
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ４月納付分より協会けんぽの保険料率が引き上げられます！４月納付分より協会けんぽの保険料率が引き上げられます！４月納付分より協会けんぽの保険料率が引き上げられます！４月納付分より協会けんぽの保険料率が引き上げられます！    

    全国健康保険協会（協会けんぽ）は、全国健康保険協会（協会けんぽ）は、全国健康保険協会（協会けんぽ）は、全国健康保険協会（協会けんぽ）は、平成平成平成平成 23232323 年度の保険料率の引き上げを決定しました。一般保険料率年度の保険料率の引き上げを決定しました。一般保険料率年度の保険料率の引き上げを決定しました。一般保険料率年度の保険料率の引き上げを決定しました。一般保険料率

（都道府県単位）については、全国平均で、平成（都道府県単位）については、全国平均で、平成（都道府県単位）については、全国平均で、平成（都道府県単位）については、全国平均で、平成 22222222 年度の９年度の９年度の９年度の９....３４％から９３４％から９３４％から９３４％から９....５０％に上昇します。適用は、５０％に上昇します。適用は、５０％に上昇します。適用は、５０％に上昇します。適用は、

平成平成平成平成 22223333 年３月分（４月納付分）から年３月分（４月納付分）から年３月分（４月納付分）から年３月分（４月納付分）からになりますになりますになりますになります。。。。    

ヨシムラ社会保険労務士事務所通信 
発行：ヨシムラ社会保険労務士事務所 

〒350-0313 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘１－１７－１６ 

 TEL/FAX: 049-277-6010  email: info@yoshimura-sr.com 

発行日：2011 年 3 月 1 日 
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１１１１    一般保険料率（都道府県単位保険料）一般保険料率（都道府県単位保険料）一般保険料率（都道府県単位保険料）一般保険料率（都道府県単位保険料） 

