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弊事務所にて、顧問契約させていただい

ているお客様に新たなデータ共有システム

をご案内させていただきます。以下のよう

なお悩みがございましたら、担当者にご相

談ください。 

なお、別途費用が必要なものもございま

すので、ご了承ください。 

こんなとき ご提案 

どんなときに社会保険や雇用保険の手続が

必要か知りたい 

ネット de 受付をご利用いただくことで、「入社」「退社」「住

所変更」「結婚」「出産」など主な手続が確認できます 

手続依頼をしたが、手続の進捗状況を知り

たい 

ネット de 受付をご利用いただくことで、進捗状況の確認が

可能になります 

労働基準監督署・ハローワーク・年金事務

所の調査など、必要書類の準備が難しい 

ネット de 台帳をご利用いただくことで、「労働者名簿」や

「被保険者情報」の印刷が可能になります 

給与計算のときに社会保険料をいくら控除

したらいいか分からない 

ネット de 台帳をご利用いただくことで、「社会保険料一覧」

の印刷が可能になります 

労働時間の把握や有給休暇の管理が難しい ネット de 就業をご利用いただくことで、労働時間の把握

や、有給休暇の付与・残日数の管理などが可能になります 

人ごとに一定期間の賃金データを知りたい ネット de 賃金をご利用いただくことで、決算期間等の年間

収入を把握することが可能になります 

支店・営業所が全国に点在していて給与明

細書を紙で渡す（郵送）のが難しい 

ネット de 明細をご利用いただくことで、パソコンからでも

携帯電話からでも閲覧（印刷）することが可能になります 

給与明細書や源泉徴収票の再発行が多い ネット de 明細をご利用いただくことで、社員が印刷可能に

なります 

メール添付による誤送信や個人情報のやり

とりが心配 

共有フォルダをご利用いただくことで、メール添付でのデ

ータのやり取りが不要になります 
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3月分より協会けんぽの
健康保険料率・介護保険料率が
変更になります

社会保険情報

全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率および介護保険料率は、毎年3月分（4月納

付分）から見直しが行われます。今年度の健康保険料率については各都道府県によって、引上

げ・引下げ・据え置きに分かれ、介護保険料率は引下げ（全国一律）となります。料率を確認

し、徴収のタイミング間違いや保険料率の変更もれがないようにしましょう。

1.3月分からの
協会けんぽの健康保険料率

2.任意継続被保険者の上限額

2018.3

協会けんぽの保険料率は、平成21年9月よ

り、全国一律の保険料率から、各都道府県支

部別の保険料率に変更されています。平成30

年3月分から適用される健康保険料率は下表

のとおりとなりました。

全都道府県のうち、もっとも高い保険料率

は佐賀県の10.61％、もっとも低い保険料率

は新潟県の9.63％となっており、佐賀県と新

潟県の保険料は0.98％の開きがあります。

介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ

ますが、平成30年3月分からは、1.65％から

1.57％へ引下げられます。

健康保険の資格を喪失した後も、手続きを

することでこれまで加入していた健康保険に

任意で継続加入することができる制度があり

ます（任意継続被保険者）。任意継続被保険

者は、①資格を喪失した時の標準報酬月額、

②前年（1月から3月までの標準報酬月額につ

いては、前々年）の9月30日時点におけるす

べての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額

の平均額、のいずれか少ない額が標準報酬月

額となります。この②の額について、平成30

年度は28万円となることが決定しました。

支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率
北海道 10.25% 東京都 9.90% 滋賀県 9.84% 香川県 10.23%
⻘森県 9.96% 神奈川県 9.93% 京都府 10.02% 愛媛県 10.10%
岩⼿県 9.84% 新潟県 9.63% 大阪府 10.17% 高知県 10.14%
宮城県 10.05% 富山県 9.81% 兵庫県 10.10% 福岡県 10.23%
秋田県 10.13% ⽯川県 10.04% 奈良県 10.03% 佐賀県 10.61%
山形県 10.04% 福井県 9.98% 和歌山県 10.08% ⻑崎県 10.20%
福島県 9.79% 山梨県 9.96% 鳥取県 9.96% 熊本県 10.13%
茨城県 9.90% ⻑野県 9.71% 島根県 10.13% 大分県 10.26%
栃木県 9.92% 岐阜県 9.91% 岡山県 10.15% 宮崎県 9.97%
群馬県 9.91% 静岡県 9.77% 広島県 10.00% ⿅児島県 10.11%
埼玉県 9.85% 愛知県 9.90% 山口県 10.18% 沖縄県 9.93%
千葉県 9.89% 三重県 9.90% 徳島県 10.28%

平成30年3⽉分からの健康保険料率（各都道府県支部別）
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労働保険（労災保険および雇用保険）の保険料率は、定期的に見直しが行われることに

