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皆さまのハッピーリタイアメントを応援する

お金を賢く使い、生涯にわたり豊かに生活するための“お金”、“ライフプラン”に関する情報をお届けします。お
金が貯まる習慣、知識を身につけ、より豊かな人生を送りましょう！ハッピーリタイアメントの実現を応援します！

いつもたくさんのご紹介
たくさんのご紹介ありがとうご
たくさんのご紹介ありがとうご
ざいます。
皆さんとのご縁はとても有り難く思い
ます。日々の生活やお金に関することで
不安を感じている
不安を感じている方がおられたら是非
方がおられたら是非
ご紹介ください。未来の自分、そして、
ください。未来の自分、そして、
家族のために賢い
家族のために賢いお金
お金の使い方、
、ふやし
方、守り方
方、守り方をアドバイスし
をアドバイスします。
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新年あけましておめでとうござ
新年あけましておめでとうござ
います。本年
います 本年もよろしくお
もよろしくお願い
もよろしくお
申し上げます
申 げます。

今年も引き続き堅調に推移するのでしょうか？
さすがに…、少し難しいところまで来てしまっ

平成最後となる平成３０年がスタートしました。

たのかな？と感じるところではあります。

もう、あれから３０年…と思うと本当に早いで

が、いずれにしても、目標はずっとずっと先。

すね…。
ハッピーリタイアメントの実現にあります。
そして、翌年には天皇陛下の生前退位。その翌
年には東京オリンピック。

急がず、焦らず。じっくり、コツコツと、将来
に向け、積立、投資を実践していきましょう。

何十年に一度という行事が続く、節目の年と言
えようかと思います。

本年も勿論、皆様のハッピーリタイアメントの
実現を全力で応援してまいります。

まずはこの平成３０年を是非是非よい１年とし

岩本 貴久

ましょう！
追伸、
さて、昨年は株式市場は活況でした。
日経平均はバブル崩壊後の最高値を記録。アメ
リカの指標である、ダウ平均も史上最高値を更

皆さんとのご縁、ご紹介いただいたことに対するご
縁はとても有り難く、大切にしたいと思っています。
私どもが最も役に立てること、それは、保険やライ
フプランについての正しい情報提供を行うこと。

新し続けています。
1

それらを通じ、皆様、そして皆様の大切なお知り合

(1)

いのお役に立てればと思います。

労働基準法では、産前は６週間（多胎妊娠の場合は

東海ＦＰセンター
http://www.tokaifp.com
◆貯金に関するご相談は…
６０歳または、６５歳から掛け金の１．５倍の年
金を受け取る方法
「1.5倍の年金の相談」と声をかけてください。
（年金に限らず、中長期の貯金全般です。）
E-mail：t-iwamoto@tokaifp.com
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岩本携帯：090-4082-7007

産前産後休暇

１４週間）、産後は８週間、出産のための休業期間
を定めています。
産前については、本人が希望すれば出産予定日まで
働いても差し支えはありません。
産後については、産後６週間はたとえ本人が希望し
ても就業は禁止されています。
６週間を経過し本人が請求した場合に、医師が支障
ないと認めた業務につかせることは差し支えありま
せん。

出産・育児にまつわる支援制度
２０１７年９月に厚生労働省が公表した「２０１６
年人口動態統計（確定数）の概況」によれば、２０
１６年の「合計特殊出生率」は１.４４となり、前年
から０.０１ポイント低下しています。
出生数は９７万６,９７８人と初めて１００万人を
割り込み、自然減は３３万人余りで、人口減少の加

(2)

妊産婦のための健康診査

男女雇用機会均等法では、妊産婦が保健指導または
健康診査を受診するために必要な時間を確保するこ
とができるようにしなければならないとしています。
いわゆる「妊産婦のための通院休暇」です。通院休
暇の回数について定めがあります。

