カレンダー探訪記〜⽇々のスパイスに〜

榎本

This Monthly Paper that connects the Clients and AI-Jimusho
2015

●10⽉16⽇『世界⾷糧デー』
1979年の国連⾷糧農業機関（ＦＡＯ）総会決議に基づいて、1981年からＦＡＯが設⽴された10⽉16⽇を世界
共通の世界⾷糧デーと定めました。開発途上国の飢餓や⾷糧問題について考えて、「すべての⼈に⾷料を」を現
実のものにすることを⽬的とします。
ここ数年は⽇本でも異常気象と⾔われ、台⾵や豪⾬などで農作物が不作というニュースもよく⽿にします。つ
い先⽇も集中豪⾬による河川の氾濫があり、茨城県や栃⽊県の農作物に多くの被害がありました。世界的にも異
常気象が各地で報告されています。開発途上国での⼩規模な農業の場合、⽔害などが発⽣すると死活問題になり
かねません。直接的に効果が現れるわけではないですが、私たちも飢餓に苦しんでいる⼈たちに何か出来ること
はあるのか？ということを考えてみてはいかがでしょう。
最近では利便性や⻑期保存などを優先して、添加物を多く含んだ⾷べ物をよく⽬にします。⼿軽で⻑持ちする
のは現代の⽣活スタイルには⽋かせないことですが、保存料や合成着⾊料というのは体内で消化しにくい物質が
多く、体に残ってしまったり、消化するにしても⾝体への負担が⼤きくなります。出来れば⾷物の素材が⽣きる
ようなシンプルな料理をいただきたいですね。
「天⾼く ⾺肥ゆる秋」と、この季節は⾔われますが秋は美味しいものが数多く出回ります。秋⼑⿂や栗、きの
こ類や果物など挙げだしたらキリがありません。松茸などの⾼価なものにはなかなか⼿が出せませんが、脂の
乗った秋⼑⿂やホクホクに炊いてある栗ご飯などを⾃然の恵みに感謝して美味しくいただき、⾷糧難で苦しむこ
とのない世界が訪れることを願いたいものです。

ぶらりゆらり⼤⼈の休⽇
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●久保⽥⼀⽵美術館を訪ねて
⼗数年前テレビ番組で、染⾊家久保⽥⼀⽵⽒の「⼀
⽵辻が花染」の総絞りの着物と製作の様⼦を観て、そ
の繊細な⾊彩と細やかな作業に⼤変感銘を受けました。
その⼀⽵⽒の作品が展⽰してある美術館が、富⼠⼭
や河⼝湖が⼀望できる湖畔にあります。
辻が花染めは「縫締絞り」という絞り染めで幻の染
物と⾔われていたそうです。実際の⼨法よりも⼤きめ
に仕⽴てられた⽩絹の着物に下絵を描き、その着物を
⼀度解き、下絵に沿って⽣地⼀⾯に⼩指の先ぐらいの
てるてる坊主を作るように⽷を通し絞り、そのてるて
る坊主の頭に⾊付けをし、防染、蒸し、⽔洗い、⽷切
り・⽷抜きの作業をした後で仕⽴て直して完成。完成
までに1年を要すると説明にありました。
室町時代頃までは⼤変⼈気のある染物でしたが、江
⼾初期ごろ、より⾃由に多⾊を使い、絵画的に表現が
出来る「友禅染め」の出現により衰退してきたと⾔わ
れています。⼿間ひまの掛かる製作過程を⾒て納得で
きました。

Memberʼs Voice

美術館本館には秋から冬にかかる富⼠⼭と⾃然の⾵
景を描いた連作の着物が37枚展⽰してありました。
深い味わいのある⾊彩と⼀枚として同じ絞り模様のな
い作品が素晴らしかったです。
美術館は本館、新館、ギャラリーと庭園があり、⽒
の作品ばかりでなく⽒のコレクションの蜻蛉⽟（とん
ぼだま）なども展⽰してあり独特の雰囲気を醸し出し
ています。庭園は夏の深い緑の中に⾶⿓の滝があり、
静かに落ちる⽔の⾳が暑さを忘れさせてくれました。
秋の紅葉はまた格別だろうと思います。夫々の季節に
訪ねて美術館を⾒学のあと散策路を歩いてみるのも良
いでしょうね。（美術館内部の写真はHPより引⽤）

