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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

この10月から社員のもとにマイナンバー通知カードが郵

送され始めました。来年1月から一部の行政手続きについ

てマイナンバー記載が必要になります。 

 

直前になって焦らずに済むように企業が行うべき対策に

ついて解説します。 

 

対策その1：情報漏洩に備えた安全管理 
社員のマイナンバーは「特定個人情報」に当たるため、第

三者への提供に制約があります。 

 

マイナンバー通知カードのコピーをもらって机の上に放

置したり、誤って廃棄したりすると大きな問題に繋がりま

す。まずはマイナンバーを預かる環境を整えましょう。 

 

中小・零細企業における簡便な対策としては以下のような

ものがあります。 

 

 マイナンバーを取り扱う担当者を限定する 

 インターネットに接続しないPCを用意し、そこにパ

スワードロックをして保管する 

 書類の状態でファイリングし、鍵付の金庫に保管する 

 マイナンバーが保管されている部屋について入室者

記録をつける 

 

 

給与計算などを外部機関に委託している場合は、外部機関

の情報管理体制についても尋ねておきましょう。 

 

対策その2：使い道を知らせた上で情報収集 

マイナンバーを収集する会社は「個人番号関係事務実施

者」といい、マイナンバー提供者に対して「何の用途で使

うか」をアナウンスしなければなりません。 

 

マイナンバーを社員から収集する際、以下の手続きに使用

する旨をあらかじめ書面などで知らせましょう。 

 

マイナンバーを使う手続き 

(ア) 所得税関係（事業主提出関係） 

(イ) 健康保険・厚生年金保険の適用関係事務（事

業主提出関係） 

(ウ) 健康保険給付関係関連事務（事業主・本人提

出関係） 

(エ) 雇用保険関連事務（事業主提出関係） 

 

 

対策その3：本人確認 
マイナンバー法では、「その番号が本当に本人のものか」

の確認をしなければならないと定めています。 

 

つまりマイナンバー収集を行う会社は、社員からマイナン

バー情報を収集する時に「マイナンバー通知カード」「運

転免許証」「住民票」などをチェックして、本人のものと

相違ないかを確認しなければなりません。 

※既存の社員については一部本人確認が省略されることがあります 

 

まとめ 

マイナンバーは新しい制度であるため、周知には時間がか

かります。まずは最低限の対策をしてトラブル予防をしま

しょう。 

 

マイナンバー収集の際に使用する社内様式などの準備が

まだの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。 

マイナンバー直前 

対策マニュアル 

平成27年10月からいよいよ国民へのマイナ

ンバー通知が始まりました。ひとまず何から

取り掛かればよいか、実務的な対応策につい

て解説します。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

社員の妊娠、出産、育児というイベントについて、雇用保

険や社会保険上の給付が受けられます。その他会社が提出

しなければならない書類もありますが、その全体像が体系

的に理解されていない現状があります。 

 

以下、出産育児に関する給付と手続き、法律上の決まりご

とについて解説します。 

 

1.給付 
① 出産手当金 

（協会けんぽまたは健康保険組合に入っている人のみ） 

まず、出産日（出産が予定日より後になった場合は、出産

予定日）以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産

日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み、給与の

支払いがなかった期間を対象として「休業中の生活を保障

するものとして」出産手当金が支給されます。 

 

出産手当金は、1日につき、標準報酬日額（標準報酬月額

÷30日）の3分の2に相当する金額が支払われます。 

 

 

②出産育児一時金 

（国民健康保険加入者や被扶養者も対象） 

被保険者及びその被扶養者が出産した時に協会けんぽま

たは健康保険組合等へ申請すると1児につき42万円が支

給されます。（産科医療補償制度に加入されていない医療

機関等で出産した場合は39万円（平成27年1月1日以

降の出産は40.4万円）となります。） 申請は原則として

本人が医療機関を通じて行います。 

 

③育児休業給付金（雇用保険加入者が対象） 

育児休業給付金は、雇用保険を原則として1年以上かけた

被保険者が、1歳又は1歳2ヶ月（支給対象期間の延長

に該当する場合は1歳6ヶ月）未満の子を養育するため

に育児休業を取得し、給与が支払われなかった場合に、休

業中の生活を保障するものして支給されます。金額は、当

初6ヶ月は給与の約2/3、その後子が1歳になるまでは

約1/2が支給されます。 

 
2. 手続き 
出産育児については前述の給付の他、扶養加入、社会保険

料免除などの恩恵が受けられます。以下の手続きを行う必

要があります。 

 