なっています。平成30年度の保険料率について正式に決定されましたので、それぞれについ

て確認しておきましょう。

平成30年度の労災保険率は変更、
雇用保険料率は据え置き

社会保険情報

1.平成30年度からの労災保険率

今回、雇用保険料率が据え置きになったことにより、給与計算をする上での料率変更は不

要となりますが、来年度の労働保険の年度更新における概算保険料の計算では、新しい労災

保険率を利用することになります。誤りのないように注意しましょう。

2018.3

2.平成30年度の雇用保険料率

労災保険率は3年に1度、その保険率を見直

す仕組みがあり、平成30年4月は見直しのタイ

ミングとなります。

今回、下表の通り変更となります。引上げ

となる業種、据え置きの業種、引下げとなる

業種が混在しています。

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金

と給付の状況に応じて見直しが行われること

になっています。来年度も弾力条項が発動さ

れ、平成29年度の保険料率を据え置きとする

ことが発表されました。具体的には、一般の

事業で9/1,000、農林水産・清酒製造の事業で

11/1,000、建設の事業で12/1,000となり、こ

れを労使で負担することになります。

業種 保険率 業種 保険率 業種 保険率
林業 60 木材又は木製品製造業 14 船舶製造又は修理業 23

海面漁業 18 パルプ又は紙製造業 6.5 計量器、光学機械、時計等製造業 2.5

定置網漁業又は海面魚類養殖業 38 印刷又は製本業 3.5 貴⾦属製品、装⾝具、⽪⾰製品等製造業 3.5

⾦属鉱業、非⾦属鉱業又は⽯炭鉱業 88 化学工業 4.5 その他の製造業 6.5

⽯灰⽯鉱業又はドロマイト鉱業 16 ガラス又はセメント製造業 6 交通運輸事業 4

原油又は天然ガス鉱業 2.5 コンクリート製造業 13 貨物取扱事業 9

採⽯業 49 陶磁器製品製造業 18 港湾貨物取扱事業 9

その他の鉱業 26 その他の窯業又は土⽯製品製造業 26 港湾荷役業 13

⽔⼒発電施設、ずい道等新設事業 62 ⾦属精錬業 6.5 電気、ガス、⽔道又は熱供給の事業 3

道路新設事業 11 非鉄⾦属精錬業 7 船舶所有者の事業 47

舗装工事業 9 ⾦属材料品製造業 5.5 農業又は海面漁業以外の漁業 13

鉄道又は軌道新設事業 9 鋳物業 16 清掃、火葬又はと畜の事業 13

建築事業 9.5 ⾦属製品製造業又は⾦属加工業 10 ビルメンテナンス業 5.5

既設建築物設備工事業 12 洋⾷器、刃物、⼿工具又は⼀般⾦物製造業 6.5 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又
はゴルフ場の事業

6.5

機械装置の組⽴て又は据付けの事業 6.5 めつき業 7 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5

その他の建設事業 15 機械器具製造業 5 卸売業・小売業、飲⾷店又は宿泊業 3

⾷料品製造業 6 電気機械器具製造業 2.5 ⾦融業、保険業又は不動産業 2.5

繊維工業又は繊維製品製造業 4 輸送用機械器具製造業 4 その他の各種事業 3

平成30年4⽉からの労災保険率
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厚生労働省では、有期契約労働者を正社員に転換する際や有期契約労働者の処遇の見直しを

行う際の支援として、キャリアアップ助成金という制度を設けています。平成30年度以降、こ

のキャリアアップ助成金のうち、3つのコース（正社員化コース、賃金規定等共通化コース、諸

手当制度共通化コース）において拡充等が行われ、人材育成コースが人材開発支援助成金に統

合される予定です。そこで、この中から正社員化コースと諸手当制度共通化コースの内容をと

り上げます。

1.正社員化コース

平成30年度以降に変更が
予定されるキャリアアップ助成金

助成金情報

2.諸手当制度共通化コース

2018.3

あくまでこれらの内容は、平成30年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提

となるため、変更される可能性があります。また、助成金には様々な支給要件がありますの

で、活用にあたっては事前に情報を確認しておきましょう。

※ [ ]はいずれも中小企業以外の額です。
※ 生産性の向上が認められる場合には支給額の加算があります。

正社員化コースとは有期契約労働者を正社

員、または無期雇用労働者に転換した場合等

に、助成金が支給されるものです。支給額は

以下のようになっています。

①有期契約労働者を正社員に転換した場合
1人当たり57万円[42万7,500円]

②有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合
1人当たり28万5,000円[21万3,750円]

③無期雇用労働者を正社員に転換した場合
1人当たり28万5,000円[21万3,750円]

今回の変更点は2つあり、1点目は、上記①

～③を合わせて1年度1事業所当たりの支給申

請上限人数が15人までとされているものが、

20人に拡充されます。2点目は以下の2つが支

給要件として追加されます。

a.正社員等へ転換した際、転換前の6ヶ⽉と転
換後の6ヶ⽉の賃⾦を⽐較して、5％以上増額
していること

b.有期契約労働者からの転換の場合、対象とな
る労働者が転換前に企業で雇用されていた期間
が3年以下に限られること

諸手当制度共通化コースとは、有期契約労

働者等に関して正社員と共通の諸手当制度を

新たに設け、適用した場合に助成金が支給さ

れるものです。支給額としては、1事業所当

たり1回のみ38万円[28万5,000円]となってい

ます。

今回、これについては新規で支給額を上乗

せする加算措置が行われる予定で、人数に応

じたものと諸手当の数に応じたものとがあり、

以下のようになっています。

①人数に応じた加算措置
共通化した対象の労働者2人目以降に適用され、

対象労働者1人当たり1万5,000円[1万2,000円]
を支給（上限20人まで）。

②諸手当の数に応じた加算措置
同時に共通化した諸⼿当2つ目以降に適用され、

諸⼿当の数1つ当たり16万円[12万円]を支給。

同一労働同一賃金の対応に向けて、処遇の

見直しを検討されている企業もあるかと思い

ます。この助成金の活用も併せて検討したい

ものです。
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