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いつもご購読いただき誠にありがとうございます。
社会保険労務士法人

大槻経営労務管理事務所 メールマガジンをお送りいたします。
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今年 4 月より労働・社会保険諸法令でも新しい制度が始まっています。
まず「産前産後期間の健康保険・厚生年金保険免除」「雇用保険法の育児休業給付金の引き
上げ」です。こちらに関しましては当方も多くのクライント様よりご質問を頂いており、
周知・ご関心の高さが窺がえます。
そして「雇用保険の就業促進定着手当」という新しい給付が開始しています。
こちらに関しましては前者と比較しまだ多くのクラアント様に馴染みがないように感じて
おります。そこで、今回はこの新しい給付「雇用保険の集合促進定着手当」について少し
ご説明させて頂こうと思います。
給付ができた経緯としては、失業者が前職の給与にこだわり、再就職を躊躇したり、また
再就職してもすぐに辞めてしまう人が多く存在していることが問題視されていたため、
就職促進を強化するため、創設されました。
具体的な対象者は、平成 26 年 4 月 1 日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている
方です。
1. 再就職手当※を受けていること。

2. 再就職の日から、同じ事業主に６カ月以上、雇用保険の加入者として勤めていること。
3. 再就職後６カ月間の賃金の日額が、失業前の賃金日額を下回ること。
※再就職手当とは、安定した職業に再就職した際、雇用保険の基本手当の支給残日数が
給付日数の３分の１以上ある方で、一定の要件に当てはまる方に支給される手当です。
支給額は、次の式で計算します。
− 再就職後 6 か月間の賃金の１日分の額）

（離職前の賃金日額

×

再就職後 6 か月間の賃金の支払基礎となった日数

※支給額には上限があります。
手続きは再就職をした本人が直接ハローワークに申請することになっており、再就職した日
から 6 ヶ月経過した日の翌月から 2 ヶ月以内に以下の書類を用意し申請することとなっています。
(1)就業促進定着手当支給申請書（再就職より 5 か月後にハローワークより郵送されます。）
(2)雇用保険受給資格者証
(3)就職日から 6 ヶ月間の出勤簿の写し（事業主から原本証明を受けたもの）
(4)就職日から 6 ヶ月間の給与明細又は賃金台帳の写し（事業主から原本証明を受けたもの）
9 月頃から申請書を提出してくる労働者がいらっしゃいますので対応が必要になります。

銀座第二室

室長

田辺

英昭
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▼大槻事務所だより
今月の特集は

「パートタイム労働法が改正されました」

です！

http://www.otuki.org/p_otsukidayori/pdf/vol63.pdf
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6 月になりました。4 年に一度の祭典、ワールドカップブラジル大会が、6 月 12 日

（日本時間 13 日）にとうとう開幕します。日本の初戦は、6 月 14 日（日本時間 15 日）コート
ジボワール戦です。
先日、代表メンバーが発表され、予想通りのメンバーという印象でしたが、ずっと召集されて
いなかった大久保選手の選出というサプライズもありました。
今回のメンバーは、23 名中、12 名が海外組という、いわゆる欧州のチームに所属の選手が、
初めて過半数を占めました。最近では、海外移籍は珍しいことではなくなってきていますので、
意外なことではないかもしれません。むしろ、Ｊリーグから、12 名も選出されたことの方が特筆
すべきことなのではと思います。海外組の選手も元々は全員Ｊリーグの選手でしたし。そのような
魅力的な選手が≪身近≫にいるのが『Ｊリーグ』です。
ということで、私のおすすめは、
『Ｊリーグ観戦』です。
まずは、Ｊリーグについて、簡単に説明しますと、現在、Ｊ１（18 チーム）、Ｊ２（22 チーム）、
そして、今年からのＪ３（12 チーム）の三つのカテゴリーがあり、北は札幌から、南は沖縄まで、
全国各地にクラブチームがあります。
Ｊ１は、ホームアンドアウェイの総当たり戦で、3 月から 12 月の初めにかけて試合を行います。
この大会方式は、今のところ今年まで、来年からは、初期のころのような、2 ステージ制に戻
ってしまう予定です。
さて、『Ｊリーグ観戦』を勧めるのだから、ひいきのチームがあると思いますよね。どこのチーム
が好きなの？と聞かれますと、『浦和レッズ！』と即答します。そうは言いつつ、熱狂的なサポー
ターには及びませんが、一般女性に比べたら、詳しい方ではないかと自負しています。
今回のワールドカップでは、レッズからは、何人か候補にあがりながら、残念なことにゴール
キーパーの西川選手しか選ばれませんでした。ですが、ワールドカップメンバーにキャプテンと
して選ばれた長谷部選手や、予備登録メンバーとして選ばれた細貝選手など浦和レッズ出身の選手
もいます。
観戦のなにが、おすすめなのかというと、本当にありきたりのことですが、やはり行かなければ
わからない『雰囲気』です。
レッズサポーターなので、埼玉スタジアムでの観戦で、感じたことをお伝えしようと思います。
埼玉スタジアムは、サッカー専用のスタジアムなので、観客席とピッチの間にトラックがなく、
観客席からかなり近くで見られます。選手を間近で見ますと、背が高い選手だとか、スピードがある
選手だとか認識していても、目の当たりにすると、本当に大きかったり、本当に速かったりして、
びっくりします。この臨場感がいいのです。
また、なによりも、応援がすばらしいのです。最近、一部の過激なサポーターによる行き過ぎた
行為があり、とても残念に思いました。残念ということばでは、少し弱い表現なのかもしれません。
ですが、多くのサポーターは、ただレッズに勝ってほしい気持ちで応援しています。スタジアム
全体からの応援というこの一体感が、行かなければわからないのです。それは、レッズに限らず、
どのチームでも同じように感じます。
また、角度を変えた楽しみ方として、遠方へのアウェイ観戦があると思います。一昨年、昨年と、
そして、今年も行く予定の、はるばる飛行機に乗って観戦しましたサガン鳥栖戦を紹介したいと