必要な申請 内容 

出生児の扶養異動 出生児の扶養加入 

産前産後休業期間中の保険

料免除 

産前42日前～産後56日期間は申請によ

り社会保険料が免除されます。 

育休期間の社会保険料免除 
産後57 日～子1 歳までは申請により社

会保険料が免除されます。 

育休期間の社会保険料免除

終了 

育休期間から復帰したら保険料免除は終

了するため届け出が必要です。 

標準報酬月額の特例適用の

申出 

3 歳未満の子を養育する期間中の標準報

酬が養育を始めた月の前月と比べて低下

した期間は将来受け取る年金額に関して

従前の標準報酬で計算されます。 

育休終了時の月額変更 
育休から復帰した後の給与額に合わせて

社会保険の等級を修正できます。 

 

出産・育児に関する 
給付、手続きのまとめ 

妊娠、出産、育児という社員のイベントにつ

いて、雇用保険や社会保険上もらえる給付と

必要な手続き、法律上の決まりごとについて

まとめて解説します。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
平成27年9月、茨城県や宮城県、栃木県などにおいて台

風・大雨による災害が起こりました。被災地の会社では操

業停止など少なくない損害があったことでしょう。 

 

このような天災が原因で会社を休業する場合、社員の給与

をどのように支払うべきかについて解説します。 

 

原則 

労働基準法第 26 条では、「使用者の責に帰すべき事由に

よる休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労

働者にその平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わ

なければならない」と定めています。 

 

つまり、休業が「会社のせい」である場合は、法律上 6

割以上の補償をしなければなりません。 

 

会社に責任がある休業 
会社に責任がある休業とは、例えば次のようなものがあり

ます。 

 

 不景気による操業停止 

 事務所の内装工事による休業 

 親会社の業績悪化による連鎖的な休業 

 会社の機械・設備の故障による休業 

 採用内定者に対する当初の入社予定日以後の自

宅待機期間 

 店がヒマだからアルバイトをシフトの予定終了

時刻より早く帰らせる場合 

 運転資金の不足等による操業の全部または部分

的停止による休業 

 

 

 

取引先の経営事情などから連鎖的に休業をせざるを得な

い場合であっても「会社に責任がある」と見なされるとい

うことは、つまり会社は「少々の経済事情の変化に関わら

ず給与を払うことができるように経営努力をしなさい」と

求められているということでしょう。 

 

天災の場合 
今回の水害、台風や地震のような天災の場合は、一般には

「使用者の責に帰すべき事由」には該当しません。ただし、

取引先が被災した、交通機能が不全となったため客足が遠

のいた場合などの間接被害の場合は、必ずしも「会社のせ

いではない」とは言い切れないことに注意が必要です。 

 

休業手当支払いが不要となるためには、災害による休業が

「不可抗力」と言える状況でなければなりません。「不可

抗力」とは、以下の2要件を指します。 

 

① その原因が事業の外部より発生した事故であること 

② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くし

てなお避けることのできない事故であること 

 

 

実務上の対応 
災害による休業日の給与を保障すべきか否かについては、

前述の通り「休業手当の支払い義務」という観点での判断

もありますが、実際の社員の経済状態や普段の就労状況も

考慮すべきでしょう。 

 

例えば普段から有給休暇を取得できていない状況であれ

ば有休を充ててあげるという選択もできますし、災害によ

り経済的に困窮している社員には、法律上の休業手当以上

の保障をしてあげたほうがいいかもしれません。諸々の事

情を考え適切に対処をしましょう。 

災害による休業時に 

給与を払うべきか 

9 月上旬の大雨のような災害が起き会社をや

むを得ず休業にする場合、その日分の給与支

払いについてどのように考えればよいかを解

説します。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
仕事でやりがいを感じながら成果を出すために必要な「セ

ルフイメージ」「カスタマー」「ミッション」を分かりやす

く解説した物語です。舞台は湾岸都市。石切職人が一人前

になるまでのストーリーを通じて、仕事の意味を考えさせ

られます。 

 

モチーフは石切り職人の寓話 

ある日旅人が道を歩いていると、ひどく疲れた石切職人が

いた。「何をしているのですか？」と旅人は尋ねた。 

石切職人は「生活のために石を切り出している」と答えた。 

 

