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桜の季節、ウキウキしますね。

この春、私たちの暮らしで変わること！
年金・保険・くらし

負担増↑

国民年金保険

平成 29 年度の国民年金支給額は、満額で月 64,941 円（前年度比 67 円減）。
平成 29 年度の国民年金保険料は、１ヵ月 16,490 円となり、
昨年度に比べ 230 円アップ。
負担増↑ 生命保険一斉値上げ
なかでも、終身保険や個人年金保険などの貯蓄性が高く、保険期間も長い保険ほど値上がり
が大きくなります。
負担増↑ 主な値上げされるもの
・国際線の燃油サーチャージが値上げ。
・オリーブオイルが約 10％値上げ。「ＢＯＳＣＯ」など。
・コピー用紙、印刷用紙が 10％以上値上げ。
5 月からは ティッシュ、トイレットペーパーも 10％以上値上げ。
・６月から はがきが５２円⇒６２円。５月１５日から販売開始。
往復はがきも１０４円⇒１２４円に。ただし、年賀状は５２円のまま。
負担減↓ 都市ガスの小売全面自由化スタート
消費者が、ガスの購入先を自由に選べるようになります。
4 月からパートの方も社会保険の適用が可能に！
従業員 500 人以下の企業でも「労使の合意」があれば、短時間労働者も社会保険
の適用対象になります。

税 金 関 係
負担増↑ エコカー減税
エコカー減税の適用対象が狭まる。
新車の販売台数の約 9 割→約 8 割へ。

負担減↓

自賠責保険引き下げ

４月から全車種平均で 6.9％の引き下げ。

最新情報

４月から『キャリアアップ助成金』が変わります

全てのコースで「生産性要件」※ が設定されます。
※助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その３年前に比べて６％以上伸びていること。
その期間中に、事業主都合による離職者がいないこと。

コース区分の変更

これまでの３コースが８コースに変わります！

①正社員化コース

①正社員化コース

②人材育成コース

②人材育成コース

③処遇改善コース
a 賃金規定等改定
b 共通処遇推進制度
(a)健康診断制度
(b)賃金規定等共通化
c 短時間労働者の労働時間延長

③賃金規定等改定コース

拡充

④健康診断制度コース
⑤賃金規定等共通化コース
⑥諸手当制度共通化コース

新規

⑦選択的適用拡大導入時処遇改善コース

新規

⑧短時間労働者労働時間延長コース

正社員化コース

拡充

＜＞は生産性の向上が認められる場合の額

助成内容

H28 年度(1 人当たり)

H29 年度(1 人当たり)

