
■表 1-6：平成 31 年度 健康保険 都道府県単位保険料率 

北海道 １０．３１％ 滋賀県 ９．８７％ 

青森県 ９．８７％ 京都府 １０．０３％ 

岩手県 ９．８０％ 大阪府 １０．１９％ 

宮城県 １０．１０％ 兵庫県 １０．１４％ 

秋田県 １０．１４％ 奈良県 １０．０７％ 

山形県 １０．０３％ 和歌山県 １０．１５％ 

福島県 ９．７４％ 鳥取県 １０．００％ 

茨城県 ９．８４％ 島根県 １０．１３％ 

栃木県 ９．９２％ 岡山県 １０．２２％ 

群馬県 ９．８４％ 広島県 １０．００％ 

埼玉県 ９．７９％ 山口県 １０．２１％ 

千葉県 ９．８１％ 徳島県 １０．３０％ 

東京都 ９．９０％ 香川県 １０．３１％ 

神奈川県 ９．９１％ 愛媛県 １０．０２％ 

新潟県 ９．６３％ 高知県 １０．２１％ 

富山県 ９．７１％ 福岡県 １０．２４％ 

石川県 ９．９９％ 佐賀県 １０．７５％ 

福井県 ９．８８％ 長崎県 １０．２４％ 

山梨県 ９．９０％ 熊本県 １０．１８％ 

長野県 ９．６９％ 大分県 １０．２１％ 

岐阜県 ９．８６％ 宮崎県 １０．０２％ 

静岡県 ９．７５％ 鹿児島県 １０．１６％ 

愛知県 ９．９０％ 沖縄県 ９．９５％ 

三重県 ９．９０％   

出所：全国健康保険協会管掌健康保険 都道府県ごとの保険料率（一部省略） 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213 

※40～64 歳までの方には，全国一律の介護保険料率（1.73％）が加わります。  

※任意継続被保険者および日雇特例被保険者の方は 4 月分（4月納付分）から変更。 

1 
 

受講者各位                                             2019 年 6 月 

 

A23「社会人のお金『基本のキ』」制度変更のお知らせ 

 

JTEX（訓）日本技能教育開発センター 
企画開発グループ TEL 03-3235-8682 

 

謹啓  時下ますますご活躍のこととお慶び申し上げます。 

この度は，当センターの通信教育講座をご利用いただき誠にありがとうございます。 

さて，今回ご受講いただきました｢社会人のお金『基本のキ』｣（2018 年 3 月 1 日，第 6 版発行）

につきまして，「制度変更」に伴うテキスト内容の変更点を下記のとおりお知らせ申し上げます。 

本講座の記載内容は，毎年制度変更となるものが多いことから，今後も，必要が生じた場合は，

適宜「制度変更のお知らせ」をお送りいたします。 

お手数をおかけすることになり大変恐縮ですが，テキストの該当箇所に修正を施した上でお使

いいただきますよう，お願い申し上げます。                              敬白  

 

記 

 

＜制度変更のお知らせ＞ 

1．協会けんぽの保険料率が変更となりました。 

平成 31 年 3 月分（4 月納付分）から，全国健康保険協会（協会けんぽ）の保険料率が変更となり

ました。保険料率は都道府県ごとに異なり，9.63～10.75％の範囲となっています（別紙表 1-6 参

照）。40～64 歳までの方（介護保険第 2 号被保険者）には，これに全国一律の介護保険料率（平

成 31（令和元）年度は 1.73％）が加わります。 

※任意継続被保険者および日雇特例被保険者の方は 4 月分（4 月納付分）から変更。 

〔該当箇所〕  

●9 ページ 表 1-3：「全国健康保険協会（協会けんぽ）の被保険者の保険料額」  

平成 29 年 9 月分（10 月納付分）～  

⇒差し替え。別紙表 1-3（例：兵庫県）をご参照ください。 

●19 ページ 表 1-6：「平成 29 年度 健康保険 都道府県単位保険料率」 

⇒差し替え。別紙表 1-6 をご参照ください。 

※16～18 ページの本文中にも変更点が生じます。別紙の表 1-3，表 1-6 と照らし合わせてくださ

い。 
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2．年次有給休暇の取得が義務化されました。 

平成 31 年 4 月より，全ての企業において，年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者

に対して年 5 日（5 日以上取得済みの労働者に対しては不要），使用者（会社等）が時季を指定し

て有給休暇を取得させることが義務化されました。 

〔該当箇所〕  

●31 ページ  

 ⇒上記の内容が追加となります。 

 

