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2015 年 4 月から変わった身近なくらしの変化についてまとめてみました。
負担増↑ 年金支給額 微増するも、実質減額
4 月分の年金（6 月支給分）から、国民年金と厚生年金を受給する全ての人を対象として 0.９％
増額となります。物価上昇に追いついていない増額のため、実質は減額。
国民年金を満額で受け取っている人は昨年度と比べ月額で 608 円増の 65,008 円。
厚生年金（夫婦）標準世帯では同 2,441 円増の 221,507 円。
負担増↑ 国民年金保険料値上げ
平成 2７年度の国民年金保険料は 1 ヵ月 15,590 円となり、昨年度に比べ 340 円アップ。
負担増↑ 65 歳以上の介護保険料値上げ

６５歳以上の介護保険料は月額 578 円上がり、
全国平均では 5,550 円に。介護保険料は年金から天引きされている方がほとんどのため、
値上げは年金の手取り減を意味します。

負担減↓ 介護保険サービス利用料 値下げ

4 月から適用の介護報酬は、平均 2.27％引き下げ
（特別養護老人ホームは 6％）。一方で、待遇の低さが人手不足の要因として、介護職員の月給
を１人あたり 12,000 円引き上げる改善を目指しています。
年 7,200 円だった軽自動車税が、1.5 倍の 10,800 円に。
負担増↑ 軽自動車税の引き上げ
エコカー減税の基準も厳しくなります。

負担減↓ 贈与税 非課税制度新設

祖父母から孫などへの贈与はしやすくなります。
結婚や出産、子育ての資金を贈与した場合、20 歳以上の子や孫１人あたり 1,000 万円まで
非課税となる制度がスタート。

負担増↑ 法人事業税

負担減↓ 法人実効税率

法人事業税の外形標準課税 1.5 倍に。
法人実効税率は 34.62％→32.11％。

恒例！日本生産性本部 今年の新入社員のタイプ 「消せるボールペン型」
見かけはありきたりなボールペンだが、その機能は大きく異なっている。
見かけだけで判断して、書き直しができる機能（変化に対応できる柔軟性）を
活用しなければもったいない。ただ注意も必要。不用意に熱を入れる（熱血指導する）と、
色（個性）が消えてしまったり、使い勝手の良さから酷使しすぎると、インクが切れてしまう
（離職してしまう）。
イマイチなのか？今年はあまりメディアで取り上げられていませんね～

最新情報

雇用保険の給付金、2 年の時効期間内であれば申請可能に

高年齢雇用継続給付金や、育児休業給付金などの雇用保険関係の給付金について、今までは
申請期限が過ぎると給付が受けられませんでした。
今後は時効期間内であれば給付金が支給されることになります。
【対象となる給付】
高年齢雇用継続給付金は
主に事業所が提出するもの
1 カ月と申請期間が
・高年齢雇用継続給付金、高年齢再就職給付金
短いですよね。
・育児休業給付金
いつもヒヤヒヤしていまし
・介護休業給付金
た。
（申請期限の翌日から起算して 2 年を経過する日までならＯＫ）
失業者等が提出するもの
・就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、教育訓練給付金など。
※以前に申請期限を過ぎてあきらめていたものがあれば、申請期限の翌日から起算して 2 年経過
していなければ申請可能かもしれません。

最新情報

平成 27 年度

保険料率が 4 月分から改定

通例だと 3 月分から見直しとなっている健康保険及び介護保険料率（協会けんぽ）ですが、
平成 27 年度については、4 月分（5 月納付分）から変更です。翌月で保険料を控除されて
いる会社がほとんどだと思いますので、5 月支給分の給与計算時は注意が必要です！
給与計算ソフトを使用している場合は、料率の変更設定を忘れずに。
新

潟

県

現行

平成 27 年 4 月～

健康保険料率

9.9％

9.86％

介護保険料率

1.72％

1.58％

仰天ニュース！

あと数日で定年退職だった・・・

実在しない親族死亡と忌引 12 回の公務員

懲戒免職

仙台市は 3 月 26 日、特別休暇を不正取得した係長（60）を懲戒免職処分とした。
係長は 2008 年から２０13 年にかけて 12 回、いとこや叔父、実在しない親族が死亡
したと偽り、計 16 日間の忌引を取得した。
今年 1 月、叔父の忌引を申請したが、以前の申請と同姓同名だったことが分かり、発覚。
その後、調査に虚偽の説明資料を提出するなど不誠実な態度をとったため、
懲戒免職にした。16 日間は欠勤扱い、約 50 万円の返還を求める。
係長は 31 日で定年退職する予定だった。退職金は半額になる。
市は今後、再発防止のため、手続きの際に葬儀があったことを
証明する文書などを添付させるという。
こういう人が増えると「証明書」の添付が必要になりますね。

