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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

毎年7月には労働保険（労災・雇用保険）の保険料申告納

付、並びに社会保険（健康保険・厚生年金保険）の報酬見

直しの時期です。 

 

今年は雇用保険料率の改定や、健康保険の上限等級の改正、

マイナンバー制度開始などがありましたので、申告書式等

が変更となります。以下、あらためて計算方法などについ

て解説します。 

 

年度更新とは 
労働保険の年度更新とは、「一年度（毎年4月～翌年3月

まで）の労働保険料を確定させ納付済み額との過不足を精

算し、同時に新年度の保険料を納付する作業」を指します。 

 

労働保険料は原則として以下の計算式により計算します。 

 

「その年度に支払った賃金総額×保険料率」 

 

 
労災保険と雇用保険の賃金総額の違い 
労災保険の賃金総額とは、「労災の補償対象となる労働者

全員の賃金を合計した金額」を指します。 

 

労災保険は1日だけ働くアルバイトや嘱託社員などの非

正規社員も対象となります。派遣労働者は含まれません。 

 

一方雇用保険料計算に関する賃金総額は「雇用保険被保険

者分だけ（4月1日時点で64歳以上の被保険者を除く）」

となります。 

 

雇用保険被保険者資格は週20時間以上の勤務が条件です

ので、勤務時間が短くなった労働者については資格の喪失

も検討する必要があります。 

 

申告方法と今年度の変更点 
労働保険料申告書は5月下旬～6月初旬に労働局から郵送

されてきます（労働保険事務組合加入企業は別途事務組合

から連絡があります）。2016年度より雇用保険料率が変

更となっています。申告と納付は7月11日までに行いま

す（一定額以上の保険料納付をする場合、3分割納付がで

きます）。 

 

社会保険算定基礎届について 
社会保険の算定基礎届とは、毎年1回社会保険上登録して

ある給与額（標準報酬月額といいます）を実態に合わせる

ために報告する書類です。算定基礎届は以下の流れで提出

をします。 

 

1. 毎月6月上旬～中旬に、日本年金機構から算定基礎届が

郵送されてきます。 

2. 4月～6月に被保険者に支払った報酬総額などを記入し

ます。 

3. 7月1日から7月11日までの間に日本年金機構へ郵送

や持参などの方法で届出をします。一部の会社に対して

は郵送などによらず、年金事務所で調査面談が実施され

ることがあります。 

 

 

マイナンバーとの関係 
マイナンバー制度の開始により、今年度から算定基礎届様

式が変更となる予定です。 

 

70歳以上の被用者のための算定基礎届が70歳未満のも

のと統合され、マイナンバー記載欄が追加となるようです。 

 

今年度マイナンバーを記載しなければならないのは「70

歳以上の被用者」に限られますので、70歳未満の方のマ

イナンバーはまだ記載の必要がありません。 

労働保険年度更新・ 

社会保険算定基礎届について 

毎年 7 月は労働保険の年度更新、並びに社会

保険算定基礎届の提出時期です。それぞれに

ついて法改正情報も交え解説します。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

常時働く労働者が10人以上の事業所は就業規則を作成・

届出し、社員に周知しなければなりません。 

 

ところが、全員を集めて説明を行う時間が確保できない、

あるいは「実際の労働時間が所定労働時間より長い」「実

態として有給休暇を取得しにくい」のように、就業規則に

記載してある条件と実態が合っていない等の事情で、就業

規則の周知をきちんとできていない場合があります。 

 

企業は就業規則をどのように社員に周知したらよいでし

ょうか。 

 

法令等による周知の定義 
法令等では、「就業規則を周知することの定義」について、

以下のような方法を示しています。 

 

 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける

こと。 

 書面を労働者に交付すること。 

 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記

録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時

確認できる機器を設置すること。 

＜労働基準法施行規則第52条の2＞ 

 

（前略）労働契約法第7条の「周知」は、これらの3方法に

限定されるものではなく、実質的に判断されるものであるこ

と。 

＜労働契約法通達 平成20.1.23基発第0123004号＞ 

 

つまり、「労働者が就業規則を見ようと思えば見ることが

できる状況であったかどうか」が周知のポイントになりま

す。 

 

例えば、「カギのかかっていない書棚に入れておく」「コピ

ーを社員に配布する」「全員が閲覧できるパソコンのデス

クトップにデータファイルを保存しておく」などの方法が

考えられます。 

 