3．国民年金月額保険料が変更となりました。 

平成 31（令和元）年度の国民年金月額保険料が，１万 6,410 円に変更されました。 

〔該当箇所〕  

●54 ページ 上から 3～5 行目 

⇒…平成 31（令和元）年度は月額１万 6,410 円，令和 2 年度以降は 1 万 7,000 円（×改定率）

で計算される予定です。 

●162 ページ 下から 1 行目～163 ページ 上から 1 行目 

⇒国民年金保険料は月額１万 6,410 円（平成 31（令和元）年度）で，… 

 

4．iDeCo の掛金の年単位での拠出が可能となりました。 

 iDeCo の掛金は，月単位で定額を拠出していく形が基本ですが，平成 30 年より，年単位で掛金

の拠出を計画し，年 1 回以上，任意に決めた月にまとめて拠出できるようになりました。例えば，ボ

ーナスの時期に多めの掛金を拠出することも可能です。詳細は，下記ホームページをご参照くだ

さい。 

iDeCo 公式サイト（国民年金基金連合会） 

https://www.ideco-koushiki.jp/ 

〔該当箇所〕 

●56 ページ (b)確定拠出年金 

●175 ページ ③確定拠出年金 

 

5．老齢基礎年金（国民年金）の満額が変更となりました。 

 平成 31 年 4 月分からの老齢基礎年金の満額（年金の年間支給額）が，78 万 100 円に変更され

ました。 

〔該当箇所〕 

●55 ページ 上から 15～17 行目 

⇒…ちなみに，基礎部分の老齢基礎年金の満額は， 78 万 100 円（平成 31 年 4 月分以降）に
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2．中小企業における月 60 時間超割増賃金が適用される予定です。 

平成 31 年 4 月の労働基準法の改正により，中小企業における月 60 時間超の時間外労働への

割増賃金率の適用猶予が廃止され， 令和 5 年 4 月 1 日施行となりました。 

〔該当箇所〕  

●30 ページ ⇒上記の内容が追加となります。 

 

3．住宅ローン控除の控除期間が従来の 10 年に加えて 3 年延長される予定です。 

消費税率 10％が適用される住宅取得等（令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 12 月 31 日までの

間に居住の用に供した場合）について，住宅ローン控除の控除期間が 3 年延長される予定となり

ました。入居 10 年目までは従来同様に住宅ローン残高の 1％を控除，11～13 年目は消費税率

2％引き上げ分の負担に着目し，①建物購入価格（4,000 万円※1 を限度）の 2/3％※2，②住宅ロー

ン年末残高（4,000 万円※1を限度）の1％のいずれか少ない金額が当面の間，税額控除されます。 

※1  長期優良住宅・低炭素住宅の場合：借入金年末残高の上限：5,000 万円，建物購入価格の

上限：5,000 万円。 

※2  3 年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の 2％（2/3％×3 年）」の範囲で減税。 

〔該当箇所〕  

●149 ページ (2)住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）の下から 1～4 行目  

⇒上記の説明のように変更となる予定です。 

※以下，150～151 ページの本文中も同様に変更となります。 

 

4．給与所得控除額が変更となる予定です。 

令和 2 年分から，給与所得控除額（給与所得者の給与から一定額差し引くことができる控除額）

が変更となる予定です。 

〔該当箇所〕  

●153 ページ 表 5-10：給与所得控除額  〔令和 2 年分から〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民税は，令和 3 年分から。                                 以上（1906） 

