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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

政府の経済政策の一環として、近年立て続けに最低賃金が

大幅にアップしています。今回、平成28年度の最低賃金

が前年比21円～25円アップという大幅な引き上げが予

定されています。都道府県の経済実態に応じ全都道府県を

ABCDの4ランクに分けて引き上げ額の目安が提示され

ています。平均すると24円以上引き上げが予定されてお

り、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以

降で最も高い引き上げ額となる見込みです。以下、引き上

げ予定額と計算方法について解説します。 

 

最低賃金引き上げ予定額 
各都道府県の平成28年度地域別最低賃金の引き上げ額目

安は以下の通りです。 

 

ランク 都道府県 引き上げ額 

Ａ 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 25円 

Ｂ 
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静

岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 
24円 

Ｃ 

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、

福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、

岡山、山口、香川、福岡 

22円 

Ｄ 

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥

取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、

長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、

沖縄 

21円 

 

最低賃金以上であるかを 
確認する計算方法 

最低賃金は時給額のため、月給や日給で支払っている場合

は以下のように時給に換算します。 

 

月給制の場合 月給÷1ヶ月の所定労働時間 

日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間 

ただし、次の賃金は最低賃金を計算する際には除かなけれ

ばなりません。これらは「全員に毎月必ず支給されるとは

限らない」ため、最低賃金計算に加えないルールになって

います。 

 

1. 臨時に支払われる賃金（結婚手当等） 

2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等） 

3. 時間外、休日・深夜労働の割増賃金 

4. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

一週間の法定労働時間40時間から換算すると、1ヶ月の

労働時間はおよそ173時間となります。つまり、最低賃

金をクリアしている月給ラインは次の計算式で求めるこ

とができます。 

 

最低賃金額 × 約173時間 
 

例えば、東京の事業場の場合、932円×約173時間≒

162,000円程度が最低ラインとなります。固定的給与か

ら前述の1～4の手当を除いた金額がこの金額を下回る場

合、最低賃金法違反となるわけです。 

 

上がり続ける最低賃金への対応策 

最低賃金額ギリギリの給与を支給している場合には、近年

の大幅な最低賃金引き上げの都度、給与を見直すことにな

ります。ゆくゆくは最低賃金1,000円を目指すともいわ

れているため、これまでの働き方そのものを変えてゆく準

備が必要でしょう。 

 

例えば労働時間を削減する、ITを活用して労働生産性の

改革に努めるなど、最低賃金上昇に脅えずにすむような施

策を考えて行きましょう。 

 

最低賃金改定及び算出方法についてのご相談はお気軽に

当事務所までお問い合わせください。 

最低賃金の大幅引き上げ 

予定について 

今年度の最低賃金の引き上げ額の目安が発表

されました。前年に引き続き大幅アップとな

り、全国的に21円以上引き上げされる予定で

す。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
先日神奈川県相模原市の障害者施設において、刃物を持っ

た男が入所者らを襲い、19人が死亡、26人が怪我を負う

という痛ましい事件が起きました。怪我人には施設職員も

含まれていたとのことです。 

 

他にもストーカーや暴力行為などにより、社員に危害が及

ぶ危険性を会社は無視できません。以下、外的な暴力に対

して会社が法律上負う安全配慮義務について解説し、安全

対策について考察します。 

 

安全配慮義務 
労働契約法第5条では、「会社は労働契約に伴い、労働者

がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することがで

きるよう、必要な配慮をするものとする」として、会社が

労働者に対して負うべき労働契約上の付随義務を定めて

います。 

 

これを「安全配慮義務」と呼びます。会社がこの義務を怠

り、労働者に損害が発生した場合、会社は労働者に対して

損害賠償責任を負うことになります。過労による死傷事件

や労災事故などの場合、「会社の行為が安全配慮義務に違

反しているか否か」が裁判などの重要な争点となります。 

 

会社が講じるべき措置 
安全配慮について、具体的にどのような措置を講じるべき

か、法律では列挙されていません。ただ、過去の裁判例に

よると以下の両面を検討し、会社の責任を判断しています。 

 

1. 災害発生を予見できたか否か（予見可能性） 

2. 社会通念上相当とされる防止手段を尽くしていたか

（危険回避努力） 

 

建設工事現場を例にとると、「転落しそうな場所があると

わかっていた（予見可能性）にもかかわらず、落下防止の

柵を設置（危険回避努力）しなかった」となると、安全配

慮義務違反と見なされることがあるというわけです。 

 

外的暴力から身を守るには 
相模原市の事件はかなり特殊なケースということもあり、

発生を予見することは困難とみるべきでしょう。しかし、

個人的な怨恨であっても、会社側が危険性を察知し、事前

対応をすることで危険レベルを下げることはできます。 

 