 変更前  変更後変更後変更後変更後     変更前  変更後変更後変更後変更後    

北海道 ９.４２％ ⇒ ９９９９....６０６０６０６０％％％％    滋賀県 ９.３３％ ⇒ ９９９９....４８４８４８４８％％％％    

青森県 ９.３５％ ⇒ ９９９９....５１５１５１５１％％％％    京都府 ９.３３％ ⇒ ９９９９....５０５０５０５０％％％％    

岩手県 ９.３２％ ⇒ ９９９９....４５４５４５４５％％％％    大阪府 ９.３８％ ⇒ ９９９９....５６５６５６５６％％％％    

宮城県 ９.３４％ ⇒ ９９９９....５０５０５０５０％％％％    兵庫県 ９.３６％ ⇒ ９９９９....５２５２５２５２％％％％    

秋田県 ９.３７％ ⇒ ９９９９....５４５４５４５４％％％％    奈良県 ９.３５％ ⇒ ９９９９....５２５２５２５２％％％％    

山形県 ９.３０％ ⇒ ９９９９....４５４５４５４５％％％％    和歌山県 ９.３７％ ⇒ ９９９９....５１５１５１５１％％％％    

福島県 ９.３３％ ⇒ ９９９９....４７４７４７４７％％％％    鳥取県 ９.３４％ ⇒ ９９９９....４８４８４８４８％％％％    

茨城県 ９.３０％ ⇒ ９９９９....４４４４４４４４％％％％    島根県 ９.３５％ ⇒ ９９９９....５１５１５１５１％％％％    

栃木県 ９.３２％ ⇒ ９９９９....４７４７４７４７％％％％    岡山県 ９.３８％ ⇒ ９９９９....５５５５５５５５％％％％    

群馬県 ９.３１％ ⇒ ９９９９....４７４７４７４７％％％％    広島県 ９.３７％ ⇒ ９９９９....５３５３５３５３％％％％    

埼玉県 ９.３０％ ⇒ ９９９９....４５４５４５４５％％％％    山口県 ９.３７％ ⇒ ９９９９....５４５４５４５４％％％％    

千葉県 ９.３１％ ⇒ ９９９９....４４４４４４４４％％％％    徳島県 ９.３９％ ⇒ ９９９９....５６５６５６５６％％％％    

東京都 ９.３２％ ⇒ ９９９９....４８４８４８４８％％％％    香川県 ９.４０％ ⇒ ９９９９....５７５７５７５７％％％％    

神奈川県 ９.３３％ ⇒ ９９９９....４９４９４９４９％％％％    愛媛県 ９.３４％ ⇒ ９９９９....５１５１５１５１％％％％    

新潟県 ９.２９％ ⇒ ９９９９....４３４３４３４３％％％％    高知県 ９.３８％ ⇒ ９９９９....５５５５５５５５％％％％    

富山県 ９.３１％ ⇒ ９９９９....４４４４４４４４％％％％    福岡県 ９.４０％ ⇒ ９９９９....５８５８５８５８％％％％    

石川県 ９.３６％ ⇒ ９９９９....５２５２５２５２％％％％    佐賀県 ９.４１％ ⇒ ９９９９....６０６０６０６０％％％％    

福井県 ９.３４％ ⇒ ９９９９....５０５０５０５０％％％％    長崎県 ９.３７％ ⇒ ９９９９....５３５３５３５３％％％％    

山梨県 ９.３１％ ⇒ ９９９９....４６４６４６４６％％％％    熊本県 ９.３７％ ⇒ ９９９９....５５５５５５５５％％％％    

長野県 ９.２６％ ⇒ ９９９９....３９３９３９３９％％％％    大分県 ９.３８％ ⇒ ９９９９....５７５７５７５７％％％％    

岐阜県 ９.３４％ ⇒ ９９９９....５０５０５０５０％％％％    宮崎県 ９.３４％ ⇒ ９９９９....５０５０５０５０％％％％    

静岡県 ９.３０％ ⇒ ９９９９....４３４３４３４３％％％％    鹿児島県 ９.３６％ ⇒ ９９９９....５１５１５１５１％％％％    

愛知県 ９.３３％ ⇒ ９９９９....４８４８４８４８％％％％    沖縄県 ９.３３％ ⇒ ９９９９....４９４９４９４９％％％％    

三重県 ９.３４％ ⇒ ９９９９....４８４８４８４８％％％％    

 

２２２２    介護保険料率介護保険料率介護保険料率介護保険料率    

全国一律 

変更前 １．５０％ 

↓↓↓↓        

変更後変更後変更後変更後 １．５１１．５１１．５１１．５１％％％％    

 

 

 

 

 

 

    

＜健康保険の保険料の仕組み＞＜健康保険の保険料の仕組み＞＜健康保険の保険料の仕組み＞＜健康保険の保険料の仕組み＞    

●健康保険の被保険者（介護保険第２号被保険者以外）の保険料●健康保険の被保険者（介護保険第２号被保険者以外）の保険料●健康保険の被保険者（介護保険第２号被保険者以外）の保険料●健康保険の被保険者（介護保険第２号被保険者以外）の保険料    

  保険料＝一般保険料（標準報酬月額×一般保険料率）保険料＝一般保険料（標準報酬月額×一般保険料率）保険料＝一般保険料（標準報酬月額×一般保険料率）保険料＝一般保険料（標準報酬月額×一般保険料率）    

        注．賞与支払月には、標準賞与額×一般保険料率も徴収されます。    

●介護保険第２号被保険者（●介護保険第２号被保険者（●介護保険第２号被保険者（●介護保険第２号被保険者（40404040 歳以上歳以上歳以上歳以上 65656565 歳歳歳歳未満）に該当する健康保険の被保険者の保険料未満）に該当する健康保険の被保険者の保険料未満）に該当する健康保険の被保険者の保険料未満）に該当する健康保険の被保険者の保険料    

  保険料＝一般保険料＋介護保険料（標準報酬月額×｛一般保険料率＋介護保険料率｝）保険料＝一般保険料＋介護保険料（標準報酬月額×｛一般保険料率＋介護保険料率｝）保険料＝一般保険料＋介護保険料（標準報酬月額×｛一般保険料率＋介護保険料率｝）保険料＝一般保険料＋介護保険料（標準報酬月額×｛一般保険料率＋介護保険料率｝）    