最新情報

「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件が変更

高年齢者や母子家庭の母等、身体・知的障害者等を雇入れた場合に該当となる助成金の支給要件
が平成２７年 5 月１日の雇入れから変更となります。主な変更点をご紹介します。

１．金額の変更（中小企業の場合）
【特定就職困難者雇開発助成金】
対象労働者

現
支給総額

短 時 間 高年齢者（60 歳以上 65
労働者
歳未満）、母子家庭の母等
障害者

平成 27 年 5 月 1 日の
雇入れから

助成対象期間

支給総額

助成対象期間

１年

６０万円

１年

1 年 6 か月

120 万円

２年

240 万円

2年

240 万円

３年

60 万円

1年

40 万円

１年

90 万円

1 年６か月

80 万円

２年

短 時 間 高年齢者（60 歳以上 65
90 万円
労 働 者 歳未満）、母子家庭の母等
以外
身体・知的障害者
135 万円
重度障害者等

行

【高年齢者雇用開発特別奨励金】
対象労働者
65 歳
以上の者

現

行

平成 27 年 5 月 1 日の
雇入れから

支給総額

助成対象期間

支給総額

助成対象期間

短時間労働者以外

90 万円

1年

60 万円

1年

短時間労働者

60 万円

1年

40 万円

1年

※

助成金は対象期間を 6 か月ごとに区分した期間を支給対象期間としています。支給は支給
対象期間ごとに分割で支給されます。
※ 短時間労働者とは、１週間の所定労働時間が、20 時間以上 30 時間未満の労働者です。

２．助成対象外となる基準の追加
① 対象者が代表者または取締役の 3 親等以内の親族は対象外
② 雇用前 3 か月を超える実習等の実施をしていた場合
対象者を雇用した会社で、雇用以前の３年間に、通算３か月を超える職業訓練や実習などを
行った場合には対象外。また、雇用以前１年間に、関連会社で通算して３か月を超える職業
訓練等を行った場合も対象外。
その他、雇用契約で定めた所定労働時間に満たない場合は支給額の算定方法、支給額の
算定に必要な賃金額が変更となります。

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
書籍

情熱にいがた

新潟放送 編

井戸
潤
新潟の経営者（社長様や会長様）42
人にインタビュー形式でスポットを
あてた BSN テレビ＆ラジオ連動番組「情熱にいがた」を書籍化したもの。
出版記念講演会に出席された新潟市の司会業、鈴木進治さんがプレゼント
してくれました。
この本にはＤＶＤが付いていて、経営トップの話しぶりや会社の様子を
映像として見ることが出来ます。これがすごくいい！！
経営理念や、人づくり・環境づくりへの取り組み、主力製品・技術の開発や社会貢献活動の
紹介、成功に至るまでの道のり、未来に向けての目標や展望などを語り、文章を読んだだけでは
わからなかった「熱い思い」が伝わってきます。
私は特に「とまつ衣装店」の戸松茂雄社長や「株式会社北越電研」の平石幸史社長が印象に
残りました。新潟には、
「スゴイ人」
「スゴイ会社」が沢山！驚きと喜びと刺激をいただきました。

書籍

サラバ！（上・下）

西加奈子

今をときめく西加奈子さんの長編小説。直木賞受賞作。
井戸
潤
変わり者の姉と自由な母、逃げ腰の父を持つ主人公・歩の
傍観的な視点から始まり、人生が大きく展開することで、人生
の幹となる「信じるもの」を考えさせるストーリー。
上巻は「この話の主旨は何なんだ～？？」と探り探り読んだの
で、時間がかかりました。最初から著者に身を委ねるべきです。下巻は一気に読ませますが、奇
行を繰り返す姉や転落して人間の醜い部分が露呈していく主人公の様子など、途中で深呼吸せず
にはいられなくなります。好き嫌いが分かれる作品のせいか、本屋大賞になりませんでしたね。

登山

五頭山（９１２ｍ）

3/22

岡村

阿賀野市と東蒲原郡阿賀町にまたがる山で、峰が５つあることからその名がついています。
井戸
潤
とても人気のある山で登山者が多く、踏み跡がしっかりあったので安心でした。
今回は、三ノ峰ルートで五頭本山（最高地点）まで、３つの峰を越えました。憧れだった稜線
歩きを体験。雪景色も綺麗でした。最高地点まで行きましたが、眺めが良いのは手前の一ノ峰か
なと思います。晴れていれば越後平野が一望ですが、残念ながらこの日は霞んで見えました。
今度は雪のない時期に登ってみたいと思います。
この鐘の高さを調べたいですね。

三ノ峰頂上の鐘