旅人が少し歩くと、元気に働く石切職人がいた。「何をして

いるのですか？」と旅人は尋ねた。 

石切職人は「教会を造るために石を切り出している」と答

えた。 

 

旅人がまた歩いていると、顔を輝かせて働く石切職人がい

た。「何をしているのですか？」と旅人は尋ねた。 

石切職人は「教会の石を切り出している。皆が安らかな気

持ちでいられるように」と答えた。 

 

自分が専門家であるという意識の変化 

本書のモチーフになっている上記の寓話も、この物語でも、

石切職人の仕事は「つまらないもの」というイメージで書

かれています。石切職人という仕事そのものの意義を考え

れば、昔も今も非常に重要な仕事であることはいうまでも

ありません。 

 

しかし、物語の主人公である若い石切職人は、自分の仕事

に意義を見出せず、その結果として仕事そのものが上手く

いかない状況です。どんな仕事も極めるのは簡単なことで

ありません。覚悟を持って、その道を真摯に進むことで「専

門家」としての自覚を持ち始めます。 

 

この意識の変化によって仕事に対

する気持ちも質も変わってきます。

これが最初のステップです。冒頭

に記載したセルフイメージ、つま

り「自分がどうなりたいか」を固

めるということです。 

 

期待を超える 
専門家としての自覚を持った主人

公は、上司に評価されない悩みに陥ります。この時、主人

公は仕事に対して次のように考えていました。 

 

「ぼくは自分のためでもあるけど、ぼくの部下や町

のみんなのために働いているんだ」 

 

この本では、自分を雇い給料を払っているのは経営者。だ

から経営者の期待を無視することは出来ない、という考え

のもとに物語が進行していきます。 

 

お客様のために仕事をするのは大前提です。しかし「チー

ムで働く」ということに重きを置かなければ、専門家の域

を超えることはできません。この考え方こそがカスタマー、

つまり「顧客は誰か？」ということです。 

 

行き詰まった時のシンプルな解決策 

石切職人としてやってきたことが無意味に思えるような

事件が起きた時にも、主人公がここまでの間に会得した

「セルフイメージ」「カスタマー」「ミッション」の考え方

によって、シンプルな方法で立ち直ります。そして同時に

チャンスも巡ってきます。 

 

日常の終わることのない仕事に悩まされていたり、仕事を

楽しめなかったり、自分の仕事に自信が無い方が、今まで

を振り返り、そして今後のなりたい自分を描いていくため

に読んで欲しい一冊です。 

仕事は輝く 
犬飼ターボ 著 

単行本：152ページ 

出 版：飛鳥新社 

価 格：1,204円（税抜） 

 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963-8024 

福島県郡山市朝日一丁目20番11号 

オフィスイン21 305号 

営業時間 平日9:00～18:00 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

今年のシルバーウィーク、皆様いかがお過ごしでしたか？ 

わたしは、ただただゆっくり流れる時間の中で、惰眠を貪っておりました。睡眠の秋です。 

 

熱気球のシーズン。毎年１０月は会津塩川でバルーンフェスティバルに参加しているのですが、今年も楽しみです。 

 

いよいよ今月より、マイナンバーの通知が始まります。 

本文にもありますが、マイナンバー収集の際に使用する社内様式等については、お気軽に社労士みよたまでご相談くだ

さい。 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

自社の休業時等を想定した給与支払いについてチェックしましょう。FAXかメールでお送りいただければ、具体的なフ

ィードバックをいたします。 

 

チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 遅刻・早退の場合、時間分の給与を控除している □ □ 

2 欠勤の場合、1日分の給与を控除している □ □ 

3 公共交通機関の遅延による遅刻の場合は、給与控除をしていない □ □ 

4 天災による交通機関の遅れが原因で遅刻した場合、給与控除をしていない □ □ 

5 子どもの発熱など家族の事情による不就労の場合、給与控除をしていない □ □ 

6 客数の状況などを見て、時間給のアルバイトを早めに帰すことがある □ □ 

7 取引先の都合などにより会社を休業する場合、給与控除をしていない □ □ 

8 有休休暇を法定通り付与しており、使用している □ □ 

9 欠勤日について、あとから有給休暇を充てることを許している □ □ 

10 アルバイトについて、有給休暇を付与している □ □ 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

休業等の際の 
給与支払い状況チェックシート 

2015年版チェックシート 