        注．賞与支払月には、標準賞与額×｛一般保険料率＋介護保険料率｝も徴収されます。 

                  ※このように計算した保険料の額を、労使折半で負担します。※このように計算した保険料の額を、労使折半で負担します。※このように計算した保険料の額を、労使折半で負担します。※このように計算した保険料の額を、労使折半で負担します。    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●支給対象事業主の要件支給対象事業主の要件支給対象事業主の要件支給対象事業主の要件●●●●    

    

    

    

    

    

    

    

●支給対象分野（成長分野等●支給対象分野（成長分野等●支給対象分野（成長分野等●支給対象分野（成長分野等））））●●●●                                                                                ※以下の分類は、「日本標準産業分類」による※以下の分類は、「日本標準産業分類」による※以下の分類は、「日本標準産業分類」による※以下の分類は、「日本標準産業分類」による    

大分類大分類大分類大分類 AAAA→→→→中分類０２－中分類０２－中分類０２－中分類０２－林業林業林業林業    

大分類大分類大分類大分類 DDDD－－－－建設業建設業建設業建設業    このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの 

このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの 
大分類大分類大分類大分類 EEEE－－－－製造業製造業製造業製造業    

このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの 

大分類大分類大分類大分類 FFFF－電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類３３－－電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類３３－－電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類３３－－電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類３３－電気業電気業電気業電気業    

大分類大分類大分類大分類 GGGG－－－－情報通信業情報通信業情報通信業情報通信業                             例）ウェブコンテンツ事業 

大分類大分類大分類大分類 HHHH－－－－運輸業・郵便業運輸業・郵便業運輸業・郵便業運輸業・郵便業    

大分類大分類大分類大分類 LLLL→→→→中分類７１中分類７１中分類７１中分類７１    

                －－－－学術・開発研究機関学術・開発研究機関学術・開発研究機関学術・開発研究機関 
このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの 

大分類大分類大分類大分類 NNNN→→→→中分類８０中分類８０中分類８０中分類８０→→→→小分類８０４－小分類８０４－小分類８０４－小分類８０４－スポーツ施設提供業スポーツ施設提供業スポーツ施設提供業スポーツ施設提供業             例）フィットネスクラブ 

大分類大分類大分類大分類 OOOO→→→→中分類８２中分類８２中分類８２中分類８２→→→→小分類８２４小分類８２４小分類８２４小分類８２４→→→→細分類８２４細分類８２４細分類８２４細分類８２４６－６－６－６－スポーツ・健康教授業スポーツ・健康教授業スポーツ・健康教授業スポーツ・健康教授業    例）スイミングスクール 

大分類大分類大分類大分類 PPPP－－－－医療、福祉医療、福祉医療、福祉医療、福祉    

大分類大分類大分類大分類 RRRR→→→→中分類８８－中分類８８－中分類８８－中分類８８－廃棄物処理業廃棄物処理業廃棄物処理業廃棄物処理業                           例）ごみ処分業 

その他（上記以外）その他（上記以外）その他（上記以外）その他（上記以外）    このうち、環境や健康分野に関する事業を行っているもの   例）エコファンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成長分野等人材育成支援事業の活用が可能か、確認してみましょう！ 

現在、厚生労働省によって、「現在、厚生労働省によって、「現在、厚生労働省によって、「現在、厚生労働省によって、「成長分野等人材育成支援事業成長分野等人材育成支援事業成長分野等人材育成支援事業成長分野等人材育成支援事業」が実施されています（平成」が実施されています（平成」が実施されています（平成」が実施されています（平成 24242424 年３月年３月年３月年３月 31313131 日ま日ま日ま日ま

での暫定措置での暫定措置での暫定措置での暫定措置ですですですです））））。。。。    

「「「「成長分野等人材育成支援事業成長分野等人材育成支援事業成長分野等人材育成支援事業成長分野等人材育成支援事業」とは、」とは、」とは、」とは、健康、環境分野及び関連するものづくり分野健康、環境分野及び関連するものづくり分野健康、環境分野及び関連するものづくり分野健康、環境分野及び関連するものづくり分野（成長分野等＝支給対象（成長分野等＝支給対象（成長分野等＝支給対象（成長分野等＝支給対象

