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文月・七夕月・愛逢月・女郎花月

・半夏生　・ユネスコ加盟記念日　
・たわしの日　・蛸の日　
・波の日　・七味の日　
・ソフトクリームの日　・通天閣の日

・農林水産省発足記念日　
・江戸切子の日　・穴子の日
・公認会計士の日　・サラダ記念日の日
・ピアノの日　・ゼロ戦の日
・小暑　・七夕の節句　・川の日　
・ゆかたの日　・乾麺デー

・納豆の日　・潤滑油の日　・指笛の日　
・ウルトラマンの日

・ジェットコースターの日　

・ラジオ本放送の日　・人間ドックの日
・洋食器の日
・盆迎え火　・生命尊重の日　
・日本標準時制定記念日　・もつ焼の日
・検疫記念日　・求人広告の日　
・パリ祭　・内視鏡の日　・ゼリーの日
・盂蘭盆会　・中元　・ファミコンの日
・大阪港開港記念日
・盆送り火　・やぶ入り　
・国土交通デー　・勤労青少年の日
・国際司法の日　・理学療法の日　
・漫画の日　
・海の日　・光化学スモッグの日　
・ネルソンマデラデー
・戦後民主主義到来の日　
・女性大臣の日　・北壁の日
・夏の土用入り　・月面着陸の日　
・Tシャツの日　・ハンバーガーの日
・自然公園の日　・日本三景の日　
・神前結婚記念日
・著作権制度の日　・下駄の日　
・ナッツの日　
・大暑　・土用の丑の日　・カシスの日　
・文月ふみの日　　・天ぷらの日
・地蔵盆　
・劇画の日
・知覚過敏の日　・かき氷の日　
・うま味調味料の日　・はんだ付けの日
・ポツダム宣言記念日　・日光の日　
・幽霊の日
・政治を考える日　
・スイカの日
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★ 青字は人事労務部門に関わる期日です

日々是好日カレンダー

・国民安全の日　・建築士の日　
・労働者派遣事業適正運営推進月間

リーガルジョイントプレスリーガルジョイントプレス

お祭りやイベントも再開され、
夏本番へと向けたシーズンに。
海外の動向なども要チェック。

・雇用保険被保険者資格取得届の提出
 

・アメリカ独立記念日　・梨の日　
・和服洋服直しの日
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・世界人口デー　・職業教育の日　
・真珠記念日　・YS-11記念日

　この 2年にわたってコロナ禍で開催されなかった「博多
祇園山笠」の追い山が、今年７月は３年ぶりに開催される
運びです。もともと疫病退散を祈願しながら町内を練りま
わったことが起源とされる伝統のお祭りなので、コロナ禍
を乗り越える思いからも一層の期待感が高まるようです。
　同時期に海外でも例年シンボリックなお祭りが開催され
ています。７月４日は「インディペンデンスデー」でアメ
リカ合衆国独立記念日です。また７月 14 日は「カトルズ
ジュイエ」でフランス革命記念日です。いずれも国を挙げ
ての一大行事としてパレードなどで盛り上がります。
　諸外国の出来事が日本の経済活動にも大きな影響を及ぼ
す現代では、海外の動向にも目を向けることが必要です。

社会保険料納付期限（７月分は 8/1）

・世界肝炎デー　・地名の日　
・菜っぱの日　・なにわの日
・アマチュア無線の日　・白だしの日
・福神漬の日　・システム管理者の日

算定基礎届・労働保険年度更新手続き・申告に関するお知らせ

　当事務所では、「労働保険の年度更新・算定基礎届」業務を前倒しで
進めておりますのでご協力をお願い致します。

※建設業以外は緑色の封筒のみ、建設業は緑色と青色の封筒が届きます。

＜年金機構・労働局からの郵送物（封筒）について＞

年金機構から送付される算定基礎届（茶色）が届き
ましたら弊社にご郵送ください。

労働局から送付される、労働保険概算・確定保険料
申告書（緑、青）を弊社にご郵送ください。

夏季休業のお知らせ：8月 11 日（木）～14日 ( 日 )
・プロレス記念日　
・梅干の日　
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《特集》
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《今月の特集①》 ZOOMトラブル対応方法

　テレワーク等の導入により、ビジネスでもプライベー
トでも利用することが増えたビデオ会議システム「Zoom
(ズーム)」。よく起こるトラブルと解決方法を解説します。