働く場における外的暴力の種類としては、例えば以下のよ

うなものが考えられます。 

 

1. 異性のクライアント・一般客から個人的好意を寄せられる 

2. 現金を持っているところを襲われる 

3. 敷地内に侵入され物品を盗まれ、発見したときに逆上して

攻撃される 

4. 競合する会社から怨恨を買う 

5. 社内恋愛などをこじらせてストーカー行為に発展する 

6. 宗教やマルチ商法ビジネスがらみのトラブルが暴力化する 

 

これらのトラブルが暴力事件に発展し社員に危害が及ば

ないように、次のような対策を事前に講じることを検討し

てもよいでしょう。近年は特に携帯電話やスマホの使用ル

ールについて注意が必要でしょう。 

 

 個人の携帯電話などの業務使用を禁止する 

 業務専用の携帯電話などを支給する 

 多額現金を持ち運ぶ際は複数人で移動するなどの 

ルールを決める 

 早朝や夜間の通勤は送迎をする 

 警備保障会社と契約する 

 

今回の事件を対岸の火事と考えず、自社の安全対策を今一

度見直してみてはいかがでしょうか。 

外的暴力から社員の身
の安全をどう守るか 

相模原市の障害者施設での殺人事件のような

突然の外的暴力から社員を守るために、会社

としてどのような対策を講じるべきでしょう

か。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
9 月は社会保険料の定時決定の時期です。定時決定とは、

被保険者の実際の給与と社会保険上登録されている報酬

（標準報酬月額といいます）に大きな差がでないように、

毎年 4 月～6 月の給与の平均値をもって年 1 回標準報酬

月額の見直しを行うことを指します。 

 

また、平成29年までは毎年9月に厚生年金保険料率もア

ップすることになっています。以下、社会保険料変更の内

容や注意点について解説します。 

 

定時決定による変更 

算定基礎提出後、日本年金機構より「健康保険・厚生年金

保険被保険者標準報酬決定通知書」という書類が郵送され

てきます。 

 

この書類に新たに決定した標準報酬月額が記載されてい

ますので、もれなく確認をしてください。 

 

厚生年金保険料率の改定 
定時決定などにより標準報酬月額が変わっていなくても、

9月から厚生年金保険料率が下記の通り改定になります。 

 

これは、年金財政における収入（保険料）と支出（年金給

付）を長期的に均衡させるために数年にわたり行われてい

るもので、平成 29 年までは毎年「国民年金保険料」「厚

生年金保険料」をアップさせることが決まっています。 

 

保険料変更のチェックポイント 

【1.タイミングに注意する】 

社会保険料は会社ごとに「天引きのタイミング」が異なり

ます。社会保険料の徴収・納付は一般には翌月徴収・翌月

納付で行われています。 

 

この翌月徴収・翌月納付とは、例えば9月分の保険料の納

付時期は 10 月末日（翌月納付）ですので、10 月に「支

払われる」給与から徴収する（翌月徴収）という方法です。 

 

しかし、会社によっては当月徴収（9月分の保険料を9月

に支払う給与から徴収する）の場合もありますので、自分

の会社の天引き方法がどのようになっているかよく確認

をしてください。 

 

【2. 年齢に注意する】 

社会保険料は、定時決定や法改正による料率変更のほか、

年齢到達によっても変更します。 

 

次に挙げた年齢に変更が行われますので、社員の生年月日

にも注意してください。 

 

40歳 介護保険料天引き開始 

65歳 介護保険料天引き終了 

70歳 厚生年金資格喪失 

75歳 健康保険資格喪失 

 

社会保険料の天引き額の間違いに気付かずに数ヶ月経過

してしまうと、まとめて社員から差額徴収をしたり返金を

したりしなければなりません。 

 

給与に関する間違いは社員の信頼を損ねてしまうため、慎

重に保険料変更を行って下さい。 

 

また、社会保険料変更に関するご相談は当事務所までお気

軽にお寄せください。 

９月からの社会保険
料変更について 

算定基礎届や法改正の結果を反映して、9 月

から社会保険料が変更となります。保険料変

更の内容や注意点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 
箇条書きと聞くと長々と文章を記述

せずに「行頭に点を置いていくつか

の項目をひとつひとつ分けて書き並

べる」くらいに思われている方も多

いでしょう。しかし、箇条書きはあ

らゆるビジネスシーンで活用されており、わずか数行であ

っても、繊細で精巧な工夫が必要だと筆者は説明していま

す。 

 

超・箇条書きの技術 
短く、魅力的に伝える箇条書き。そして人を動かす箇条書

きを筆者は「超・箇条書き」と名付けています。 

 

