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お客さまに、ちょっと耳よりで、すごく役立つ、すこし役立つ情報をお届けいたします

今月のテーマ 「協会けんぽの保険料率が変わります」









平成 23 年 4 月以降の出産育児一時金制度について
介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント
ジョブ・カード制度の継続について
営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方について
平成 23 年分「給与所得の源泉徴収票」様式の変更
プライバシーマーク制度設置及び運営要領の改正
おススメの一冊「龍馬の如く」
雑学「風邪ウイルスを退治する薬はない」
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私たちは、企業と人財の発展を見守り、
適切なアドバイス＆サポートで、
お客さまのリクエストにお応えいたします
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協会けんぽの保険料率が変わります！
●健康保険、介護保険料率は上昇
健康保険の財政状況が厳しく、今年の保険料率も上がることが決定しました。今年の 3 月分から＇実際は 4 月支払い給
与から（変わります。全体の保険料の引き落としは、5 月 2 日＇月（の予定です。
上昇率は、全国平均で現在の 9.34％→9.50％へ上がります。引上げの最低は岩手県他 3 県の 0.13％、最高では佐賀
県および大分県において 0.19％の引上げとなっています。また、料率の最低は長野県の 9.39％、最高は北海道と佐賀県
の 9.60％です。健康管理でも有名な長野県は、引きあがった後も一番低い料率となっています。
また、介護保険＇40 歳から 64 歳まで（の料率も全国一律で 1.50％ → 1.51％ へと変更になりますのでご注意くださ
い。
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県

9.60％
9.51％
9.45％
9.50％
9.54％
9.45％
9.47％
9.44％
9.47％
9.47％
9.45％
9.44％
9.48％
9.49％
9.43％
9.44％
9.52％
9.50％
9.46％
9.39％
9.50％
9.43％
9.48％
9.48％

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

9.48％
9.50％
9.56％
9.52％
9.52％
9.51％
9.48％
9.51％
9.55％
9.53％
9.54％
9.56％
9.57％
9.51％
9.55％
9.58％
9.60％
9.53％
9.55％
9.57％
9.50％
9.51％
9.49％

※任意継続被保険者の方の上限については、平成 22 年度と同様の 28 万円となります。
※健康保険組合に加入している場合は、確認後にご連絡いたします。

●雇用保険料率は据え置き
雇用保険料率に関しては、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの雇用保険料率は前年度と変更はあり
ません。
一般の事業所で 15.5％＇事業主負担 9.5％＋労働者負担 6.0％（、建設業で 18.5％＇事業主負担 11.5％＋労働者負
担 7.0％（のままとなります。
ちなみに厚生年金保険に関しては、毎年 9 月に引き上げられることとなり、平成 29 年 9 月の 18.3％まで上がり続けま
す。今年 9 月からは 16.058％ → 16.412％へ変更します。
さらに、国民年金保険料は、平成 17 年度以降、毎年 280 円/月ずつ上昇し、平成 29 年度には
16,900 円で固定されることになっています。この額については物価指数等が勘案されることに
なっており、毎年、年初にその額が決定され発表されます。
平成 23 年度の国民年金保険料は月額 15,020 円と平成 22 年度に比べ 80 円減額されることが
決定しています。

 平成 23 年 4 月以降の出産育児一時金制度について
平成 23 年 4 月以降の出産育児一時金制度について、
「支給額」は引き続き 42 万円で、
「直接支払制度」につい
てはさらに改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し窓口での負担軽減が図られる見込
みです。

 介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント
厚生労働省は、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する「地
域包括ケアシステム」の実現に向けて種々の措置を講じようとするものです。

 ジョブ・カード制度の継続について
ジョブ・カード制度の関連事業について、より効率的・効果的な制度となるよう現行手法による事業を廃止・
見直しを行った上で、新たな枠組みへ移行するなどとし、平成 23 年度以降も「ジョブ・カード制度」が継続
されます。

 営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方について
刑事訴訟手続における営業秘密の内容を保護するための法的措置の在り方について、裁判所は、被害者等の申
出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるものとする等の検討
結果が公表されました。

 平成 23 年分「給与所得の源泉徴収票」様式の変更
平成 22 年度税制改正により、年齢 16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い源泉徴収票
の様式が変更されました。

 プライバシーマーク制度設置及び運営要領の改正
財団法人日本情報処理開発協会は、プライバシーマーク付与事業者が 1 万社を超え、制度創設当初と比べプラ
イバシーマークが果たす社会的責任が重くなったことを踏まえ、その運営要領等の改正(平成 23 年 3 月 1 日施
行予定)を行ない公表しています。

龍馬の如く

風邪ウイルスを退治する薬はない

茶谷 清志 著
昨年は、大河ドラマの影響もあり空前の龍馬ブーム。私
も土佐の海を見てみたい一人でもあります。
そんな龍馬ブームの前に、龍馬にかわって言葉を発信
していたのが著者の茶谷氏。最初に彼を知ったのはブロ

ここ最近は雨もほとんど降らず、乾燥した毎日が続いて
います。それに伴って猛威を振るうのが、風邪やインフル
エンザといった季節もの。皆様は体調を崩されていませ
んか？