ミーティングに参加できない。

＜ホスト側が確認すること＞
・WEBブラウザからの参加を設定で許可しているか
・参加者の待機状態に気づいてない
＜ゲスト側が確認すること＞
・ネット回線は安定しているか
・最新バージョンに更新されているか
・ZOOMアプリが参加するデバイスにインストール    
  されているか（スマホ /PC/タブレット）

・ZOOM参加中はミュートの隣の上三角からス 
  ピーカーとマイクの確認とテストが行なえます
・スマホタブレット PCいずれも「元の設定」か「ネッ
  トの電波状況」が主な原因です

まだ会議中なのに誤って切ってしまった or
ネット回線が弱く切れてしまった

・慌てずに再度 URL等をクリックすれば再度参加で
きます
・タイムアウトになっているかも
  （ホストが無料版の場合３人以上のMTG時は１日最
  長40分までです）

音声が聞こえない入らない
（ZOOM で一番多いトラブルです）

・アプリのオーディオ設定でスピーカーとマイクを
   確認する
※スピーカーとマイクは同一のものを選択すると治
ることが多いです

労災保険

ハウリング対策

同部屋で複数人参加するとおきることが多いです
→１人以外のマイクをミュートにしてスピーカー音
　量を０にすると治ります。

ネット回線が不安定

一旦カメラとビデオを OFFにすると音声は安定する
ことが多いです。

ZOOM がよくフリーズする・動きが鈍い

「設定」⇨「ビデオ」⇨「詳細」
「ハードウェアの加速を以下に対して使用に✓が
入っているか」

その他の ZOOM 資料はこちら！

さあ！ zoomをはじめよう
事務所オリジナル資料

Zoom便利機能資料

※同部屋で複数人がスピーカーをONにしていることでハウリングします。
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《今月の特集②》給与報酬の手取り、地位財・非地位財
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　マネーポスト WEB版にて給与から天引きされるさ
れる税・保険料負担率は10%も増えているとの記事が
出ていました。増税で手取り給与が半分になると勘違
いされそうですが、この記事にはおかしなポイントが
あります。

年収が上がれば上がるほど幸福度が上がり
にくくなる？

年収100万円から300万円に上がると
幸福度は大きく上がる
年収800万円から1,000万円に増えても
幸福度はたいして上がらない

地位財とは

　周囲と比較することで満足を得られる財。所得・
財産・社会的地位・物的財など。

非地位財とは

　他者との比較とは関係なく幸福が得られる財。健康・
自由・愛情・良好な環境など。

　年収が高い人は本能的に車や時計、年収などを周
りの人と競ってしまいます。幸福度をあげたいなら
地位財にお金と時間を使いすぎないことが大切です。
幸福度に大きく影響するのは非地位財になります。
自分にとって本当に価値があるものに時間とお金を
使いましょう。

出典：マネーポストWEB「サラリーマンが天引きされる税・保険料
負担が増加 2023年に負担率 50％超へ」

①会社負担の社会保険料を個人負担にしている。社
会保険料は企業と個人で原則折半で、全額個人で支
払っているわけではありません。
②税金が所得ではなく給与にかかるように見えてい
ます。
所得とは？　所得＝収入－控除
控除とは？　様々な事情を考慮して税金から差し引
く金額この「控除」があるため支払う税金はもっと低
くなります。
増税と言われていますが2022年から2023年にかけて雇
用保険料が引き上げになりますが、厚生年金、健康保
険料、介護保険料改定はまだ未定です。

■源泉徴収で天引きされる項目

所得税
住民税
社会保険

1. 健康保険
2. 厚生年金保険（いわゆる年金）
3. 労災保険
4. 雇用保険
5. 介護保険

■源泉徴収で天引きされる各項目の税率
所得税
住民税
健康保険
厚生年金
労災保険
雇用保険
介護保険
（介護保険は 40歳以上のみ）

5～45％
10％
10％　※会社が半分負担
18% 　※会社が半分負担
0.4%　※会社が全て負担
1%
1.6% 　※会社が半分負担

所得に課税

標準報酬月額
に課税

アメリカや日本の研究では、おおよそ年収が800万円
を超えたあたりから年収が増えても幸福度が伸びに
くくなるといわれています。理由として地位財の罠
にはまってしまうからです。