「本とコーヒーと知的好奇⼼の旅へ」

星⼭

普段は活字嫌いであまり本を読まない私も、センチメンタルな秋⾵が頬をかすめる季節になると、不思議と読んでみ
るかという気持ちになり、無意識のうちに本屋へ出かけてしまいます。しかし⽇頃からジャンケンの勝率も、くじ運も
最⾼に悪い私は、ついつまらない本ばかり選んで買ってしまいます。眠気と退屈を押さえ込み、コーヒーを飲みながら
最後に⾯⽩くなるという奇跡を信じ読み進めているうちに、読書そのものが嫌になり毎年挫折を繰り返していました。
しかしある時からその傾向ががらりと変わりました。単純なことです。そういう本に固執するのは時間の無駄なので
即座に読むのを⽌めて捨てることにしたのです。スポーツでも「もうダメだ」と思ったときに無理をすると、体を壊し
てしまい選⼿⽣命を絶たれてしまうことすらあります。もちろん、最後まで読み切るほうがかっこいいかも知れません。
つまらない中にも何か１つくらいは得るものはあるかも知れません。しかしそんなことを考えていたら前に進みません。
世の中には、相性が悪い⼈と同じ数だけ相性が悪い本があります。⾝の丈に合わない本や、今は読むタイミングではない本も
無数にあります。最後まで読まなくてはという妙な義務感を捨てることこそが、本を好きになるキッカケになるかも知れません。

【今⽉号のLINE UP】
・＜特集＞厚⽣年⾦・共済年⾦の⼀元化（後）
・ネコでもわかる⼈事労務基礎講座
・経営者のための「9つの⼒」「マイナンバー⼒⑦」
・カレンダー探訪記「10⽉16⽇『世界⾷糧デー』」
・ぶらりゆらり⼤⼈の 休⽇「久保⽥⼀⽵美術館を訪ねて」
・Member’s Voice「本とコーヒーと知的好奇⼼の旅へ」

笠森観⾳（2015.09.19）

千葉県の⻑⽣郡にある笠森寺の観⾳堂を⾒学し
てきました。⼭上に材⽊を組み合わせた建築様式は

「四⽅懸造（しほうかけづくり）」といい、国内で
唯⼀だそうです。観⾳堂から眺めた景⾊は爽快で周
辺は深い⾃然林に囲まれています。
秋晴れの休⽇におすすめのスポットです。
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＜特集＞ 厚⽣年⾦・共済年⾦の⼀元化（後）

10⽉1⽇、いよいよ厚⽣年⾦と共済年⾦が⼀元化されます。あたらしい年⾦請求書が発表されるなど具体的な
⼿続きも明らかになってきました。先⽉に続き⼀元化の詳細を採りあげますが、とくに今⽉号は、共済年⾦の
内容に厚⽣年⾦を統⼀する改正事項にスポットをあてていきたいと思います。

●共済年⾦の内容に厚⽣年⾦を統⼀する主要改正事項
改正事項
1.同月得喪の被保険者期間の取扱い

厚生年金

共済年金

1ヶ⽉

0ヶ⽉(カウントしない)

100円単位

2.年金額の端数処理
3.年金振込時の端数処理

1円未満切捨て

4.年金額改定時期の変更

資格喪失⽇から1カ⽉

共済年⾦
の内容へ
揃える

1円単位
2⽉に端数⼀括振込
退職⽇から1カ⽉

解説 実務に影響が出てくるのは同⽉得喪(同じ⽉に被保険者の資格を取得、喪失すること)の取扱いでしょう。
従来は厚⽣年⾦の保険料を1ヶ⽉分控除していたものが、10⽉以降は原則保険料を控除しないことになるため、
注意が必要です。その他の事項についていえば、端数処理や振込の時点で有利・不利が⽣じていた問題について
公平性を⽬指した改正といえそうです。
●⼀元化によって通算される期間と通算されない期間
⼀元化によって、それまで単独の期間で扱っていたものが通算されるようになります。⼀⽅で、⼀元化以降も
通算されない部分もあります。年⾦額に影響がでてくる主なケースについて項⽬を整理してみました。