周知をしないことのリスク 

就業規則を周知しないままにしておくことのリスクとし

て以下のものが挙げられます。 

 

１. 問題社員に対するペナルティー（懲戒）を原則と

して行えない 

会社のルールを破る社員に対するペナルティーを行うに

は、原則として就業規則にその種別及び事由が定めてあり、

かつ周知されていなければなりません。 

 

２. 定額残業制度などの正当性を主張しにくくなる 

定額残業制度が認められるためには、定額残業制度につい

て就業規則に定めてある必要があります。 

 

周知をしていなければ同制度が正しく運用されていたと

主張しにくくなり、会社に不利に働くでしょう。 

 

３. 社員の不信感を招きかねない 

就業規則を周知しないままでいると「会社は何か隠したい

事情があるのか？」という社員の不信感につながるかもし

れません。 

 

就業規則の記載事項が実態と合っていないとしても、合っ

ていない箇所を段階的に整備していく旨説明し、社員の理

解を求める方が建設的でしょう。 

 

就業規則の周知についてのお問い合わせはお気軽にお寄

せください。 

就業規則を社員に 
どのように周知するか 

常時働く労働者が10人以上の事業所は就業規則を

作成・届出し、社員に周知しなければなりませんが、

就業規則はどのような方法で周知すればよいでし

ょうか。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
政府が進める「一億総活躍社会」の実現のために、働く人

の子育てや介護に関する国の支援策が発表されています。 

 

中でも男性社員の育児への関わりは、女性の育児復帰とも

密接につながっていることから、社会的に関心を高めてい

ます。 

 

以下、この度新設された「出生時両立支援助成金」につい

て、男性社員の育児支援と交えながら解説します。 

 

支給対象事業主 

対象となる事業主の要件は主に以下の通りです。 

 

① 連続した 14 日以上（中小企業事業主にあっては 5 日以

上）の育児休業を取得した男性労働者が過去3 年の間い

ないこと。 

② 平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取

得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること。 

③ 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子供

が生まれて 8 週間以内に始まる連続した 14 日以上（中

小企業事業主にあっては5 日以上）の育児休業を取得さ

せたこと。 

 
 
必要な取り組み 
男性労働者の育児休業のための職場風土づくりとは例え

ば以下のような取り組みを指します。 

 

 男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進

するための資料等の周知 

 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業

取得の勧奨 

 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研

修の実施 

支給額 

支給額は、一事業主当たり以下のとおりです。 

・平成28年4月１日以後最初に支給決定を

受ける場合 
 

（イ）中小企業事業主 60万円 

（ロ）中小企業事業主以外の事業主 30万円 

・翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じ

た場合 
15万円 

 

支給申請の流れ 

対象となる男性従業員の育児休業開始までに男性従業員

に向けて職場風土を変えるための取り組みを行い、実際に

男性育児休業者（雇用保険被保険者に限る）が発生した場

合、対象労働者の育児休業開始後14日（中小企業は5日）

を経過する日の翌日から2か月以内に支給申請します。 

 

 
 
男性社員の育児休業がなぜ必要か 

出産後の母親の精神的不安は「配偶者をはじめとした周囲

の人間の協力的な態度で和らぐ」とも言われています。男

性社員の夫婦関係が良好であるか否かが仕事のパフォー

マンスにも少なからず影響することを考えると、助成金を

活用して男性の育児休業取得を促すことは悪くない投資

かもしれません。 

 

助成金についての問い合わせはお気軽にお寄せください。 

出生時両立支援助成金と

男性社員の育児について 

男性社員の育児休業取得のための環境整備を

行った企業に対する助成金が新設されまし

た。以下、今後の男性社員の育児に関わる、

企業側のケアと助成金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 
ファイナンスの解説書として出回っているものは、専門的

で非常に難解です。本書はその難解な部分をクイズ形式で

紹介し、楽しみながら学べます。 

 

どれかを差し上げます。選んでください。 
 

① ギザのピラミッド 

② ヴェルサイユ宮殿 

③ 現金10億円 

 

上記のような提案をされた場合、多くの人は「③現金 10

億円」に魅力を感じることでしょう。ピラミッドやヴェル

サイユ宮殿に10億円以上の価値があると分かっていても、

やはり現金は魅力的です。 

 

