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■マイナンバーの取得から廃棄までの流れと注意点 

今月より、いよいよマイナンバーの交付が開始されます。 

改めて、マイナンバーを取扱う際の注意点を確認しておきましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊所は、皆様の大切な従業員情報や賃金情報など機密性の高い個人情報を数多く

取り扱っていることを認識し、日々業務を行ってまいりましたが、このたび、個人

情報の取り扱いについて適切に安全管理・保護措置をしている証として、プライバ

シーマークの認定をいただきました。 

 

※「プライバシーマーク制度」とは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が、個人情報を適切に取り扱う

ことのできる企業や団体（事業者）を審査し認定する制度です。つまり、マークを付与された事業者は、個人情報の取り

扱いについて適切に安全管理・保護措置をしていると認められた事業者ということになります。 
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プライバシーマーク認定のお知らせ 
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2.利用・提供 
★ 利用目的以外の利用・提供はできません。 

１.取 得 

税や社会保障に関する手続書類にマイナンバーなどを記載して役所に提出！ 

★ 利用目的をきちんと明示する必要があります。 

★ マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行います。 

3.保管・廃棄 

マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ！ 

★ 必要がある場合に限り、保管し続けることができます。 

★ 不必要になったら、できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。 

マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ！ 

マイナンバーの取扱いは、個人情報保護法よりも厳格な保護措置をとるよう規定され

ています。情報漏えい対策等の最終確認をお願いいたします！！ 
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■平成 27年度地域別最低賃金が公表されました！ 

先日、各都道府県労働局内に設置されている地方最低賃金審議会が、平成 27年度の地

域別最低賃金の改定額の答申を行い、改定額が公表されました。最低賃金制度とは、最

低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支

払わなければならないとする制度です。仮に、最低賃金よりも低い賃金を労働者・使用者双方で合意の上

で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされ、

最低賃金額との差額を支払わなければなりません。 

各都道府県の平成 27年度地域別最低賃金額は、以下の通りです。 
 

都道府県名 
最低賃金時間額 

都道府県名 
最低賃金時間額 

( )内は平成 26 年度 ( )内は平成 26 年度 

北海道 764 （748） 滋賀 764 （746） 

青森 695 （679） 京都 807 （789） 

岩手 695 （678） 大阪 858 （838） 

宮城 726 （710） 兵庫 794 （776） 

秋田 695 （679） 奈良 740 （724） 

山形 696 （680） 和歌山 731 （715） 

福島 705 （689） 鳥取 693 （677） 

茨城 747 （729） 島根 696 （679） 

栃木 751 （733） 岡山 735 （719） 

群馬 737 （721） 広島 769 （750） 

埼玉 820 （802） 山口 731 （715） 

千葉 817 （798） 徳島 695 （679） 

東京 907 （888） 香川 719 （702） 

神奈川 905 （887） 愛媛 696 （680） 

新潟 731 （715） 高知 693 （677） 

富山 746 （728） 福岡 743 （727） 

石川 735 （718） 佐賀 694 （678） 

福井 732 （716） 長崎 694 （677） 

山梨 737 （721） 熊本 694 （677） 

長野 746 （728） 大分 694 （677） 

岐阜 754 （738） 宮崎 693 （677） 

静岡 783 （765） 鹿児島 694 （678） 

愛知 820 （800） 沖縄 693 （677） 

三重 771 （753）  

全国加重平均額 798 （780） 

 

 

 

給与の設定や最低賃金に関するご不明点等ございましたら、 

お気軽に弊所までご連絡ください！ 

◆ 人 事 労 務 ◆ 
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■介護休業「分割取得可能に」厚生労働省研究会が提言！ 

 

 

 

 

 

 この案では、今後の両立支援のありかたを検討するにあたって、労働者のニーズと事業主の負担との

兼ね合いを十分に考慮したうえで、 

 

 

 

 

 

を基本とし、制度の充実等を図る必要があるとしています。 

 

【 検討されている改正案について 】 

■ 介護休業の分割取得 

育児・介護休業法における要介護状態が継続した場合であっても、介護休業の分割

取得を認めることを検討すべきであるとしています。 

■ 介護休業の対象の拡大 

 介護休業を取得できる要介護状態の判断基準については、現在の制度の状況からみて範囲が狭すぎる

ため、介助のありかた等を踏まえ緩和する方向で見直しを行うべきとしています。 

■ 介護休業の弾力化 

 介護休暇の取得単位は必ずしも１日は必要ない場面も想定されることから、時間単位や半日単位の取

得が提案されています。 

■ 所定外労働時間の制限の義務化 

 所定外労働の制限について、現在介護については特に義務づけられていませんが、 

①期限の上限を定めず介護期間終了まで事業主に義務化する 

②期限の上限を定めたうえで義務化する 

③所定労働時間の短縮措置等の選択的措置義務のメニューを加える 

という案も含めての検討が考えられるとしています。 

 

 

 

 

厚生労働省の「今後の家庭と仕事の両立支援に関する研究会」が平成 27年７月 10日、介護休業

を分割して取得できるようにすることなどを盛り込んだ今後の家庭と仕事の両立支援に関する報

告書案をまとめました。まだ確定した内容ではありませんが、情報としてお伝えします。 

介護休業制度についてご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所

までご相談ください！ 

〇 多様な介護の状況に対応しつつ継続就業できる制度の実現 

〇 多様な家族形態、雇用形態に対応した、育児期の柔軟な働き方の実現 

〇 男性の多様な状況に応じた子育てへの関わりを可能とする働き方の実現 
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■雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額などの変更 
 
平成 27年８月１日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額、育児休業給付・介護休業給付

の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限等が変更されました。この結果、従業員の方への支給額が
変更されることがあります。これを機に、各給付金の支給額の計算の仕組みも再確認しておきましょう。 

 

【高年齢雇用継続給付の支給限度額】 

平成 27年７月 31日まで：340,761円 ➡ 平成 27年８月１日から：341,015円 

確 認  

高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金）の支給額 

支給額は、一の支給対象月（一暦月）について、賃金の低下の割合に応じて次の額で

す。 

賃金の低下の割合 支給額 

支給対象月の賃金が「60 歳到達

時等の賃金の月額」に比べ 

61％未満に低下 支給対象月の賃金×15％ 

61％以上 75％未満に

低下 

支給対象月の賃金×15％から逓減するよう

に厚生労働省令で定める率 

※支給対象月の賃金が、支給限度額（341,015円）を超えるときは、その支給対象月は支給されません。また、上記のよ

うに計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは｢支給限度額－支給対象月の賃金｣が支給額

となります。 

※支給額として計算した額が、1,840円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。 

※60歳到達時等の賃金の月額は、447,600円を上限とし、69,000円を下限とします。 

 

【育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限】 

平成 27年７月 31日まで： 14,200円 ➡ 平成 27年８月１日から： 14,210円 

確 認 育児休業給付・介護休業給付の支給額 

支給額は、一の支給単位期間（休業開始日を基準として区切った１か月）について、次の額です。 

原則 育児休業給付 休業開始時の賃金の月額×50％（最初の 180日目までは 67％） 

介護休業給付 休業開始時の賃金の月額×40％ 

例外 休業中に事業主から賃金が支払われた場合 

休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付・介護休業給付の額との合計が、休業開始時の賃金の

月額の 80％を超えないように、育児休業給付・介護休業給付の額が調整されます。 

 

 
 

 

 

 

これらの給付の支給額の仕組みは複雑ですが、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入（給

付の額＋賃金）が減らないようにしながら、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減する

ことも可能となります。 