給与等の収入金額 給与所得控除額 

162 万 5,000 円以下 55 万円 

162 万 5,000 円超 180 万円以下 収入金額×40％－10 万円 

180 万円超 360 万円以下 収入金額×30％＋8 万円 

360 万円超 660 万円以下 収入金額×20％＋44 万円 

660 万円超 850 万円以下 収入金額×10％＋110 万円 

850 万円超 195 万円 
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なるわ。 

●165 ページ ②老齢基礎年金の年金額の 1～2 行目 

⇒…78 万 100 円（平成 31 年 4 月分以降）を受け取ることができます。 

※以下，165～166 ページの本文中も同様に変更となります。上記の金額で，訂正してください。 

 

6．確定拠出年金の拠出限度額（月額）に関する事項が追加されました。 

 平成 29 年より，拠出限度額について，以下のようになりました。 

●56 ページ 表 2-7：「拠出限度額（月額）」の内容に加えて，個人型年金のうち， 

⇒企業型確定拠出年金に加入している従業員 2 万円 

確定給付型年金に加入している従業員 1 万 2,000 円 

専業主婦（夫） 2 万 3,000 円，公務員 1 万 2,000 円 

 

7．不動産取得税に関する特例が延長されました。 

下記の土地・家屋（住宅）にかかる不動産取得税の特例が，令和 3 年 3 月 31 日まで延長となり

ました。また，宅地は，令和 3 年 3 月 31 日までに取得した場合，標準課税が 2 分の 1 となります。 

〔該当箇所〕  

●58 ページ 上から 8 行目 

 ⇒固定資産税評価額×3％（特例） ※令和 3 年 3 月 31 日まで 

●同ページ 上から 11～12 行目 

 ⇒宅地は，標準課税が 2 分の 1 になります（令和 3 年 3 月 31 日までに取得した場合）。 

 

8．固定資産税の税額軽減の特例が延長されました。 

新築住宅等を購入した際，一定の要件を満たせば，一定期間 120 ㎡までの部分の税額が 2 分

の 1 に軽減される特例が，令和 2 年 3 月 31 日まで延長となりました。 

〔該当箇所〕 

●61 ページ 上から 9 行目 

 ⇒…税額が 2 分の 1 に軽減されます（令和 2 年 3 月 31 日まで）。 

 

9．障害基礎年金（国民年金）の年金額，子の加算額が変更となりました。 

平成 31 年 4 月分からの障害基礎年金の支給額が以下のように変更されました。 

〔該当箇所〕  

●92 ページ （a）障害基礎年金の額 ⇒〔平成 31 年 4 月分から〕 

⇒障害等級 1 級 975,125 円（2 級の年金額×1.25）＋子の加算 

障害等級 2 級 780,100 円＋子の加算 

3



4 
 

●93 ページ 表 4-3：「障害基礎年金・子の加算額」 ⇒〔平成 31 年 4 月分から〕 

加算対象の子 加 算 額 

1 人目・2 人目（1 人につき） 224,500 円 

3 人目以降（1 人につき） 74,800 円（変更なし） 

 

10．遺族基礎年金（国民年金）の支給額が変更となりました。 

 平成 31 年 4 月分からの遺族基礎年金の支給額が，以下のように変更されました。 

〔該当箇所〕  

●111 ページ (a)遺族基礎年金〔国民年金〕の計算式 ⇒〔平成 31 年 4 月分から〕 

遺族基礎年金＝780,100 円＋子の加算 224,500 円×子供の人数 

（3 人目からは，1 人につき 74,800 円） 

 

11．遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の額が変更となりました。 

平成 31 年 4 月分からの遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の額が，58 万 5,100 円に変更されま

した。 

〔該当箇所〕  

●111 ページ 下から 3～4 行目 

⇒…遺族厚生年金に一律 58 万 5,100 円（年額，平成 31 年 4 月分から）が加算されるものです。 

 

12．特別支給の老齢厚生年金の年金額，加給年金の支給額が変更となりました。 

 平成 31 年 4 月分より，特別支給の老齢厚生年金の年金額，加給年金の支給額が以下のように変

更されました。 

〔該当箇所〕  

●170 ページ ＜定額部分の年金額＞の式 

 ⇒1,626 円（平成 31 年 4 月分からの単価）×生年月日別乗率×被保険者期間 

＜報酬比例部分の年金額（①+②）＞ の式は，変更ありません。 
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2．雇用保険の保険料率 