物の価値を算出するとき、いくつかアプローチ方法があり

ます。誤解されがちな方法としては、その物がいくらかか

ってできたかによって価値を算出するコスト・アプローチ

（ピラミッドは10兆円、ヴェルサイユ宮殿は400億円）、

既にある同種の物の市場価値から価値を算出するマーケッ

ト・アプローチがあります。しかし、どちらの方法も弱点

があり、不十分です。 

 

本書で紹介されているファイナンスの世界では、「物の価値

はそれが生み出すお金の量によって決まるキャッシュフロ

ー・アプローチが採用されています。この考え方はファイ

ナンスの世界を知る上で非常に重要で、本書を読み解く上

でのカギともなるものです。 

 

宝くじ当選者はお金持ちではない 
ファイナンスの理論では宝くじの高額当選者をお金持ちと

は呼びません。なぜなら現金を最も価値の低い資産に分類

しているからです。筆者はこう言います。 

 

物の価値はそれが生み出すキャッシュフロ

ーの総和で決まる。これがファイナンスの

最も基本的かつ重要な考え方だ。ここで混

同しないで欲しいのは、価値を決めるのが

「キャッシュ（現金）」ではなく、キャッシ

ュフロー（お金の流れ）」だという点である。 

 

 

1年後の100万円は90.9万円？ 

たとえば、銀行の預金金利が10%だとすると、100万円

預ければ1年後には110万円になります。つまり、1年

後に100万円にしたければ、今日90.9万円預ければよい

ということです。裏を返せば、1 年後の 100 万円の今日

の価値は90.9万円しかないことを意味しています。ちな

みに、2年後の場合は82.6万円であり、このケースでの

金利10%をファイナンスの世界では割引率と呼びます。

このように将来のお金の価値を、現時点での価値に割り戻

すことで様々な価値の比較が容易になります。 

 

リスクは危険性ではない 
 

「リスクは危険性ではなく不確実性である」これがファイナンスに

おけるリスクの第 1 の特徴だった。もう一つ誤解されがちなのが、

「リスクとは悪い結果に関する不確実性だ」ということである。 

 

ファイナンスの理論でのリスクの考え方は悪い方向（ダウ

ンサイド・リスク）だけの意味ではなく、結果の善し悪し

については完全に中立です。予想よりも良いことが起こる

可能性をアップサイド・リスクと呼び、たとえば持ってい

る不動産の価値上昇などがそれに当たります。経営や人生

は判断の連続で、良否のリスクを持ちながら、いかに「良」

を味方につけられるかがカギだと筆者はあとがきで締め

くくっています。今までの解釈とは少し視点の違うファイ

ナンスの導入書としてオススメの一冊です。 

あれか、これか 
「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門 

野口 真人 著 

単行本：280ページ 

出 版：ダイヤモンド社 

価 格：1,600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 
 

今年もまた、社会保険料の算定基礎届・労働保険料の年度更新の時期となりました。 

皆様のお手元にも、緑や青の封筒が届き始めているのではないでしょうか？お気軽にご相談ください。 

 

先月は、研修で浅草に行き、子供のとき以来に上野動物園を散策したり、友人の結婚式で小田原に行き、人生初の箱根

を散策したりと、慌ただしいながらも、日々の喧騒を忘れ、穏やかな週末を過ごす事ができました。 

 

ちなみに、上野動物園で一番気になった動物は、パンダでもゾウでもなく、「ハダカデバネズミ」でした。 

『新世界より』に出てくるあいつ。可愛いんだな、これが。 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

就業規則の周知状況についてのアンケートにお答えください。具体的な周知方法についてフィードバック致します。 

 

チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 就業規則を制定している □ □ 

2 就業規則を労働基準監督署に届け出している □ □ 

3 就業規則の内容についての意見徴収を行ったことがある □ □ 

4 就業規則制定について社員向け説明会を行ったことがある □ □ 

5 就業規則をコピーして配布している □ □ 

6 就業規則、またはデータを誰でも見ることができる場所に置いてある □ □ 

7 定額残業代について就業規則に規定している □ □ 

8 変形労働時間制について就業規則に規定している □ □ 

9 懲戒を検討している社員がいる □ □ 

10 労使紛争中である □ □ 

 

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   

 

 

 

就業規則周知についてのチェックシート 

2016年版チェックシート 