分野）分野）分野）分野）おいて、期間の定めのない従業員を雇入れ、おいて、期間の定めのない従業員を雇入れ、おいて、期間の定めのない従業員を雇入れ、おいて、期間の定めのない従業員を雇入れ、又は又は又は又は他の分野から配置転換し、他の分野から配置転換し、他の分野から配置転換し、他の分野から配置転換し、OFFOFFOFFOFF－－－－JTJTJTJT を実施した事業を実施した事業を実施した事業を実施した事業

主主主主の方に対しての方に対しての方に対しての方に対して、、、、そのそのそのその負担した訓練費用を、負担した訓練費用を、負担した訓練費用を、負担した訓練費用を、対象者１人当たり対象者１人当たり対象者１人当たり対象者１人当たり 20202020 万円万円万円万円（（（（中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が OFFOFFOFFOFF－－－－JTJTJTJT としてとしてとしてとして大学院大学院大学院大学院

を利用した場合には、を利用した場合には、を利用した場合には、を利用した場合には、50505050 万円万円万円万円））））を上限を上限を上限を上限として支給すとして支給すとして支給すとして支給するものでするものでするものでするものです。。。。    

申請は、訓練開始１ヶ月前までに行う必要があります。申請を検討されたい方は、お問い合わせ下さい。申請は、訓練開始１ヶ月前までに行う必要があります。申請を検討されたい方は、お問い合わせ下さい。申請は、訓練開始１ヶ月前までに行う必要があります。申請を検討されたい方は、お問い合わせ下さい。申請は、訓練開始１ヶ月前までに行う必要があります。申請を検討されたい方は、お問い合わせ下さい。    

最新情報 

①①①①    雇用保険の適用事業であり、健康、環境分野及び関連するものづくり分野（支給対象分野）の事業を行っ雇用保険の適用事業であり、健康、環境分野及び関連するものづくり分野（支給対象分野）の事業を行っ雇用保険の適用事業であり、健康、環境分野及び関連するものづくり分野（支給対象分野）の事業を行っ雇用保険の適用事業であり、健康、環境分野及び関連するものづくり分野（支給対象分野）の事業を行っ

ていることていることていることていること    

②②②②    ①の事業に、申請前５年以①の事業に、申請前５年以①の事業に、申請前５年以①の事業に、申請前５年以内（職業訓練計画中を含む）に雇い入れた、又は異分野から配置転換した従業内（職業訓練計画中を含む）に雇い入れた、又は異分野から配置転換した従業内（職業訓練計画中を含む）に雇い入れた、又は異分野から配置転換した従業内（職業訓練計画中を含む）に雇い入れた、又は異分野から配置転換した従業

員を雇用していること員を雇用していること員を雇用していること員を雇用していること    

③③③③    ②の労働者に対して職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること②の労働者に対して職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること②の労働者に対して職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること②の労働者に対して職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること            ほかほかほかほか    

あとがき◆当事務所よりあとがき◆当事務所よりあとがき◆当事務所よりあとがき◆当事務所より    

    

3333/10/10/10/10 ●一括有期事業開始届の提出 

（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満で

かつ請負金額が 1 億 9000 万円未満の工事 

 ●2 月分の源泉所得税、住民税特別徴収

税の納付 

 3 3 3 3/16 /16 /16 /16 ●●●●3/163/163/163/16（月）は所得税・贈与税の申告・納税（月）は所得税・贈与税の申告・納税（月）は所得税・贈与税の申告・納税（月）は所得税・贈与税の申告・納税

期限です。期限です。期限です。期限です。 

                        ●所得税の確定申告書の提出 

                        ●所得税の更正請求（前年度分） 

                        ●青色申告承認申請書の提出 

        （新規適用のもの） 

3/163/163/163/16 ●確定申告税額の延納の届出書の提出 

                    ●所得税の申告書（損失申告用）の提出 

                    ●贈与税の申告（前年度分） 

     ●個人の道府県民税・市町村民税の申告 

     ●個人事業税の申告 

3/313/313/313/31 ●2 月分の健康保険料、厚生年金保険料の納付 

                    ●個人事業者の消費税の確定申告 

                    ●1 月決算法人の確定申告・7 月決算法人の中

間申告 

                    ●4 月・7 月・10 月決算法人の消費税の中間申告 

おおおお仕事仕事仕事仕事    

カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー    
    