〔該当箇所〕  

●24 ページ 表 1-7：「雇用保険の負担割合」  

⇒前年度同様，内容に変更はありません。 

 

3．登録免許税 

●58 ページ 表 2-8：「住宅用家屋にかかる登録免許税の軽減税率の特例」 

※平成 32 年 3 月 31 日まで ⇒※令和 2 年 3 月 31 日まで  

内容に変更はありません。 

●59 ページ 上から 11～12 行目 

 ⇒住宅用建物に関しての登録免許税の軽減税率措置は，令和 2 年 3 月 31 日までなの。 

内容に変更はありません。 

 

4．給与所得控除額，所得税の速算表 

〔該当箇所〕  

●153 ページ 表 5-10：「給与所得控除額」 ⇒平成 29 年分以降，内容に変更はありません。 

表 5-11：「所得税の速算表」 ⇒平成 27 年分以降，内容に変更はありません。 

なお，給与所得控除額は令和 2 年分から変更となる予定です（下記 4．をご参照ください）。 

 

＜今後，改正実施が予定されている事項＞ 

〔背景〕働き方が多様化し，これまでの会社員と自営業（個人事業主※）という単純な区分

が明確でなくなってきています。フリーランスとして，会社員の働き方と同じような内容

の業務を請け負うことも増えてきました。働き方の多様化や政府が主導する「働き方改革」

をふまえた制度改正が行われています。一方で，公的年金等控除の適正化も併せて行われ

ます。  
※法人（株式会社等）の設立をせずに自ら事業を行っている個人。 
 

1．所得税，住民税の基礎控除が変更となる予定です。 

現在，所得税の基礎控除は 38 万円，住民税の基礎控除は 33 万円ですが，一律 10 万円引

き上げされ，所得税の基礎控除は 48 万円（令和 2年分から），住民税の基礎控除は 43 万円

（令和 3 年分から）となる予定です。一方で，所得金額の高い人にまで一律に控除を適用

する必要性は乏しいのではないかとの指摘を受け，高所得者については段階的に控除額が

引き下げられます。 
⇒基礎控除について，合計所得金額が 2,400 万円を超える個人は，その合計所得金額に
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●171 ページ 表 6-1：「加給年金の支給額」  

 ⇒表 6-1 加給年金の支給額      （単位：円） 〔平成 31 年 4 月分から〕 

受給権者の生年月日 配偶者の 

加給年金額 

配偶者 

特別加算額

合計額 

昭 9.4.1 以前 224,500     0 224,500

昭 9.4.2～昭 15.4.1 224,500 33,200 257,700

昭 15.4.2～昭 16.4.1 224,500 66,200 290,700

昭 16.4.2～昭 17.4.1 224,500 99,400 323,900

昭 17.4.2～昭 18.4.1 224,500 132,500 357,000

昭 18.4.2～ 224,500 165,600 390,100

子については１人につき 224,500 円。ただし，3 人目からは 74,800 円。 

 

13．教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が一部変更されました。  

(1)教育資金管理契約の終了事由の拡大 

受贈者は 30 歳未満ですが，例外として，30 歳到達時において学校等に在学している場合，ま

たは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には，在学・受講を終了する

年の年末（もしくは，それ以前に 40 歳に達した時点）まで，残高に対する贈与税が課税されないこ

とになりました。 

(2)受贈者の所得制限の設定 

従前の制度では，教育資金のための贈与であれば，受贈者が高額所得者であったとしても贈与

税がかからないものとされていましたが，平成 31 年 4 月 1 日以後の所得 1,000 万円超の受贈者に

対する贈与が適用対象外とされました。 
〔該当箇所〕  

●184 ページ 下から 3～4 行目 

 ⇒上記のように変更となりました。 

 

