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 2014年 4月から変わる私たちの身近なくらしの変化についてまとめてみました。 

 

 

 いくつかの例外を除いて「商品やサービスの提供」が 

4月 1日以降になるものは 8％が適用になります。 

また、8％引き上げ後の経済状況を見てからの判断になりますが、平成 27 年 10 月 1 日からは

10％に引き上げられる予定になっています。 

 4月 1日以降に取得される自動車は、 

取得税の税率が下記のように引き下げられます。 

    ○自家用の自動車（軽自動車を除く）⇒3％（現行：5％） 

    ○営業用の自動車及び軽自動車   ⇒2％（現行：3％） 

その他、重量税・取得税のエコカー減税が拡充されます。 

 4 月 1 日以降、耐震基準に適合しない中古住

宅を購入し、入居前に耐震改修工事をする場合な

ど住宅ローン減税等の適用を受けることが出来るようになります。 

 

               ※業務に関連の深い内容は最新情報で取り上げています。 

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 0.7％減額となります。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 475 円減の６万 4400円。厚生年金を受け取る標準世帯

では同 1666円減の 22万 6925円。 

 平成26年度の国民年金保険料は1ヵ月15,250円

となり、昨年度に比べ 210円アップとなります。 

また、4月以降 2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まります。 

 

現在 1割負担となっている 70～74歳の医療費の 

自己負担について、4月以降 70歳になる人から 2割負担となります。（一定所得以上は 3割） 

 

 

 来年 4月に入学するうち、世帯年収が 910万円以

上の生徒については無償化の対象外になります。在学

中の生徒については引き続き、所得制限がなく無償化の対象。 

 4月以降、高速道路料金の割引はこれまでと比べて 

縮小・廃止の予定です。（正式決定はこれから） 

厳しい変更が多いですね・・・。 
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消費税率8％に引き上げ 

 税 金 関 係 

自動車取得税の引き下げ 

中古住宅購入者の減税の拡充 

 医療・年金 関 係 

年金支給額0.7％減額 

70～74歳の医療費自己負担2割に引き上げ 

国民年金保険料値上げ 2年前納開始 

 そ の 他 

高校授業料 無償化制度に所得制限 

高速道路の料金割引制度の縮小・一部廃止 



 

 

 

 

「監督指導による賃金不払残業の是正結果（平成 24 年度）」（東京労働局公表）によれば、東

京労働局管内で、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が適正に支払われていないとして是

正勧告・指導され、100 万円以上の遡及支払いになったのは 125 企業となり、その総額は 17

億円に上ったとのことです。 

 

 

最近、主に元従業員から、未払残業代請求の内容証明が届く企業が非常に増えているようです。

「あなたの未払残業代がすぐわかる！」といったような内容のサービスを謳うホームページや、

残業代請求に関する内容証明のひな形を掲載するサイトも増えています。 

これらを利用すれば、内容証明の作成・送付により、簡単に会社に対して未払残業代を請求で

きる時代になってしまいました。 

 

 

ある日突然、送りつけられた未払残業代の支払いを要求する内容証明。その内容ごとに、会社

の対策は変わってきます。 

まず、内容証明の送り手は誰か？ 従業員個人なのか、合同労組やユニオンなのか、弁護士等

なのかにより、会社としての対応が違ってきますし、相手の事情や紛争が長期化するかどうかも

ある程度読み取ることができます。 

例えば、従業員（元従業員）本人による場合、会社へのうっぷんを晴らしたいのか、お金が欲

しい（お金に困っている）だけなのか、上司等に対する個人的恨みなのか等が判断できる場合が

あります。また、内容の完成度や要求の度合いにより、インターネットのテンプレートを使って

素人レベルで作ったものなのかどうか等の情報がわかり、以後の会社のとるべき対応を考えるう

えで参考になります。 

いずれにしても、会社としては、必要な資料（タイムカード、日報、就業規則、賃金規程等）

の収集・検討を行い、残業時間を確認し、そのうえで対応を行います。 

 

 

もっとも、未払残業代を発生させてしまう残業・労働時間管理を根本から見

直さない限り、こうした内容証明が届くリスクはなくなりません。 

「会社が未払残業代を請求された」という噂が広まれば、現在働いている従

業員についても、その不満を爆発させてしまうことにつながる可能性も大いに

あります。 

今一度、自社の労働時間管理について検証してみてはいかがでしょうか。 

 

 

未払残業代請求の内容証明が急増中！ トピックス 

東京管内の割増賃金遡及支払額が 17億円に 

ネット上にあふれる割増賃金請求に関する情報 

会社としての対応は？ 

日頃の労務管理が重要！ 



 

 

４月から制度スタート 

産前産後休業（原則、産前 42日・産後 56 日）を取得した場合、育児休業の場合と同様に

社会保険料の免除が受けられるようになります（被保険者分および事業主分）。 

対象者：今年４月 30日以降に産前産後休業が終了となる方 

（４月分以降の保険料から免除の対象となる為） 

●予定日より前に出産した場合 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

●予定日より後に出産した場合 

 

 

 

 

                              

 

 

 

書類の提出時期  （提出先は年金事務所） 

産休開始後…『産前産後休業取得者申出書』を提出 

出産後…予定日とずれた場合は『産前産後休業取得者変更（終了）届』を提出   
 

標準報酬の改定 

産休終了後に育児休業をせずに復帰して報酬が下がった場合、産休終了後の３カ月間の報酬

額を基に月額変更されます。届出が必要です。ただし、産休終了日の翌日から引き続き育児休

業を開始した場合には提出することができません。 
 

その他の留意点 

 ・第 1 子の育児休業中の社会保険料免除と第 2 子の産休中の保険料免除期間が重複する場

合は、産休中の保険料免除が優先されます。 

 ・第 1 子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置を受けている場合に、第 2 子の産休保

険料免除を開始したときは特例措置は終了となります。 

免除となる期間 

最新情報 ４月から始まる「産休期間中の社会保険料免除制度」 

産前産後休業  

出産予定日 

▽ 

出産日 

▼ 

出産前の予定 

出産後 

※労務に従事しなかった期間であった場合に休業開始日を変更。 

社会保険料免除期間の月がずれて早くなる可能性あり。給与計算時は注意が必要です。 

 

