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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！】

　4月は入学、就職、転勤等、新生活が始まる季節です。
　夢と希望に満ち溢れているこの時期、心も新たにがんばっていきたいと思います。

　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。



雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直し

が行われることになっています。平成28年度の保険料率についても審議が

重ねられ、平成27年度と比べ引き下げられる予定となっています。

社会保険情報

平成28年度の雇用保険料率は
引き下げられる見込みに
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1.平成28年度の雇用保険料率

3.介護休業給付の給付率引き上げ

平成28年度の雇用保険料率については、国

会に改正法案が提出されており、この法案成

立後に決定となります。具体的な料率は下表

のとおりです。労使折半で負担する失業等給

付の保険料率は労使双方で1/1,000ずつ、事

業主が全額負担する雇用保険二事業の保険料

率は0.5/1,000の引下げが予定されています。

2.雇用保険被保険者の対象拡大

その他、近年、社会的な問題として関心が

高まっている介護休業に関する改正も予定さ

れています。具体的には、介護休業を取得し

た際に被保険者に支給される介護休業給付の

給付率を賃金の40％から67％に引き上げると

いうものです。これは平成28年8月1日施行に

向け、議論が進められています。

※本記事は、平成28年3月15日の情報に基づきます。

今回の保険料率の変更と併せて、現状では

被保険者とはならない65歳以降に新たに雇用

される人についても、平成29年1月1日から雇

用保険の被保険者とするという内容が改正法

案に盛り込まれています。さらに、平成32年

度からは、4月1日現在で64歳以上の被保険者

を対象に行われている雇用保険料の免除につ

いて、制度廃止が予定されています。高年齢

者を多く活用している事業主にとっては大き

な保険料負担になることが予想されます。

失業等給付の

保険料率

雇用保険二事業

の保険料率

一般の事業 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000

農林水産・
清酒製造の事業

5/1,000 8/1,000 5/1,000 3/1,000 13/1,000

建設の事業 5/1,000 9/1,000 5/1,000 4/1,000 14/1,000

①+②
雇用保険料率

①労働者負担
　　　　　負担

事業の種類
 ②事業主負担

平成28年度の雇用保険料率（改正法案が国会で成立した場合）

国会の審議スケジュールは未定となっており、年度末ぎりぎりの時期での成立もありえま
すので、 新情報に注意しておきましょう。

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. 懲戒処分を行うには、その事由とこれに対する懲戒の種類と程度について就業規則に規定してお

くことが求められる。
2. 懲戒の程度については社会情勢や他の事由とのバランスをみて妥当性を担保しておく必要がある。
3. 現行の懲戒の程度を変更する際には、従業員への説明会を開催するなど、いつから適用されるの

か認識をもってもらう工夫をすると効果的である。

懲戒処分の妥当性

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

先日、当社の従業員が、電車の中でパソコンが入ったカバンを置き忘れてしまうと
いう事件が発生しました。幸い駅に保管されていましたので、顧客データや機密情
報が漏れるという事態は避けられましたが、会社としてはあってはならないことだ
と思っています。

総務部長そうでしたか。いまの時代、個人情報や顧客情報の漏洩は大問題となってしまいます
ので、従業員に対してパソコン等の情報管理について、より一層の注意喚起をしてお
くことが求められますね。

社労士

それはよい対策ですね。併せて遵守事項に違反した場合、懲戒処分を行うことができ
るように就業規則に規定することも考えておきましょう。というのも、仮に懲戒に該
当するような事由が出てきたとき、実際に懲戒処分をするには就業規則の根拠が必要
になるからです。

なるほど。ちなみに懲戒の程度を決める際には、どのように考えたらよいでしょうか？

はい。今回の事件を受けて就業規則を確認したところ、情報管理についてあまり記載
されていませんでした。そのため、遵守事項の部分を見直し、追記をしようと考えて
います。

対象となる事由と懲戒処分を見比べて、どの程度の処分が妥当なのかを決めることに
なります。また、現行の処分内容についても、時代背景や社会の動きによって変化し
てきます。この機会に見直しをしてもよいですね。例えば飲酒運転で検挙された場合
など、飲酒運転に関する事由については、かなり前からより厳しい処分が行われるよ
うになっています。

確かに見直しも重要ですね。懲戒処分の程度を厳しくする場合、就業規則を変更し
ていくことになりますが、これも不利益変更に該当するのでしょうか？

不利益との意見が出る場合もあるかもしれませんが、社会の動きを受けて対応すること
は会社としても必要なことです。そのような状況であれば、就業規則の変更自体の相当
性も認められやすくなるでしょう。また、取扱いを変更する際の工夫として説明会を開
催し、変更理由とともに、従来の取扱いと今後の取扱いについて明確にしておくとよい
でしょう。変更内容にもよりますが、不利益変更の程度が大きい場合には書面による同
意をとっておくことも考えた方がよいかもしれません。
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なるほど。そうすることで取扱いが変わったというインパクトを与え、より一層従業
員への注意喚起ができますね。