グからでした。まるで、龍馬が現代社会を雲の上から見
ているかのように、的確に言葉を投げてくれました。
その茶谷氏がこの本を出した時に、ママチャリで京都か

実はこの風邪やウイルスを退治する薬はありません。
では病院で処方される薬は何なのか。
それはあくまで痛み止めや解熱剤といった抗生物質で
あり、弱った体を細菌から守るもの。ウイルス自体をどう
こうするものではなく、二次感染を防ぐ役割になっていま
す。
風邪の治療法は抗生物質に加え、さらに睡眠、栄養を
とることです。手洗い、うがいといった予防策は非常に大
切です。手洗いは、水で流すだけでも効果的と言われて
いますので、こまめに行いたいものです。
しかしそれよりも大切なのは、ウイルスや細菌に侵され
ても、それを悪化させない基礎体
力作りです。年々、基礎代謝も落
ちていきますので、よく寝て、よく
食べ、よく働き、よく休み、病気に
負けない強靭な体を作りましょう！

ら東京までやってきたのです。ちょうどお盆の 8 月 15 日に
東京駅丸の内口にお迎えに行きました。
会ってお話をすると、とても真摯な方で、少年時代から
貧しさの中で苦労を重ねていたエピソードを話していただ
きました。本にも書いてありますが、牛乳配達の途中で自
転車ごとこけてしまい、苦痛のどん
底にいたときに、龍馬が現れて言葉
をかけてくれたのがきっかけとのこと。
82 のメッセージが、心に響いてきま
す。ちなみに、表紙のタイトルは
武田双雲さんです。

「人事を尽くして天命を待つ」
「人事を尽くして天命を待つ」という言葉がある。これは全く至言で、私はいまも自分に時々この言葉を言い聞かせ
ている。日常、いろいろ面倒なことが起きる。だから迷いも起きるし、悲観もする、仕事に力が入らないこともある。こ
れは人間である以上避けられない。しかしその時私は、自分は是と信じてやっているのだから、あとは天命を待とう、
成果は人に決めてもらおう・・・こういう考え方でやっている。
小さな人間の知恵でいくら考えてみても、どうにもならない問題がたくさんありすぎる。だから迷うのは当たり前であ
る。そこに私は一つの諦観が必要だと思うのである。

出典【松下幸之助 一日一話】より

「トイレ掃除の効力」
あるタレントが、以前テレビでこう話していました。
「自分は、くだらない番組をやっていても視聴率が上がる。自分では面白いと思わないのに、小説を書くと売れる。
絵を描いても、いい画だって評価されて、美術館だとかに飾られたりする。映画も自分の楽しみの一つとして創って
いたら入賞してしまったり、グランプリで選ばれたりする。自分としては、好き勝手にやっているだけで、人よりも才能
があるとは思えない。でも、何をやっても全部評価されてしまう。おかしい。よく考えてみても、自分の才能でそれらを
やれるわけがない。
ただ、心当たりはたった一つだけある。それは、若いころ師匠に『トイレをきれいに掃除しろ』と言われ、三十年以上
ずっと掃除をやり続けてきた。ロケに行ったときなどは、公園のトイレがグチャグチャでも自分の使った後は必ず綺麗
にする。時には、隣のトイレまできれいにして出て来る時もある。もちろん、掃除道具を持って歩いているわけでもな
いのでトイレットペーパーがないトイレでは素手でもやる」
その方は、そういうことを三十年以上、ずっとやり続けてきたことだけに思い当たる節があるそうです。そして、彼は
今でもトイレ掃除をやり続けています。「自分は才能があるとは思わないのに、なぜかもてはやされる。何をやっても
評価を受けるのは、もしかしてトイレ掃除のせいかもしれない」と言っていたのです。今のような話を、テレビでたった
一度しゃべった人が、北野たけしさん。あのビートたけしさんというお話です。

先日は、予想以上の大雪の夜となりました。その前の日の雪がたいしたことが無かっ
たですので、すっかり油断してしまいました。雪で喜ぶのは子どもたちくらいですね。
写真は、自宅近所の神社の山です。どこか雪国の景色のようできれいだったので、
映してみました。
そんな最初の雪が降った日は、私の誕生日でした。だんだん大きな声で言いにくい
年齢になってきました。＇笑（スマップの歌ではありませんが、「あの頃の未来に僕らは
立っているのかな＇夜空のムコウ（」と感じます。自分が思い描いていた今の年齢って、
とても大人のイメージが強いんですよね。これはみなさんも感じるところは同じだと思
いますが、なかなか理想には追いつけない気がしています。
そんな風に自分の年齢を思っていたところ、かなり年上の先輩社労士さんと労働相談を担当しました。何度かご一
緒していますが、頭脳明晰、アドバイスも明瞭簡潔で、いつも勉強になっている方です。先日御歳を伺ったところ、今
年 82 歳になられるんだそうです。噂でお聞きしていましたが驚きました。ついでに驚いたことが、今はやりのスマート
フォンを持っているんです。これまたビックリ！さすがに使いこなすまではいかないようですが、その前向きな気持ち
に敬服しました。年齢などものともせず、更に精進しなければならないですね。今月もありがとうございます。
文責 福島