＜平成 30 年度に続き，変更のない事項＞ 

1．厚生年金の保険料額 

〔該当箇所〕  

●10 ページ 表 1-4：「平成 29 年 9 月分からの厚生年金の保険料額」，11，20～21 ページ  

⇒平成 29 年 9 月以降，保険料率は 18.3％で固定されています。内容に変更はありません。 
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2．雇用保険の保険料率 

〔該当箇所〕  

●24 ページ 表 1-7：「雇用保険の負担割合」  

⇒前年度同様，内容に変更はありません。 

 

3．登録免許税 

●58 ページ 表 2-8：「住宅用家屋にかかる登録免許税の軽減税率の特例」 

※平成 32 年 3 月 31 日まで ⇒※令和 2 年 3 月 31 日まで  

内容に変更はありません。 

●59 ページ 上から 11～12 行目 

 ⇒住宅用建物に関しての登録免許税の軽減税率措置は，令和 2 年 3 月 31 日までなの。 

内容に変更はありません。 

 

4．給与所得控除額，所得税の速算表 

〔該当箇所〕  

●153 ページ 表 5-10：「給与所得控除額」 ⇒平成 29 年分以降，内容に変更はありません。 

表 5-11：「所得税の速算表」 ⇒平成 27 年分以降，内容に変更はありません。 

なお，給与所得控除額は令和 2 年分から変更となる予定です（下記 4．をご参照ください）。 

 

＜今後，改正実施が予定されている事項＞ 

〔背景〕働き方が多様化し，これまでの会社員と自営業（個人事業主※）という単純な区分

が明確でなくなってきています。フリーランスとして，会社員の働き方と同じような内容

の業務を請け負うことも増えてきました。働き方の多様化や政府が主導する「働き方改革」

をふまえた制度改正が行われています。一方で，公的年金等控除の適正化も併せて行われ

ます。  
※法人（株式会社等）の設立をせずに自ら事業を行っている個人。 
 

1．所得税，住民税の基礎控除が変更となる予定です。 

現在，所得税の基礎控除は 38 万円，住民税の基礎控除は 33 万円ですが，一律 10 万円引

き上げされ，所得税の基礎控除は 48 万円（令和 2年分から），住民税の基礎控除は 43 万円

（令和 3 年分から）となる予定です。一方で，所得金額の高い人にまで一律に控除を適用

する必要性は乏しいのではないかとの指摘を受け，高所得者については段階的に控除額が

引き下げられます。 
⇒基礎控除について，合計所得金額が 2,400 万円を超える個人は，その合計所得金額に

6
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●93 ページ 表 4-3：「障害基礎年金・子の加算額」 ⇒〔平成 31 年 4 月分から〕 

加算対象の子 加 算 額 

1 人目・2 人目（1 人につき） 224,500 円 

3 人目以降（1 人につき） 74,800 円（変更なし） 

 

10．遺族基礎年金（国民年金）の支給額が変更となりました。 

 平成 31 年 4 月分からの遺族基礎年金の支給額が，以下のように変更されました。 

〔該当箇所〕  

●111 ページ (a)遺族基礎年金〔国民年金〕の計算式 ⇒〔平成 31 年 4 月分から〕 

遺族基礎年金＝780,100 円＋子の加算 224,500 円×子供の人数 

（3 人目からは，1 人につき 74,800 円） 

 

11．遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の額が変更となりました。 

平成 31 年 4 月分からの遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の額が，58 万 5,100 円に変更されま

した。 

〔該当箇所〕  

●111 ページ 下から 3～4 行目 

⇒…遺族厚生年金に一律 58 万 5,100 円（年額，平成 31 年 4 月分から）が加算されるものです。 

 

12．特別支給の老齢厚生年金の年金額，加給年金の支給額が変更となりました。 

 平成 31 年 4 月分より，特別支給の老齢厚生年金の年金額，加給年金の支給額が以下のように変

更されました。 

〔該当箇所〕  

●170 ページ ＜定額部分の年金額＞の式 

 ⇒1,626 円（平成 31 年 4 月分からの単価）×生年月日別乗率×被保険者期間 

＜報酬比例部分の年金額（①+②）＞ の式は，変更ありません。 
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応じて控除額が逓減し，合計所得金額が 2,500 万円を超える個人は，基礎控除の適用はで