ビジネススタイリスト
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今年に入り、遂にマイナンバー制度がスタートしました。昨年、かなりの盛り
上がりを見せたマイナンバー制度ですが、いざ制度が開始された後は、実務上の
大きな混乱が起きていないこともあり、関心が薄まりつつあるように感じます。
しかし、一方で実務面では取扱いに関する変更が行われていることから、引き続
き情報を確認していくことが求められています。

取扱いが変更となった雇用継続
給付のマイナンバーの取扱い

1.代理人から個人番号関係事務
実施者への変更

2.取扱いの変更による影響

制度開始後すぐの変更となり、現場は混乱する結果となりましたが、今後、マイナンバー
の利用が拡大される中で、更なる取扱い変更が行われることも予想されます。情報収集を継
続し、常に落ち着いて対応できるようにしておきましょう。

昨年末、事業主が、高年齢雇用継続給付、

育児休業給付および介護休業給付（以下、

「雇用継続給付」という）を従業員の代わり

に提出する場合には、事業主が「代理人」と

して取扱われるとされました。これに伴い、

雇用継続給付の手続きを行う際には、①代理

権の確認、②代理人の身元確認、③番号確認

が行われることになりました。そのため、③

番号確認では、従業員の個人番号カードの写

し等の番号確認の資料をハローワークで提示

することが求められ、その対応の負担感が事

業主にありました。

この取扱いについて、厚生労働省は、雇用

保険法施行規則を改正し、平成28年2月16日

より雇用継続給付の申請は原則として、事業

主を経由することとし、雇用継続給付の申請

を行う事業主を「代理人」から「個人番号関

係事務実施者」として取扱うこととしていま

す。

した。ただし、事業主が雇用継続給付の申請

を行う場合、従業員の個人番号確認や身元

（実在）確認を行うことは求められています。

また、雇用継続給付の申請自体が、原則と

して、事業主を経由して申請を行うものとさ

れたため、事業主を経由して申請を行う場合

に必要であった労使協定の締結は不要となり

ました。

3.社会保険労務士の取扱いも変更に

今回の変更は、事業主のみではなく、事業

主から雇用継続給付の申請に関して委託を受

けた社会保険労務士についても同様の取扱い

が行われることになりました。社会保険労務

士への委託時の負担も減りますので、活用を

検討されてもよいかもしれません。

4.今後も見直しが予定される
マイナンバーの取り扱い

今回は雇用保険についてとり上げています

が、財務省では法令改正を行い、「給与所得

者の配偶者特別控除申告書」等についてもマ

イナンバーの記載を省略することを予定して

いる旨の発表がされています。

今後、正式な決定と様式の変更も予想され

ます。詳細は財務省のホームページで確認す

ることができます。

今回の取扱いの変更に伴い、マイナンバー

制度が始まった後に雇用継続給付の申請を行

う場合に必要となった代理権や個人番号の確

認書類の提示は、2月16日以降不要となりま

ビジネススタイリスト
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（おいしく）楽しく、学んでいます～～ 
東京での研修（アサーティブ）も４回目。トレーナーとしての学びプラス自分自身を見直す日々