４０万円
有期→正規雇用労働者
（従来の多様な正社員を含める） （有期→多様な正社員）

５７万円 ＜７２万円＞

１０万円
無期→正規雇用労働者
（従来の多様な正社員を含める） （無期→多様な正社員）

28 万 5,000 円 ＜３６万円＞

諸手当制度共通化コース

新規

有期契約労働者等に正規雇用と共通の諸手当制度
を新たに設け、適用した場合

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

１事業所当たり(１回のみ)
３８万円 ＜４８万円＞

新規

労使合意に基づき、有期契約労働者等を新たに社会保険の適用とし、
基本給を増額した場合（１事業所当たり１回、上限 30 人まで）
基本給の増額割合

1 人当たり

３％以上

５％未満

１９，０００円 ＜２４，０００円＞

５％以上

７％未満

３８，０００円 ＜４８，０００円＞

７％以上１０％未満

４７，５００円 ＜６０，０００円＞

１０％以上１４％未満

７６，０００円 ＜９６，０００円＞

１４％以上

９５，０００円 ＜１２０，０００円＞

このコースは、H32 年
3 月 31 日までの暫定
措置となります。

最新情報
●

健康保険料率・雇用保険料率が変更になります

健康保険料率
H29.3 月分（4 月納付分）からの健康保険料率が改定されます。
新潟県では健康保険料率が引き下げ、介護保険料率が引き上げとなりました。
新

●

潟

従

県

前

平成 29 年 3 月分～
（4 月納付分）

健康保険料率

9.79％

9.69％

介護保険料率

1.58％

1.65％

雇用保険料率
H29 年 4 月から雇用保険料率が引き下がります。
H29 年 4 月１日～

労働者負担

事業主負担

雇用保険料率

一般の事業

3/1,000

6/1,000

9/1,000

建設の事業

4/1,000

8/1,000

12/1,000

農林水産・清酒製造
の事業

4/1,000

7/1,000

11/1,000

H30 年 3 月 31 日まで

ちょっとブレイク

今年の新入社員のタイプは？
『キャラクター捕獲ゲーム型』！
キャラクター（就職先）は数多くあり、比較的容易に捕獲（内定）出来たよう。
一方で、レアキャラ（優良企業）を捕まえるのはやはり難しい。すばやく（採用活動の
前倒し）捕獲するためにはネット・SNS を駆使して情報収集し、スマホを片手に東奔西
走しなければならない。必死になりすぎてうっかり危険地帯（ブラック企業）に入らぬよ
うに注意が必要。
はじめは熱中して取り組むが、飽きやすい傾向も（早期離職）。モチベーションを維持
するためにも新しいイベントを準備して、飽きさせぬような注意が必要（やりがい、目標
の提供）。
就職先の条件として異常な長時間勤務やパワハラのないことを
重視する傾向が見られた。

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
書籍

精霊の守り人

上村 菜穂子

綾瀬はるかさん主演で NHK のドラマになっていますね。
有名な「守り人・旅人」のシリーズ系、「今さら？」と思いつつ手に
取りましたが、本当に読んで良かったです。
短槍使いの女用心棒のバルサが、新ヨゴ皇国の皇子と皇子に宿った
精霊の卵を守りながら旅をするストーリー。冒頭からわずか数ページで
どっぷり引き込まれます。
歪められた建国の神話や先住民ヤクーとの関わり、現実の世界と
同時に存在するともうひとつの世界「ナユグ」･･･読者の我々もバルサたちと一緒に謎解きの
旅に出発です。徐々に成長していく皇子やバルサを取り巻く登場人物も非常に魅力的。読み終
わってみると、児童文学のくくりのせいか意外に短い印象です。
文化人類学者でもある著者が描くリアルな世界に魅了され、シリーズを順番に読んでいくこ
とになりそう。

書籍

さびしすぎてレズ風俗にいきましたレポ

永田 カビ

高校生の息子がこの本を持っていて、不安と怒りを覚えながら「お前は変
態か？」とツッコミを入れました。しかし、この本は風俗体験の話ではなく、
それでもそうとう話題になっています。（コミックです）
親子関係をひとつの原因として、人とうまく付き合えず自立もできない作
者が、自分を見つめなおす過程をかなり細かく綴っています。
作者とは全く違う境遇の私は「こんな人もいるんだ」と驚きつつ、親から認められたくて仕
方なかった若き日の自分とも重なりました。特に共感したのが、「生きる理由、生きる力、居
場所･･･人それぞれ違うけど、それぞれの『甘い蜜』を見つけていく。」という表現。この本に
勇気づけられる人の気持ち、わかる気がします。

書籍

うちの猫がまた変なことしてる。

卵山 玉子

大人気アメーバブログの書籍化です。2 匹の猫とのほのぼのとした日常を
写真も含め刊行されました。（第 2 弾もすでに刊行）
猫を飼っている人には「あるある！」と笑えるネタが満載。ツンデレ系の
トンちゃんと癒し系シノさんとの生活が面白くて可愛い。何度も読んではニ
ヤニヤ。うちの猫も一層愛おしく感じます。

今月のさぶろく （せきね事務所の看板ねこ：生後 7 ヵ月）
暖かくなり、窓から外を眺めるのが最近のお気に入り。
これからの春の季節はポカポカ陽気の「見張り」の時間が増えそうです。
さぶろくさんは、いちいち人の後を追いかけるくせに「抱っこ」も
「なでなで」もノーサンキュー。また、いくら教えても噛み癖は
治りません。面倒くさいヤツですが、やっぱり可愛い･･･事務所の
一員です。

