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株式会社ビジネススタイリスト

大阪府大阪市中央区南船場2-4-8長堀ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ
TEL：06-6210-5635／FAX：06-6210-5638

【ビジストNews！】

　今年も年度末を迎えます。会社では異動など動きの多い時期ですが、皆様、然るべき手
続きはお済みでしょうか？

　掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。



全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率および介護保険料率は、

毎年3月分（4月納付分）から見直しが行われることになっており、今年も各

都道府県の料率が決定しました。今年は、各都道府県によって、引上げ・引

下げ・据え置きと対応が異なりますので、料率を確認し、徴収のタイミング

間違いや料率の変更漏れがないようにしましょう。

社会保険情報

3月分より協会けんぽの
健康保険料率が変更になります

March 2016

1.平成28年3月分からの
協会けんぽの健康保険料率

3.任意継続被保険者の上限額

協会けんぽの保険料率は、平成21年9月よ

り、全国一律の保険料率から、各都道府県支

部別の保険料率に変更されています。平成28

年3月分から適用される健康保険料率は下表

のとおりとなっています。

全都道府県のうち、もっとも高い保険料率

は佐賀県の10.33％、もっとも低い保険料率

は新潟県の9.79％となっており、佐賀県と新

潟県の保険料率には0.54％の開きがあります。

これらは都道府県の格差が大きくなり過ぎな

いように緩和措置が行われた結果の保険料率

ですが、今年度からその緩和措置が緩くなっ

たため、これまでよりも格差が広がっていま

す。

2.介護保険料率は変更なし

健康保険の資格を喪失した後も、一定の条

件を満たした人は手続きをすることで、これ

まで加入していた健康保険に任意で継続加入

することができる制度があります（任意継続

被保険者）。任意継続被保険者は、①資格を

喪失した時の標準報酬月額、②前年（1月か

ら3月までの標準報酬月額については、前々

年）の9月30日時点におけるすべての協会け

んぽの被保険者の標準報酬月額の平均額、の

いずれか少ない額が標準報酬月額となります。

この②の額について、平成28年度は28万円と

なりました。この額についても平成27年度と

変更はありません。

介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ

ますが、平成28年3月分からのものについて

は、変更はなく1.58％のままとなりました。

支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率

北海道 10.15% 東京都 9.96% 滋賀県 9.99% 香川県 10.15%

青森県 9.97% 神奈川県 9.97% 京都府 10.00% 愛媛県 10.03%

岩手県 9.93% 新潟県 9.79% 大阪府 10.07% 高知県 10.10%

宮城県 9.96% 富山県 9.83% 兵庫県 10.07% 福岡県 10.10%

秋田県 10.11% 石川県 9.99% 奈良県 9.97% 佐賀県 10.33%

山形県 10.00% 福井県 9.93% 和歌山県 10.00% 長崎県 10.12%

福島県 9.90% 山梨県 10.00% 鳥取県 9.96% 熊本県 10.10%

茨城県 9.92% 長野県 9.88% 島根県 10.09% 大分県 10.04%

栃木県 9.94% 岐阜県 9.93% 岡山県 10.10% 宮崎県 9.95%

群馬県 9.94% 静岡県 9.89% 広島県 10.04% 鹿児島県 10.06%

埼玉県 9.91% 愛知県 9.97% 山口県 10.13% 沖縄県 9.87%

千葉県 9.93% 三重県 9.93% 徳島県 10.18%

平成28年3月分からの健康保険料率（各都道府県支部別）

ビジネススタイリスト



このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを社労士とその顧問先の総務
部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

【ワンポイントアドバイス】
1. 健康診断結果の意見聴取、長時間労働による面接指導など企業にとって産業医の役割は重要であ

る。
2. 常時50人以上の事業場は平成28年11月30日までにストレスチェックを実施する義務があり、その

実施を報告するにあたって産業医の署名が必要である。
3. 健康診断の意見聴取、長時間労働者の面接指導については、産業医以外の医師でも対応は可能で

あるが、産業医が行うことが適当であるとされている。

重要性が高まる産業医の役割

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

当社では、先日来、中途社員が何人か入社したため、事業場の労働者数が50人以上
になっていました。50人以上になると、衛生管理者や産業医の選任が必要のような
ので、早急に対応を進めますが、この産業医にはどのようなことをお願いするので
しょうか？

総務部長
遂に50人以上の規模になられたのですね。産業医ですが、医学に関する専門的な知識
を必要とする以下の職務を行うこととされています。
①健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するため

の措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
②健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
③労働衛生教育に関すること。
④労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

社労士

そうですね。産業医の職務のうち、最近、注目されているものを3つほど挙げましょ
う。まず1つ目が健康診断を実施した結果、異常の所見があると診断された従業員に
ついて産業医の意見を聴くことになっています。