通算される期間
・特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦の必要期間(1年)
・加給年⾦、振替加算の必要期間(20年)
・中⾼齢寡婦加算の必要期間(20年)
※（ ）は原則の必要年数

通算されない期間
・中⾼齢短縮特例の受給資格期間(15〜20年)
・⻑期加⼊特例の必要期間(44年)
・定額部分の40年上限

共済年⾦

共済年⾦＋厚⽣年⾦（10ヶ⽉分）

本来、65歳未満の年⾦を受給する
ためには、1年以上の加⼊期間が必要
です。⼀元化前は厚⽣年⾦部分が1年
未満だと65歳からの⽀給でした。
これが⼀元化で期間通算されること
によって1年以上になる場合、その分
の年⾦が受け取れるようになります。

●問答有⽤Q&A 【Q】⼀元化によって請求の⼿続きはどのように変わりますか
【Ａ】今回の⼀元化によって⼿続上もっともかわるの
は、「ワンストップサービス」が実現することです。
従来は厚⽣年⾦は年⾦事務所、共済年⾦は各共済組合
に請求する必要がありました。
これが⼀元化によって、厚⽣年⾦・共済年⾦の複数の
期間を有する⼈でも1ヶ所の実施機関(年⾦事務所・共済
組合)に請求すればよいことになります。
受け付けた請求書は年⾦給付にかかる期間に応じて各
実施機関に回送され通知書の送付や年⾦の振込みが⾏わ

登場
⼈物

おばあさん⇒⻑年、総務や⼈事の仕
事に携わり、現在は社労⼠の資格を
取得し社労⼠事務所で働いている。

れます。
ただし、ワンストップサービスにはそぐわない年⾦に
ついては、従来どおりの⼿続きを踏襲するケースもあり
ます。(障害年⾦、特定警察職員等)
また、⼿続きの話ではありませんが、共済独⾃の「職
域部分」が「年⾦払い退職給付」に移⾏する改正など、
内容を変えて存続する制度もあります。該当される⽅は
ご注意ください。

星⼭

クロ（猫）⇒昔、河原に捨てられているところを
おばあさんに拾われて以来なついてしまった。何
をやっても⻑続きしない性格で、現在求職中。

●電⾞遅延して、ただの紙切れ貰うために⾏列に並ぶより、早起きする⽅が賢い⽣き⽅やね！
クロ「すんません、店⻑！電⾞が遅れました！
(はいっ、遅延証明書！)」
店⻑「ドアホ!! 毎度毎度5分10分ちょこちょこちょこちょこ
遅刻しさらって！もう我慢の限界や！こんなんオマエの⾃
覚次第でどうにかなる問題ちゃうんか!?なぁにがいっちょま
えに遅延証明書じゃ！これ⾒せられて、ワシは⼀体どうし
たらええねん!?ハハー。参りました、って⾔えばええんか!?
ハハー。参りました、クロ様。遅刻してもかめへんで〜！
……なわけあるか、ボケ！⻩⾨様の印籠とちゃうでぇ！」
クロ「店⻑、今⽇は…いや、今⽇もホンマですねん！ドア
の故障と、信号機の故障と、そのあと急病⼈が出て…
次の駅で落し物の拾得作業も…(ｶｸｶｸｼｶｼﾞｶ…)」
店⻑「シャラップ！シャー、ラップ、や！あかんあかん！オ
マエのしょーもない⾔い訳きくのホンマ時間の無駄や！ホラ
この就業規則、⽬ぇかっぽじって⾒てみい。遅刻3回につき、
1⽇⽋勤として扱うとしっかり書かれとるな!?今⽇で今⽉15
回⽬の遅刻やから5⽇⽋勤や！腐った根性叩き直さんと毎⽇
タダ働きになってまうでぇ！まさにタイムイズマネーや！」
クロ「ええー… … … … … … … … … … 」
―ここは⼤阪ミナミ―
おば「クロ、串カツ屋でのアルバイトは慣れてきたかい!?」
クロ「あんな店やめたるわ！汗⽔垂らして労働した結晶が
ヤクザまがいの給料強盗に盗られたんや！ (ｶｸｶｸｼｶｼﾞｶ…)」