出産予定日 

▽ 

出産日 

▼ 

出産前の予定 

出産後 

 

＋α 

４２日 

４２日 

５６日 

５６日 

４２日 

４２日 

５６日 

５６日 

 

産前産後休業 



 

 

 

去年１年間に県内で起きた労災事故は２５００件あまり。 

うち死亡した人は、２９人（昨年より９人増加で過去５年間で最も多い） 
 

死亡した人を産業別にみると 

▼建設業…１２人 ▼製造業…９人 ▼福祉関連や小売業などのサービス業…６人 

 など 

労災事故の内容は 

▼作業中の交通事故…７人（全体の２４％）  ▼工事現場での墜落など…６人  

▼クレーンから落下した荷物の下敷きになった…５人 ▼機械に巻き込まれた…４人 

など 

年齢別にみると 

▼５０歳以上…１９人（全体の６６％） 

特に建設業で技術者が不足していることから、比較的高齢の人が事故に巻き込まれているこ

とがうかがえます。 

新潟労働局は「景気の回復で工事の受注が増えていることも原因ではない

か」と分析し、現場の安全を確保し、作業計画を共有するなどして事故防止の

徹底を呼びかけています。 
 

 

 

 

●雇用保険料率 

事業の種類 平成２５年度 

据置き 

⇒ 

平成２６年度 

一般の事業 1,000 分の 13.5 1,000 分の 13.5 

農林水産業＊ 

清酒製造の事業 
1,000 分の 15.5 1,000 分の 15.5 

建設の事業 1,000 分の 16.5 1,000 分の 16.5 

＊農林水産業のうち、季節的に休業し又は事業の規模が縮小することのない一定の事業（園

芸サービスの事業、酪農、養鶏等の事業など）には、一般の事業の雇用保険料率を適用。 

 

●健康保険・介護保険料率 

  平成２６年３月分（４月納付分）の介護保険料率が変更されます。 

 現行 変更後 

健康保険料率 9.9％ 据え置き 

介護保険料率 1.55％ 1.72％ 

 

 

最新情報 各種保険料率の変更について 

新潟県内 死亡労働災害が急増 トピックス 

給与計算システムの

変更を忘れずに！ 



 

 

 

 

 

読んだ後に、4月 10 日から始まる木曜時代劇「銀二貫」が TV放映される 

ことを知りました。TVドラマになるのも納得！の秀逸時代小説です。 

 舞台は商人の街・大阪天満。大阪で商いをするには「始末」「才覚」「神信心」

の 3つが必要とされた江戸時代です。 

仇討ちで父を失った武士の子・松吉は「銀二貫」で寒天問屋井川屋の主人に命

を救われる。松吉は寒天問屋の丁稚となるが、「銀二貫」は火事で焼失した天満

宮再建のための大切な寄付金だったため、番頭に辛くあたられてしまう。度重なる火事や問屋の

危機を乗り越え、友情や恋に支えられながら、松吉は商人への道を少しずつ歩んでいく。 

私の職業柄、気になるのが「丁稚」のシステム。いつか遠い将来、暖簾分けされる日まで、住

み込みで仕事を覚える。決まった労働時間などなく、家業の他にも、主人の身の回りの世話も含

め家事全般をこなし、その上、無給！！「丁稚」の時代の人が、今の労働基準法を知ったらさぞ

驚くに違いありません。 

とにかく、本の内容は感動的で、代表作「澪つくし料理帖」も読んでみたくなりました。 

  

 

 魚沼市の小出郷文化会館の櫻井館長と「オトナ婚」を果たし、昨年９月に 

「新婚さんいらっしゃい」にも出演した地元の超有名人。ノンフィクション作家

の衿野さんの新刊です。 

「４０代のうちに結婚する」と決めてから、当時５６歳の館長とのゴールイン

までの軌跡を「オトナ婚をつかみとる 50の法則」として綴っています。 

私は、館長から強い押しで結婚に至ったのかと思っていましたが、実際は 

衿野さんの方からしつこく結婚を迫る「がぶり寄り婚」だったとのこと！「結婚は、決心するも

の」というメッセージは、40代 50代シングルを勇気づけたことでしょう。 

 東京在住の衿野さんが、魚沼市を「外からの視点」で分析しており、私たちには近すぎてわか

らない地方の良さを再発見できます。また、私のような魚沼出身にとっては、知っているお店が

次々に登場するのも楽しい！衿野さんにお会いしてみたいな～と思っています。 

 

 

 コツコツ貯めた JALカードのマイルを初めて使って伊丹空港へ飛び、 

神戸で走ってきました。 

前日、東京の大雪で羽田空港は欠航が相次ぎましたが、新潟～伊丹は 

全く問題なし。 背中に小千谷市のマスコット「よし太君」の 

Ｔシャツを着て、青空の神戸港を気持ちよく走ってきました！！ 

この大会にエントリーしたお陰で、冬の間も週 2・3回程度 

体育館でのランニングを続けることが出来ました。 

しかし、終わった途端に体育館が遠のいています。早く、次の 

大会にエントリーしなくちゃ・・・です。 

 

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー 

書籍  銀二貫    高田 郁 

井戸 潤 

書籍 “48歳、彼氏ナシ”私でも嫁に行けた！    衿野 未矢 

井戸 潤 
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