健康診断の結果を見せて、会社が対応すべきことがないかを確認するのですね。

このように考えると、産業医は従業員の健康維持にとって重要な存在ですね。

そのとおりです。そして、2つ目が長時間労働者への面接指導です。1ヶ月100時間以上
の時間外労働や休日労働があり、本人から疲労の蓄積があると申出があった場合に、
面接指導を行わなければなりません。

当社でも、残業の多い従業員がいますので、確実に運用ができるよう対応して
いきます。

最後に3つ目ですが、昨年12月にスタートしたストレスチェック制度に関する事項です。
実施後には、労働基準監督署へ報告することが義務付けられており、産業医にはストレ
スチェックの内容を把握し「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
に署名をしてもらうことになります。
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なるほど、当社もストレスチェックの実施が義務になりますので、どのように進める
のか、産業医の先生を交えて衛生委員会で検討することにします。

ビジネススタイリスト



March 2016労務管理情報

「ブラック企業」という言葉がすっかり定着し、就職活動の際にはブラック
企業をできるだけ避けようとする求職者の動きが見られます。企業としても自社
がブラック企業といわれないように細心の注意を払っているところもあるでしょ
う。厚生労働省としては、特に新規学卒時の労働トラブルは長い職業生活におい
て、その後のキャリア形成にも大きく影響を与えることから、できる限りのトラ
ブルを防止したいとしています。そこで、3月より改正青少年の雇用の促進等に
関する法律（若者雇用促進法）の一部を施行し、法令違反等をしている企業の新
卒者向けの求人票をハローワークで受理しないこと等の対応を進めています。

3月よりハローワークでの新卒者
の求人票が不受理となることが
あります

1.不受理となる求人票 2.職場情報の提供の義務化

企業としては、労働関係法令に違反していないか点検するとともに、応募者から求められ
たときに速やかに情報提供ができるよう、事前に準備を進めておきたいものです。

求人票が受理されないこととなる求人票は、

3月1日以降に以下の労働基準法をはじめとし

た労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を

受けたり、企業名を公表されたりした場合で、

新卒者等であることを条件としたものになり

ます。

① 労働基準法と最低賃金法に関する規定

・1年間に2回以上同一条項の違反につい

て是正勧告を受けている場合

・違法な長時間労働を繰り返している企

業として企業名公表された場合

・受理しないものとして指定された対象

条項の違反により送検され、公表され

た場合

② 男女雇用機会均等法と育児介護休業法に

関する規定

・法違反の是正を求める勧告に従わず公

表された場合

なお、①の対象になる条項には、労働条件

の明示（労働基準法第15条第1項及び第3項）

や、時間外、休日及び深夜の割増賃金（労働

基準法第37条第1項及び第3項）があります。

1.のほか、雇用のミスマッチや早期離職を

防ぐため、企業に募集・採用に関する状況等

の幅広い情報を積極的に提供するように求め

ています。また、応募者から求めがあった場

合は、以下の3類型のうち1つ以上の情報提供

をしなければならないとされています。

① 募集・採用に関する状況

[例]・直近3ヶ年度の採用者数及び

離職者数

・男女別の直近3ヶ年度の採用者数

・平均勤続年数

② 労働時間等に関する状況

[例]・前年度の所定外労働時間の実績

・前年度の有給休暇の取得状況

・前年度の育児休業の取得状況

・管理職の男女比

③ 職業能力の開発・向上に関する状況

[例]・研修の有無及びその内容

・自己啓発補助制度の有無及び

その内容
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可愛いランチいかがですか？(長堀橋) 
長堀橋・ランチで検索したかわいいお店に行ってきました。 

「ショーンザシープカフェ」羊のショーンをモチーフにしたカフェらしく、店内は 

販売雑貨や飾りなどでいっぱいです。私はショーンがよくわからずに面白そうと 

一人でランチに行ったのですが、その時は、お店の方が私の向かいの席に 

羊のぬいぐるみを座らせてくれ、一緒に食べてる？様な感じで、ほのぼの、 

かわいくってふふって感じでした。 

 

★★★ その後このお店の写真を、大西さんに見せたところ「ショーンやん！」と、 

テンションがあがったので『えっ？？大西さん知ってるの？ 

意外とキャラクター好きだった？』と驚き、２回目は一緒に行きました。 

ぬいぐるみと一緒に写真を撮る大西さんが、とっても可愛かったです★★★ 

長堀橋から直ぐのお店です。良かったら行ってみてください。 

癒されますよ。 
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ドリームマップ講座 
月 1回土曜に一般向けにドリームマップ講座を開催しています。ドリームマップとは 