この「超・箇条書き」の技術は以下の図でまとめることが

できます。 

 

大きく分けて 3 つの技術を習得することで、今まで表現し

ていた箇条書きに誤りがあると感じるビジネスパーソンは

多いと思われます。具体的によくしてしまう伝わらない箇

条書きの例を紹介してみましょう。 

 

体言止めは思考停止につながる 

「コストの低下」や「売上の倍増」という語句は、日常的

に資料作成や客先の営業で使用されます。しかし、超・箇

条書きでは曖昧になるという理由で使いません。曖昧さに

よって一瞬で理解できなくなることで、読み手が読んでく

れなくなる恐れがあるからです。たとえば「コストの低下」

で考えてみると、これが「状態・現象」のことか「行為」

のことかを一瞬で理解させなければ箇条書きで書く意味が

薄いとも言えるでしょう。 

 

コスト低下の意味 

・コストが下がった ・コストを下げた 

・コストが下がっている ・コストを下げている 

・コストが下がる ・コストを下げる 

 

併せていうと行為を表す場合であれば、主語が抜けたこと

で因果関係が分かりづらくなってしまいます。キャッチコ

ピーならば体言止めは語呂がよく印象に残るかもしれませ

んが、箇条書きでは読み手が周りの文脈から情報を補う必

要が出てしまいます。 

 

「固有名詞」で生々しくする 
ぼんやりとした文章ではなく、相手に伝わりやすい表現が

できるようになったら次のステップとして固有名詞を使

って箇条書きを書いてみましょう。 

 

・私は海外在住の経験があります 

・私はシンガポール在住の経験があります 

 

・会社案内に出ていた社員の方の考え方に共感し、応募しました 

・会社案内に出ていた情報システム部の山本さんの考え方に共感

し、応募しました 

 

一般名詞は抽象度が高いので、相手がよく知っている固有

名詞を使うことでわずか数文字の言葉なのにこれまでの

経験や頭の中の情報が理解を助けてくれると筆者は解説

しています。 

 

普段何気なく使っている箇条書きを人に伝えるツールに

するため、働く全ての人にオススメの一冊です。 

超・箇条書き 
「10倍速く、魅力的に」伝える技術 

杉野 幹人  著 

単行本：200ページ 

出 版：ダイヤモンド社 

価 格：1,400円（税抜） 

超・箇条書き 
「10倍速く、魅力的に」伝える技術 

杉野 幹人  著 

単行本：200ページ 

出 版：ダイヤモンド社 

価 格：1,400円（税抜） 

構造化 物語化 メッセージ化 

レベル感を整える フックをつくる スタンスをとる 

・自動詞と他動詞 

・直列と並列 

・ガバニング 

・イントロ 

・MECE崩し 

・固有名詞 

・隠れ重言排除 

・否定 

・数字 

https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%89%E9%87%8E-%E5%B9%B9%E4%BA%BA/e/B004LW9KK4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%89%E9%87%8E-%E5%B9%B9%E4%BA%BA/e/B004LW9KK4/ref=dp_byline_cont_book_1


 

  

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 
 

迷走していた台風１０号も通り過ぎ、少しずつ秋の訪れを感じ始めてきました。 

店頭に並ぶ秋限定ビールを眺めては、「今宵は何を食べようか…」と、思いを巡らせております。 

「栗ごはん…」「栗ごはん…」と呪文のように呟くのが、最近の日課です。 

 

今年の夏は、例年以上に各地の夏祭りや花火大会に顔を出していた気がします。 

船引夏まつりで、１６０kgの船を引く、その名も「ふねひき大会」に参加したのもいい思い出です。 

 

夏の余韻に浸りつつ、気持ちは収穫へ。今月もよろしくお願いいたします。 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

自社が外的暴力から社員を守るための対策をしているかチェックしましょう。 

以下のチェック項目にお答えいただき、FAXまたはメールにてご返送いただけますと、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 業務に個人の携帯電話を使用させている □ □ 

2 社員の帰宅が夜10時を過ぎる、または出社が朝5時前になることがある □ □ 

3 売上金などの現金を運搬させることがある □ □ 

4 社内恋愛などがこじれて問題となったことがある □ □ 

5 取引先などから好意をもたれて困った経験がある □ □ 

6 警備保障会社と契約をしている □ □ 

7 宗教的勧誘やマルチ商法などが社内に出回っている可能性がある □ □ 

8 一人で残業や休日出勤をさせている □ □ 

9 競合他社の怨恨を買うなどの事情がある □ □ 

10 上司の指導方法に行き過ぎたものがある □ □ 

 

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   

 

 

外的暴力対策チェックシート 

2016年版チェックシート 