きないこととされました。 

この結果，基礎控除額は，個人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。 

個人の合計所得金額 控除額（所得税） 控除額（住民税） 

2,400 万円以下 48 万円 43 万円 

2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円 29 万円 

2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円 15 万円 

2,500 万円超 0 円 0 円 

 （所得税は令和 2 年分から，住民税は令和 3年分から）  

〔該当箇所〕             

●29 ページ 上から 11～13 行目  

⇒たとえば，納税者の全てに適用される基礎控除が，所得税の場合は 38 万円（令和 2 年から

48 万円）であるのに対し，住民税では 33 万円（令和 3 年から 43 万円）なの。 

●153 ページ  

⇒「表 5-12：基礎控除額」として，上記の表組みが追加となります。   

●154 ページ （b）所得控除の額の計算①人的控除  

⇒基礎控除（380,000 円） ※令和 2 年より 480,000 円 

※以下， 154 ページの計算式（（b）の③所得控除の額の①380,000 円）も同様に変更，（c）のイの

金額も変更となります。 

 

※その他の主な関連控除 

●青色申告特別控除について 

自営業（個人事業主）が申告可能な 65 万円または 10 万円の 2 種類の青色申告特別控除

ですが，基礎控除について控除額を一律 10 万円引き上げることにともない，令和 2 年分

以後の個人事業主の青色申告では，55 万円または 10 万円が基本となり，一定条件を満たし

た方のみ 65 万円の控除が受けられるようになります。 

●公的年金等控除の適正化について 

公的年金等控除については，給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく，年金以外の

所得がいくら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるなど，高所得の年

金所得者は優遇されているとの指摘がありました。 

世代内・世代間の公平性を確保する観点から，公的年金等収入が 1,000 万円を超える場

合の控除額に 195.5 万円の上限が設けられます。また，公的年金等以外の所得金額が 1,000

万円超の場合は，控除額が引き下げられます。 
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2．中小企業における月 60 時間超割増賃金が適用される予定です。 

平成 31 年 4 月の労働基準法の改正により，中小企業における月 60 時間超の時間外労働への

割増賃金率の適用猶予が廃止され， 令和 5 年 4 月 1 日施行となりました。 

〔該当箇所〕  

●30 ページ ⇒上記の内容が追加となります。 

 

3．住宅ローン控除の控除期間が従来の 10 年に加えて 3 年延長される予定です。 

消費税率 10％が適用される住宅取得等（令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 12 月 31 日までの

間に居住の用に供した場合）について，住宅ローン控除の控除期間が 3 年延長される予定となり

ました。入居 10 年目までは従来同様に住宅ローン残高の 1％を控除，11～13 年目は消費税率

2％引き上げ分の負担に着目し，①建物購入価格（4,000 万円※1 を限度）の 2/3％※2，②住宅ロー

ン年末残高（4,000 万円※1を限度）の1％のいずれか少ない金額が当面の間，税額控除されます。 

※1  長期優良住宅・低炭素住宅の場合：借入金年末残高の上限：5,000 万円，建物購入価格の

上限：5,000 万円。 

※2  3 年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の 2％（2/3％×3 年）」の範囲で減税。 

〔該当箇所〕  

●149 ページ (2)住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）の下から 1～4 行目  

⇒上記の説明のように変更となる予定です。 

※以下，150～151 ページの本文中も同様に変更となります。 

 

4．給与所得控除額が変更となる予定です。 

令和 2 年分から，給与所得控除額（給与所得者の給与から一定額差し引くことができる控除額）

が変更となる予定です。 

〔該当箇所〕  

●153 ページ 表 5-10：給与所得控除額  〔令和 2 年分から〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民税は，令和 3 年分から。                                 以上（1906） 

給与等の収入金額 給与所得控除額 

162 万 5,000 円以下 55 万円 

162 万 5,000 円超 180 万円以下 収入金額×40％－10 万円 

180 万円超 360 万円以下 収入金額×30％＋8 万円 

360 万円超 660 万円以下 収入金額×20％＋44 万円 

660 万円超 850 万円以下 収入金額×10％＋110 万円 

850 万円超 195 万円 
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2．年次有給休暇の取得が義務化されました。 