夢や目標をビジュアル化したものです。画用紙に数年後のなりたい自分を写真や雑誌の切り

抜きをはりつけ、表現していきます。ファシリテーターの私が参加された方から、学んだり、刺激

をもらうことが多く、継続していくことのしんどさもありますが、やったあとの充実感が継続のモチ

ベーションです。前回も名古屋から「いいな！」と思ってすぐにネットで申し込み、参加してくれ

た方も（学校の先生をしている方でした） 広島、岡山など遠方からもたくさん来られます。 

初めてでできるのか？不安な気持ちが、午前中のワークを 

通して、いろんな自分に気づかれます。そして、いつの間にか 

なんだかとってもワクワクしてきて、あ、こんな自分がいたとか、 

新しい自分を発見したり、奥底にあった想いの発見など、 

みんなが自然と笑顔になれちゃいます。 

ご興味のある方、ピンと来た方、ぜひお越しください！ 

どんな人でもその人らしい未来を描くことが必ずできます。 

楽しいですよ♪ 申し込みは、「ドリームマップ」で検索を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大西 美佳 
（みかりん） 

磯部 西村 大西 平井 福永 

山本 尾崎 

東京オフィス 大阪オフィス 

尾崎 貴子 
（たかちゃん） 

３匹の子豚グラタン 

ショーン 

お知らせ 

3/11（金）大阪オフ

ィスは、社員研修

旅行のため終日業

務をお休みさせて

頂きます。 

宜しくお願い申し

上げます。 

実践型リーダーシップ研修５期は、定員に達しました為、募集を終了いたしました。次回も宜しくお願いいたします！ 
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今月の一冊 
海外では、スプリングクリーニングといって春は片づけをするのに良い季節なのだそうです。 

               日本でも年度が変わり、仕事や生活に節目を迎える時期でもあるので言い得ているなと感じ

ます。今月多くの片付けの本で出会ったのが、ドミニック・ホーロー著・笹根由恵訳「シンプ

ル・リスト」です。不要な物を捨てて空間を整える整理術ではなく、「自分の現在をみつめて、

将来の姿を思い描く羅針盤の役目を果たしてくれる」ためのリスト作りを指南しています。 

               本書では、本当の自分を知ること、シンプルに生きること、五感を磨くこと、不安や悩みから開

放されること、夢や願望をかなえることなど、９項目 61 リストを紹介。 

1つ 1つは短いキーワードで表すものの、書き出すとなるとかなりの労力です。 

しかし、今自分にとって「ピピッ」ときた項目からリスト化していくだけでも 

十分意味あることだと感じました。そして 61 リスト化できたときには、 

本当に自分が何を大切に望んでいるのかが見えてくる・・・。 

楽しみにも思えてきました。 

                

 

犬好き 
私は犬が好きです。幼少のころから実家では大型犬を主に飼っていました。シェパードは２

回続けて飼い、ボクサー、紀州犬、甲斐犬とその他雑種もいろいろと飼っていました。父が大

型犬が好きで一度はドーベルマンを飼いたいと言いましたが、近所の人に噛みついたりしたら

大変だからと却下されていました。私としては小さいうちはかわいいのですが、大きくなると大

型犬は私の体重ではうまくコントロールし、散歩ができなくなります。父のみが 

特殊なリードで散歩するので、大きくならなければいいのにと思っていました。 

 一度、ボクサーを散歩させていて、リードから離れて、どんどんどこかへ 

走っていってしまったことがあり、大泣きして家に帰りました。翌日犬は戻って 

きましたが、大変悲しかったのを覚えています。 

 自宅を持ったら、自分の家で小型犬を飼いたいというのが子供のころの夢 

でした。昨今の愛犬ブームで子犬をアクセサリーのように扱う人達をみて、犬を 

飼うのを躊躇していましたが、友人が飼った犬を見て飼いたいと強く思います。 

磯部 和代 
（かずよちゃん） 

ちょっと前ですが・・・ 
 

先日のバレンタインのことを書かせていただきます。 

我が家の娘は、本命よりも友チョコに大忙しでして、今年は、チョコのカップケーキとチーズケ

ーキの 2種類を作っておりました。数は、全部で 20人分。それを配り回り交換していました。 

みんなそれぞれ作るものはバラバラで、ラッピングも楽しみの一つです。 

それを嬉しそうに並べ家族に見せびらかしながら「太るわ～」と言いながら、 

２日余りで全部一人で平らげました。まだまだ、花より団子なんですね。 

 

私も、娘が作り終わるのを見届け、お世話になっている方にチョコパイを作りました。 

慌て作り、かなり不恰好な仕上がりだったので、写真には恥ずかしくて残せませんでしたが、

愛情はたっぷり入れておきました。 

次は、ホワイトデーに向けて何を作ろうか考え中です。 
 
        

山本 みどり 
（みどりちゃん） 

西村 眞理 
（にしむらさ～ん） 
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