速化が進んでいます。


妊娠２３週まで

４週間に１回

人口減少に歯止めをかけるために、国は様々な子育



妊娠２４週～３５週まで

２週間に１回

て支援策を実施しています。



妊娠３６週以後～出産まで

１週間に１回

そこで、今回は、出産前から小学校入学までの社会
保障制度について。

ただし、通院休暇を有給としなければならないとの
規定はありません。有給か無給かは会社の規則によ
ります。

労働基準法・男女雇用機会均等法による母性
保護等の規定

また、正常な妊娠は病気ではないため、健康保険の
対象にはなりません。

労働基準法では、働く女性が妊娠中や出産後も安心
して働き続けられるように、産前産後休業等の規定
があり、男女雇用機会均等法では母性健康管理措置

そこで負担を軽減するために、妊婦健診の公費負担
の制度があります。

が定められています。
住んでいる自治体が妊婦健診の費用を助成する仕組
みです。自治体によって助成内容が異なります。
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(3)

妊娠・出産を理由に不当な処遇をすることは禁

(2)

出産育児一時金

止

出産育児一時金は、被保険者およびその被扶養者が

男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・育児を理由

出産した時、１児につき４２万円（産科医療補償制

として、解雇や不利益な扱いをすることは禁止され

度に加入していない医療機関等で出産した場合は４

ています。

０.４万円）が支給されます。

２０１７年 1 月、「事業主のマタニティハラスメン

出産育児一時金は、医療機関への直接支払いまたは

ト（マタハラ）防止措置」※が義務化されました。

受取代理を原則としています。この場合は、実際に
かかった費用と出産育児一時金との差額を医療機関

これによって、解雇などの不利益な扱いの禁止に加

の窓口で支払います。

えて、会社は妊娠・出産を理由とした嫌がらせなど
についても防止する措置を講じなければなりません。
※「妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置」、「育

育児・介護休業法と雇用保険の育児休業給付

児休業等に関するハラスメントの防止措置」等が施行されま
した。

(1)

育児・介護休業法

育児・介護休業法に定める育児休業では、両親が安
心して育児を行い、仕事と育児の両立をめざすこと

健康保険の出産に関する給付

を目的としています。

健康保険では、出産に関する給付として、出産手当
金と出産育児一時金があります。ただし、市区町村

育児休業は男女の別なく取得することができ、正社

が運営する国民健康保険には出産手当金はありませ

員だけではなく、有期雇用者であっても、要件を満

ん。

たせば取得できます。

(1)

出産手当金

休業期間は子が１歳になるまでです。なお、両親と

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給与

もに育児休業を取得すると、子が１歳２ヵ月まで育

の支払いを受けなかった場合は、出産の日（実際の

児休業を取得できる「パパ・ママ育休プラス」の制

出産が予定日後のときは出産予定日）以前４２日（多

度があります。

胎妊娠の場合９８日）から出産の翌日以後５６日目
までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出

法改正により、平成２９年１０月以後は保育所に入

産手当金が支給されます。

所できないなどの場合は、子が満２歳になるまで（改
正前は１歳６ヵ月まで）育児休業期間を延長できる

また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期

ようになりました。

間についても出産手当金が支給されます。
(2)

育児休業給付

出産手当金の額は、休業１日について「支給開始日

育児休業中は一般的には無給であるため、雇用保険

以前の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額の

から育児休業取得者に「育児休業給付金」が支給さ

平均額÷３０×２／３」です。

れます。
育児休業給付は、被保険者が１歳または１歳２ヵ月
（支給対象期間の延長に該当する場合は２歳）未満
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の子を養育するために育児休業を取得した場合に、

属する月以後３ヵ月間に受けた報酬の平均額に基づ

休業開始前の２年間に賃金支払基礎日数が１１日以

き、４ヵ月目の標準報酬月額から改定することがで

上ある完全月が１２ヵ月以上あれば受給資格を得ら

きます。

れます。
賃金低下に合わせて標準報酬月額を改定できる制度
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間（１ヵ月）

です。

当たり、原則として「休業開始時賃金日額×支給日
数の６７％（育児休業の開始から６ヵ月経過後は５

(4)

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

０％）」相当額です。

子が３歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて
働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、