おば「それはおかしいね。確かに、制裁としての減給は、就
業規則に規定すればできるけど、①1つの事案について3ヶ⽉の
給料の平均を取ってそれを⽇割りした額の半分まで、②給料総
額の10分の1まで、っていう2つの制限があるんだよ。」
クロ「ほなら遅刻3回に対して、0.5⽇分×3回＝1.5⽇分までは
減給できるから、1⽇⽋勤にするんもOKっちゅうことなん？」
おば「いいや、この会社では2回⽬までの遅刻は制裁せず、3回
⽬で初めて制裁事由が成り⽴つという考え⽅みたいだし、3回
で1事案として、0.5⽇分の減給しかできないだろうね。」
クロ「っちゅうことは15回遅刻しても、5事案×0.5⽇分＝2.5
⽇分までしか減給したらあかんのに、5⽇⽋勤って…めっちゃ
不当な扱い受けとるやん!!ちゃんと遅延証明諸も出してんの
に！そや…警察と弁護⼠と労基署と労働組合に相談や!!」
おば「コラ！もともとクロが悪いんでしょ！毎朝ギリギリまで
寝て！遅延証明書だってどう取り扱うかは会社次第なんだよ。
それを出せば遅刻にしたらダメっていう法律もないしね。」
クロ「そんな殺⽣な… … … … … …動物虐待や……」
おば「それと減給の合計額が給与の10分の1を超える場合は、
超過分は翌⽉以降に繰り越されるよ。もちろん制裁としての減
給とは別に、遅刻して労務の提供がなされなかった時間は、
ノーワーク・ノーペイの原則で遅刻控除もされるからね。 」
クロ「減給された上、遅刻控除なんて…Wネコパンチや…もう
猫やめて串カツになりたいわ……串カツは2度漬け禁⽌や!! 」

経営者のための「9つの⼒」

⼀元化以降、期間通算によって受給権が発⽣するケース
65歳未満で共済年⾦をもらっている⼈が
10ヶ⽉の厚⽣年⾦期間を有していると･･･
⼀元化(H27.10.1)

ネコでもわかる⼈事労務基礎講座

三倉

福島

会社の成⻑戦略を進めていく中で、これだけはおさえておくと、きっと社⻑の⼒になれる！というものをピック
アップしていきます。ぜひ、貴社のスタイルと照らし合わせてみてください。

●マイナンバー⼒⑦ 「実際に、どのようにマイナンバーを取得するのか」
まもなく、みなさんの住所宛にマイナンバーの通知
カードが届くことになります。会社としては、個⼈の
番号を収集する義務が課せられています。
では、実際にはどのように番号を収集取得すればよ
いのか。このお問い合わせが次第に増えてまいりまし
たのでまとめてみます。
まず、取得⽅法としては3種類が考えられます。
1.取得から廃棄までの管理をすべて紙様式で⾏う
2.取得から廃棄までの管理をすべてクラウド・シス
テム等で⾏う
3.取得は紙で⾏うが、それ以降はクラウド・システ
ム等で⾏う
会社の規模や対応する担当者の⽅の負担などを考え
て、3つのパターンが想定できます。

別途お客さまにはご案内を出させていただきますが、
従業員数が多くなければ紙での取得、紙では煩雑にな
ればベンダーのシステムを使⽤することが選択される
かと思います。
紙での取得の場合、弊所作成のシートをお送りいた
しますのでご活⽤いただければと考えております。
また、マイナンバーセミナーの開催についてもご要
望をいただいておりますが、10⽉29⽇（⽊）に、東京
都社会保険労務⼠会主催の無料セミナーが開催される
予定となっており、そこで福島がお話をさせていただ
きます。会場は、JR御茶ノ⽔駅が最寄りとなります。
正式なご案内はこれからですが、ぜひそちらにも⾜
を運んでいただけましたら幸いです。