思います。
サガン鳥栖は、佐賀県にあります。実は、J リーグチームができるまで、私は鳥栖市を知りません
でした。鳥栖市は、佐賀県の北の方に位置するので、福岡（博多）に近く、福岡（博多）から
特急電車で 30 分ほどなので、アクセスがよく、多くのレッズサポーターが、サガン鳥栖のホームで
あるベストアメニティスタジアムで観戦していました。
一番の印象は、一緒に観戦した友人も言っていましたが、アウェイだというのに、ひとがとても
温かいのです。いつものただ緊張感のある雰囲気とは違い、試合はレッズが負けてしまいましたが、
また行きたいなと感じさせられる試合でした。このような地域独自の雰囲気を感じられることも、
魅力なのではないでしょうか。
間近で見ていた選手が、ある日、ビッグチーム相手に、ゴールを決めるかもしれません。4 年に一度
のビッグイベント、ワールドカップをさらに楽しむために、『Ｊリーグ観戦』をお勧めします。
現在は、ワールドカップ開催のため、Ｊ１は中断しています。次の試合は 7/19 第 15 節です。
ぜひ機会がありましたら、ご自宅近くのチームの試合を観に行ってはいかがでしょうか。

＜土方

康江 プロフィール＞

事務センター所属。趣味は、スポーツ観戦、主にサッカー。
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▼社労士Ｑ＆Ａ
Q.うつ病により休職と復職を繰り返す社員に対して、その都度休職と復職を発令しなければならないので
しょうか？
A.いったん復職することによって休職期間がリセットされるように規定されている場合には、復職の可能性
があれば、その都度、新たに休職の発令をする必要があります。
復職後すぐに欠勤するような場合は、実際には病気が直っていなかった可能性もありますので、復職後の
一定期間に欠勤をした場合は、欠勤した日を休職期間に通算できるように規定をしておくことで、休職と
復職の繰り返しを防ぐことができます。
大槻事務所 メンタルヘルスプロジェクト
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▼6 月セミナーのお知らせ
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開催迫る！
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医工連携ビジネスを創り上げる「場」として、
「医工連携コンソーシアム」を 4 月 1 日に立ち上げ
ました。おかげさまで第 1 回の立ち上げ説明会を盛況のうちに終えることができました。感謝申し
上げます。
さらなる皆様のご要望にお応えして、第 2 回説明会を 6 月 13 日（金）に開催します！
医工連携に興味をお持ちの皆様、是非、説明会にご参加ください。
☆★☆★

第 2 回 医工連携チームビルディング説明会

★☆★☆

《医工連携ビジネスの魅力と取組》
6 月 13 日（金）15：00～17：00 大槻経営労務管理事務所（銀座事務所）
医工連携ビジネスを実践されている企業の生の声をお伝えします。
【開催概要】
日時：平成 26 年 6 月 13 日（金）15:00 ～17:00
会場：社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所［銀座事務所］
東京都中央区銀座 1-16-7 銀座大栄ビル 8F
内容：１．講演

株式会社ユニシス

http://goo.gl/maps/4Q6FW

齋藤 英也 様

これまでの医工連携や海外進出の体験談等をお話しいただきます。
２．IRIS 医工連携コンソーシアムのご案内

イリスキエンティア LLP

お申込みは IRIScientia サイトからメール、もしくは事務局へメールください。
https://sec.alpha-mail.jp/iriscientia.co.jp/contact.php
イリスキエンティア事務局メールアドレス：info@iriscientia.co.jp
※申込の際には［貴社名］［お名前］［参加人数］［お電話番号］をご連絡下さい。
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◆こちらのメールマガジンは、当所お取引のお客様、当所主催・共催セミナーにお申し込み
いただいたお客様、当所職員がお会いして名刺交換させていただいたお客様、
当所ホームページよりメールマガジンの購読お申し込みいただいたお客様にお送りしています。
メールマガジンの停止または配信先の変更について、大変お手数ではございますが
下記の URL にてお手続きをお願いいたします。
http://www.otuki.org/index.php?act=mailmaga
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◆編集後記
クールビズ期間に入り、先日新しいジャケットと半袖の Y シャツを買ったところです。
暑がりの私にとって半袖はものすごく快適です。今年はエルニーニョ現象が発生する可能性が高い
と言われており、それによって、梅雨の時期が長くなるのでは？ともいわれています。そんな中で
4 年に 1 度のビッグイベントワールドカップが開催されます。私もどの選手がどんな活躍をするのか
楽しみです。熱い応援、熱気でジメジメした梅雨を吹き飛ばしていきましょう！！
編集

発 行：社会保険労務士法人

大槻経営労務管理事務所

土井

裕介

問 い 合 わ せ：このメルマガ E メールアドレスは送信専用です。お問い合わせは
下記の URL にてお手続きをお願いいたします。↓↓
https://ssl58.heteml.jp/ipocket/form_otsuki/index.php?act=form_contactus
Web サイト：

http://www.otuki.org/

