改定 副業・兼業に関する規定の整備などを実施 

厚生労働省から、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が公表されました。 

注目すべきは、これに合わせて、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」が改定されたことです。以下で、ポイ

ントを紹介しておきます。 

●●●●副業・兼業の促進に関するガイドラインの策定副業・兼業の促進に関するガイドラインの策定副業・兼業の促進に関するガイドラインの策定副業・兼業の促進に関するガイドラインの策定    

このガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である

とし、副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業

務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなけ

れば、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業

を認める方向で検討することを求めています。 

（副業・兼業）第●条 

１ 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。 

２ 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。 

３ 第１項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。 

① 労務提供上の支障がある場合 

② 企業秘密が漏洩する場合 

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 

④ 競業により、企業の利益を害する場合 

② その他 

平成 29 年１月施行の男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の規定に対応すべく、ハラスメントの禁止の規定が

整備されました。あわせて、性的指向・性自認に関するハラスメントを禁止する旨の規定も置かれました。 

その他、最近の制度改正に関する解説を充実させるなど、所要の整備が行われました。 

☆ 副業・兼業については、本条は、あくまでも副業・兼業に関する規定の一例であり、モデル就業規則については、

各企業において必ずこの規定例どおりの規定にしなければならないという性質のものではありません。ガイドライン

についても、現行の法令や解釈をまとめたものであり、副業・兼業の禁止を義務付けるものではありません。 

しかし、モデル就業規則が改定されることは滅多にありません。改定内容などを確認し、どのように対応するか、 

考える機会にしてみてはいかかでしょうか。 

3/12 ● 一括有期事業開始届の提出（建設業）  

主な対象事業：概算保険料160万円未満で、かつ請負金額が1億8,000万円未満の工事 

● 2 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

3/15 ● 所得税、個人住民税、個人事業税、贈与税の確定申告・納付期限 

3/31 ● 2 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● 個人事業者の消費税の確定申告 

● 2018 年1 月決算法人の確定申告と納税・2018 年7 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 4 月・7 月・10 月決算法人の消費税の中間申告 

お仕事 
カレンダー 

３月 

●●●●モデル就業規則の改定モデル就業規則の改定モデル就業規則の改定モデル就業規則の改定    

① 副業・兼業関係 

労働者の遵守事項として、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定がありましたが、この規定を削

除の上、次の規定が新設されました。 