となっています。言いづらいけれど言わなければならない事は、生活の中でたくさんあります。

『他の人に手伝ってほしいが、みんな忙しそうで言えない・・』『自分の意見も言いたいけれど言

うと角が立つのでは・・』『自分なんかが言ってはいけないのでは…』  そんな時、自分はどうし

たい？と自分の気持ちに気づき、自分にも相手にも誠実に、自分中心にも相 

手中心にもならず、お互いが心地よい伝え方ができると嬉しいですね。 

アサーティブに意見が言えると、肩の力が抜けて楽になります。そして相手と 

の関係も、とてもさわやかなものになります。心地良い人間関係づくりに大切 

なコミュニケーションのあり方です。★★★  東京へ通う私の研修参加の 

楽しみの一つが「富士山」です。今日は見えるかな～？と始発の新幹線で 

わくわく。見ることができると、その日は幸運な気がしてきます。そして、 

ひそかな楽しみのもう一つが帰りの駅弁です。今回は東海道新幹線弁当！ 

おやじな感じかな？ 今年の誕生日はこの駅弁でお祝いです。 おいしかった～♪ 

4 
2016 

長年の夢の一つが叶いました♪ 

3月 11日、お客様にはご不便をおかけしましたが、ビジネススタイリスト創業以来の 

念願だった社員旅行に行くことができました。私として感慨深い一日となりました。 

私が短大を卒業して就職した会社は大企業だったため、社員旅行といえば、部内旅行でし

た。お決まりの宴会で上司にお酒をついだり、いまなら絶対 NG のセクハラちっくなゲーム大会

などありましたね（笑）。旅行を企画するのは、2年目社員で役職者の方の要望を聞くのが大変

だった記憶があります。その後、再就職した中小企業では、入社して数年目に、社長の念願

で、初の社員旅行（スキー旅行）がありました。当時、娘が 5 歳ぐらいだったと思うのですが、そ

りで遊ばせることができました。そのときに社長が、社員旅行ができたことをとっても喜んでおら

れて、何でだろう？と思っていたことが、いま実感としてその気持ちが良く分かります。 

小さい組織ですが、全員参加で、仕事を離れて一緒に時間を過ごすこと。 

なかなか得難い時間です。それが、長い時間かかりましたが、創業 13年目 

にして実現できたことは、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。女性ばかりの 

職場ですから、今回は日帰りツアーでしたが、 

来年はぜひ 1泊 2日を実現させたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

お知らせ ＧＷはカレンダー通りの業務を行っております。宜しくお願いいたします。 

2015.8プライバシーマーク 

を取得いたしました。 

作成した「和紙ランプ」 

鳥の透かしを入れてみました 
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キャリアカウンセラー 
 

キャリアカウンセラーを数年前に取得しましたが、積極的に使っていませんでした。 

今回助成金でキャリアカウンセリングをすることでもらえる助成金というのがあり、そのご依頼

をうけ、資格を使うことになりました。ジョブカードというものを、従業員は作成しキャリアカウン

セリングに望む必要があります。このジョブカードは政府が進めている施策の一つで、履歴書

ではなく個人のキャリアが詳細に記載されるジョブカードというものを流行らせようとしていま

す。これを各従業員が管理し、更新することで自分がどのような資格能力、どんな仕事がで

きるかを在職中も転職時にも分かりやすく伝えることができるようにしたツールです。 

そのジョブカードを定期的にキャリアカウンセラーがカウンセリングし、本人の希望するキャリアに

近づくようサポートするのがキャリアカウンセラーの仕事となります。現在厚労省の委託事業で

キャリアサポートネットというキャリアカウンセラー検索サイトに私のことも登録されているのが判

るようになっています。ますます、今後はこちらの分野もご依頼が増えそうです。 

磯部 和代 
（かずよちゃん） 

ビジネススタイリスト春の研修旅行 
京都に行ってきました！ 

3月 11日、私たちビジネススタイリストスタッフ（以下ビジストスタッフ）一同は 

春間近な京都へ、研修旅行に行ってきました。 

朝、9:30、京都駅集合。大型タクシーに乗り込んでスタートです。 

女性ドライバーさんの軽妙な街案内と京都の街を知り尽くしたドライビングに 

さっそく「和風あかり制作体験」へ。台紙の白い和紙の上に色柄とりどりの和紙をちぎって、 

切り抜いて、思い思いレイアウトしていきます。台紙に直接切り込みを入れるとより立体的に！ 

サクサクイメージを形にする人、じっくり考えこむ人、デザインにも仕上げにも個性が光ります。 

 

集中するとお腹が空きます。お待ちかねのお食事は、瑞芝山 閑臥庵さん 

で普茶料理を頂きました。普茶料理とは精進料理で、素材のお味を活かし 

た薬膳料理とも通ずるものがあるとか・・・。精進料理のイメージをいい意味 

で裏切る、とても美味しいお味でした。 

 

食後に館内をご案内いただきました。そこで開山 330周年と後水尾法皇忌を記念して 

来日されたチベット密教の高僧が制作された砂曼荼羅を見学しました。 

夜はライトアップしているとのこと。お昼とは違った雰囲気も味わえる閑臥庵さんおススメです！ 

 

次に向かったのは、ご存知「浄土宗総本山 知恩院」さん。 

特別拝観を体験して参りました。現在「国宝御影堂」は平成の大改修中。 

残念ながら拝観は限定された場所ではありましたが、 

だからこそ、法然上人さまのお姿を間近で拝見できる貴重な経験ができました。 

 

終了時間までの間、金運アップか、女子力アップかの選べる神社参拝を 

提案いただいていたのですが、名誉よりも、色気よりもやはり食い気♪ 

私たちがリクエストしたのは「京都和スイーツを食べたい!!」 

そんなムチャぶりにも笑顔で答えて頂いたドライバーさんありがとうございました。 

そして 1日お世話になりました！ 

今回の研修旅行をコーディネートして頂いたのは、ビジストの顧問先様でもある京都の旅行会社「チェルカトラベル」

様です。一味違った女子旅をお任せできて、楽しい時間が過ごせました。http://cerca-travel.co.jp/ 

 
はんなり京都弁が素敵 

テンション上がります！ 
ご利益あるかな？ 

http://cerca-travel.co.jp/
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