出産・育児と健康保険料・厚生年金保険料

子が生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受
け取ることができます。

(1)

産前産後休業中の健康保険料・厚生年金保険料
免除

被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬

産前産後休業期間のうち、妊娠または出産を理由と

月額を、その期間の標準報酬月額とみなして年金額

して労務に従事しなかった期間について、健康保険

を計算します。

（介護保険料も含む）・厚生年金保険の保険料は、
事業主の申出により、被保険者分、事業主分ともに

養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しな

免除になります。

いようにするための措置です。

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年
金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱

児童手当・その他の制度

われます。
(1)
(2)

児童手当

育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料免除

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与する

産前産後休業期間の保険料免除制度と同様に、満３

とともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に

歳未満の子を養育するための育児休業等（育児休業

資することを目的とした現金給付の制度です。

および育児休業に準じる休業）期間についても、健
康保険料・厚生年金保険料は免除となり、将来の年

支給額は、対象となる児童の年齢や人数、請求者の

金額においても不利益はありません。

所得額等により決定されます。

(3)

児童手当の金額（児童一人当たりの月額）

健康保険・厚生年金保険

育児休業等終了時の

報酬月額変更



育児休業を終えて職場復帰したのち、勤務時間短縮
制度を利用すると、復帰後の賃金が休業前より低下

３歳未満（３歳の誕生日の属する月まで）：１
５，０００円



することがあります。

３歳～小学校
・ 第一子、第二子：１０，０００円
・ 第三子以降：１５，０００円

育児休業等（育児休業および育児休業に準ずる休業）



中学校：１０，０００円

終了日に３歳未満の子を養育している被保険者は、



所得制限限度額以上の人（０歳～中学生）：５，

一定の条件を満たす場合、育児休業終了日の翌日が

０００円
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岩本の独り言
(2)

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父また

昨年末、二男と娘の三人で、祖父祖母の家へ餅つ
きに行ってきました。

は母の一方からしか養育を受けられないひとり親家
庭などの児童のために、地方自治体から支給される

長男はこの日、バスケットボールの試合があると

手当です。

のことで残念ながら別行動です。

子の人数や扶養親族の人数と受給者の所得により、

餅つきはさておき、

一部支給、全額支給停止になることもあります。
78 歳になる祖母と 4 歳の娘が、楽しそうに南天の

平成２９年度の全部支給は、児童１人の場合は月額

実でおままごとをする姿を見て、とてもほっこり

４２,２９０円、２人の場合は５２,２８０円、３人

したり、

目以降は１人増えるごとに５,９９０円が加算され
ます。

体の不自由な 79 歳の祖父の手を引き、トイレに連
れて行ってあげる二男の姿を見て、とても頼もし

(3)

乳幼児医療制度

く思ったり、と、

健康保険の自己負担割合は、小学校入学前は２割、
小学校入学以後７０歳未満は３割、70 歳以上は２割

子どもたちが、曾祖父、曾祖母をいたわり、楽し

（現役並み所得者は３割）であり、乳幼児期の負担

そうに触れ合う姿を見てとても嬉しく感じました。

が軽減されています。
毎日のようにワガママを言う子どもたちですが、

さらに、乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際
に、その費用の一部または全額を自治体が助成する

ふだん見ない一面を見ることができ、この日だけ

乳幼児医療制度があります。

は私も上機嫌です。

対象となる子どもの年齢は各自治体により異なりま
す。制度の内容も異なりますので、各自治体に確認

最後はおばあちゃんと一緒にみかん狩りをして帰

する必要があります。

ってきました。

様々な制度において子育て支援策が実施されていま
す。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

やっぱり、子供が一番の宝。

電話：052（565）6510
ＦＡＸ：052（565）6520
Ｅメール：t-iwamoto@hoken24.com

国も企業も…、社会全体で、出産、育児、子育てを

有限会社東海ＦＰセンター（担当：岩本貴久）

し易い環境を作っていかなければなりませんね。

名古屋市中村区名駅南 1-17-10 ｽｽﾞﾜﾝ 05 ビル 2Ｆ
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