平成 31 年 4 月より，全ての企業において，年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者

に対して年 5 日（5 日以上取得済みの労働者に対しては不要），使用者（会社等）が時季を指定し

て有給休暇を取得させることが義務化されました。 

〔該当箇所〕  

●31 ページ  

 ⇒上記の内容が追加となります。 

 

3．国民年金月額保険料が変更となりました。 

平成 31（令和元）年度の国民年金月額保険料が，１万 6,410 円に変更されました。 

〔該当箇所〕  

●54 ページ 上から 3～5 行目 

⇒…平成 31（令和元）年度は月額１万 6,410 円，令和 2 年度以降は 1 万 7,000 円（×改定率）

で計算される予定です。 

●162 ページ 下から 1 行目～163 ページ 上から 1 行目 

⇒国民年金保険料は月額１万 6,410 円（平成 31（令和元）年度）で，… 

 

4．iDeCo の掛金の年単位での拠出が可能となりました。 

 iDeCo の掛金は，月単位で定額を拠出していく形が基本ですが，平成 30 年より，年単位で掛金

の拠出を計画し，年 1 回以上，任意に決めた月にまとめて拠出できるようになりました。例えば，ボ

ーナスの時期に多めの掛金を拠出することも可能です。詳細は，下記ホームページをご参照くだ

さい。 

iDeCo 公式サイト（国民年金基金連合会） 

https://www.ideco-koushiki.jp/ 

〔該当箇所〕 

●56 ページ (b)確定拠出年金 

●175 ページ ③確定拠出年金 

 

5．老齢基礎年金（国民年金）の満額が変更となりました。 

 平成 31 年 4 月分からの老齢基礎年金の満額（年金の年間支給額）が，78 万 100 円に変更され

ました。 

〔該当箇所〕 

●55 ページ 上から 15～17 行目 

⇒…ちなみに，基礎部分の老齢基礎年金の満額は， 78 万 100 円（平成 31 年 4 月分以降）に

9



■表 1-6：平成 31 年度 健康保険 都道府県単位保険料率 

北海道 １０．３１％ 滋賀県 ９．８７％ 

青森県 ９．８７％ 京都府 １０．０３％ 

岩手県 ９．８０％ 大阪府 １０．１９％ 

宮城県 １０．１０％ 兵庫県 １０．１４％ 

秋田県 １０．１４％ 奈良県 １０．０７％ 

山形県 １０．０３％ 和歌山県 １０．１５％ 

福島県 ９．７４％ 鳥取県 １０．００％ 

茨城県 ９．８４％ 島根県 １０．１３％ 

栃木県 ９．９２％ 岡山県 １０．２２％ 

群馬県 ９．８４％ 広島県 １０．００％ 

埼玉県 ９．７９％ 山口県 １０．２１％ 

千葉県 ９．８１％ 徳島県 １０．３０％ 

東京都 ９．９０％ 香川県 １０．３１％ 

神奈川県 ９．９１％ 愛媛県 １０．０２％ 

新潟県 ９．６３％ 高知県 １０．２１％ 

富山県 ９．７１％ 福岡県 １０．２４％ 

石川県 ９．９９％ 佐賀県 １０．７５％ 

福井県 ９．８８％ 長崎県 １０．２４％ 

山梨県 ９．９０％ 熊本県 １０．１８％ 

長野県 ９．６９％ 大分県 １０．２１％ 

岐阜県 ９．８６％ 宮崎県 １０．０２％ 

静岡県 ９．７５％ 鹿児島県 １０．１６％ 

愛知県 ９．９０％ 沖縄県 ９．９５％ 

三重県 ９．９０％   

出所：全国健康保険協会管掌健康保険 都道府県ごとの保険料率（一部省略） 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213 

※40～64 歳までの方には，全国一律の介護保険料率（1.73％）が加わります。  

※任意継続被保険者および日雇特例被保険者の方は 4 月分（4月納付分）から変更。 
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