地位財 非地位財

車

社会的地位

愛情

自由
健康

年収
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記事に関するご意見、ご感想等ございましたら mail@fukuokaroumu.comまでお聞かせください。

〒810-0031 福岡市中央区谷2-14-8
TEL 092-734-2300　
FAX 092-734-2301

地下鉄七隈線　六本松駅より徒歩約5分
セブンイレブンが目印です。
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福岡高等
裁判所

城南線

福
岡
中
央
労
務
管
理
事
務
所

地下
鉄

六本
松駅

202

福岡
市

科学
館

・地下鉄七隈線　六本松駅
・西鉄バス 六本松バス停　
・福岡高等裁判所　　　   より徒歩 1分

より徒歩5分

アクセス

当事務所について

2022年4月からの不妊治療保険適用について

《事務所地図》

《住所、電話番号》

当事務所は福岡高等裁判所（新庁
舎）の南門から徒歩１分です。
ミニセミナーの開催も行います。
ぜひお気軽にお越しください。

2022年4月から体外受精などの基本不妊治療が保険適用されることになりました。国の審議会(中央社会保険医療協議会)
で審議された結果、有効性・安全性が確認された以下の治療について、保険適用されることになりました。

スタッフ紹介

福岡中央労務管理事務所 　
下川 菜実

はじめまして。下川菜実と申します。2019年に入社し、今年の 3月
より短時間正社員として勤務しております。皆様どうぞよろしくお願
いいたします。

趣味を教えてください

好きな食べ物はなんですか

タルトケーキと家で作るポテトサラダです。とあるケーキ屋のタ
ルト生地がとても美味しくて、近くに行った時は店へ立ち寄り、
よく季節のタルトを買っています。

今年に入って今までと違う業務にも取り組むようになり、まだまだ
学ぶことの多い日々ではございますが、少しでも皆様のお役に立て
るよう尽力して参ります。

はじめに

Nami Shimokawa

自分に合ったスキンケアを探すことです。ニキビや乾燥肌な
ど悩みが多く、SNSを参考に合いそうなものを厳選して試す
などして自分磨きに励んでいます。

①一般不妊治療 タイミング法、人工授精

②生殖補助医療
採卵、採精、体外受精・顕微授精
受精卵・胚培養・胚凍結保存、
胚移植など

保険適用 先進医療（自己負担）

卵子活性化、
アシステッド
ハッチング、
高濃度ヒアルロ
ン酸含有培養液

MSI、PICSI、タイムラプス、
子宮内膜受容能検査、
子宮内細菌叢検査、SEET法、
子宮内膜スクラッチ、PGT、
反復着床不全に対する投薬

オプション治療の保険適用（2022 年 5月現在）

保険適用には以下の「年齢」「回数」の制限があります。
①年齢制限
治療開始時において 43 歳未満である女性が対象とな
ります。ただし、経過措置として令和４年４月２日
から同年９月 30 日までの間に 43 歳の誕生日を迎え
る人については、43 歳になってからでも、同期間中
に治療を開始したのであれば、１回の治療 (採卵～
胚移植までの一連の治療 )に限り保険診療を受ける
ことが可能です。

初めての治療開始時点の
女性の年齢

40歳未満

40歳以上 43歳未満

回数の上限

通算６回まで (1 子ごとに )

通算３回まで (1 子ごとに )
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2022年 7月 1日発行

線状降水帯は、戦場の危機管理で !!

 雨天の安全運転や現場対策の徹底を!!

天気痛など体調不良者への配慮や援助も!!

引き続き感染症対策も気を抜かず継続を!!

　梅雨時期から台風シーズンの夏場には水害が多発しています。近年では

「線状降水帯」の発生による集中豪雨が多いことから、気象庁は今年６月か

ら「線状降水帯予測」の発表を始めました。まだ予測精度には課題がある

とのことですが、空振りになったとしても良かったと考えて、常に防災対

策に活用して危機管理に努めるようにしてください。

　また、この時期は近年「天気痛」に悩まされる人も少なくありません。

雨雲や台風の接近によって気圧が変化して、その影響で頭痛や関節痛など

の諸症状があらわれる気象病です。自分自身が発症しなくても、周りにつ

らい思いをしている人がいるかもしれません。思わぬ事故やミスにつな

がらないように配慮しながら、助け合いの心もぜひ大切に。
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