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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------（１）失業等給付の積立金からの借入れ
雇用保険法等の
雇用保険法等 の 一部 を 改正 する

法律案

雇用保 険二 事業 （事 業 主から の保 険料 負
担のみ ）の財 源不 足を 補うた めに、 失業等
給付の 積立金 から 借り 入れる 仕組み が暫定

◆ 施行 は ４ 月 １ 日 の 予定

的に措置されます。

改正雇 用保 険法 案（ 雇 用保険 法等 の一 部
を改正 する法 律案 ）が 今国会 で成立 の見込

（２） 雇用保 険二 事業 の保険 料率に 係る弾

みとなっています。主な改正点は、「雇用保

力条項の発動停止

険の適 用範囲 の拡 大」 と「雇 用保険 二事業

現行規定では、平成 22 年度の保険料率は

の財政 基盤の 強化 」の ２つで あり、 施行日

21 年度と同じく 3.0／1000 となりますが、

は４月１日の予定です。

弾力条 項の発 動を 停止 するこ とによ り、22
年度の保険料率は原則通りの 3.5／1000 と
なります。

◆ 「 雇用保険 の 適用範囲 の 拡大 」
（１） 非正規 労働 者に 対する 適用範 囲の拡

◆ 企業 にとっては 厳 しい 改正

大
雇用保険の適用基準である「６カ月以上

改正 法の 施行 日 は平成 22 年４ 月１ 日の

の 雇 用 見 込 み が 「 31 日 以 上 の 雇 用 見 込

予定です（「遡及適用期間の改善」ついては

み」に緩和されます。

公布の日から９月以内）。
雇用保 険は 、失 業者 の 生活や 雇用 の安 定

（２） 雇用保 険に 未加 入とさ れた者 に対す
る遡及適用期間の改善

を図る ための もの であ るため 、今回 の改正

事業主 が被 保険 者資 格 取得の 届出 を行 わ

は当然 の措置 であ るか もしれ ません 。しか

なかっ たため に未 加入 とされ ていた 者のう

し、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」等

ち、事 業主か ら雇 用保 険料を 控除さ れてい

は、企 業にと って は厳 しい改 正とい えるで

たこと が給与 明細 等の 書類に より確 認され

しょう。

た者に ついて は、 現行 の「２ 年」を 超えて
遡及適用されます。

新 しい 「 高齢者医療制度」
高齢者医療制度 」 の 素案

この場 合に おい て、 事 業所全 体と して 保
険料を 納付し てい ない ことが 確認さ れたケ
ースに ついて は、 保険 料の徴 収時効 である

◆ 65 歳以上 は 原則 として 国保 に 加入

２年経 過後も 、保 険料 を納付 可能と し、そ

厚生労働省は、「65～74 歳」と「75 歳以

の納付を勧奨します。

上」と を区分 して いる 現行制 度に代 わる、
新しい 高齢者 医療 制度 の素案 をまと めまし

◆ 「 雇用保険二事業 の 財政基盤 の 強化 」

た。
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今回の 素案 につ いて は 、年末 まで には 最

がありますが、65 歳以上でも企業で働いて

終結論を出し、2013 年度から新制度に移行

いる人 につい ては 、例 外とし て企業 の健保

する予 定のよ うで すが 、今後 の制度 設計の

組合などへの加入を認める方向です。
ただ、 公平 でき め細 か い制度 設計 がで き

具体化は難航が予想されています。

なけれ ば、支 援金 を負 担する 企業や 現役世
代から の反発 も予 想さ れるた め、保 険料算

◆ 現行制度 と 新制度

定の仕組みによっては、65～74 歳の世代の

現行制度では、高齢者を 65～74 歳の「前

負担が増える可能性もあります。

期高齢者」と 75 歳以上の「後期高齢者」と
に分けており、74 歳までは市町村単位で運
営する 国民健 康保 険（ 国保） や企業 の健康
保険組合などに加入しています。75 歳以上

厚生労働省 から 発表 された
緊急助成金

は別枠 の後期 高齢 者医 療制度 （長寿 医療制
度）に 加入し 、医 療給 付費の １割を 負担す
る仕組みとなっています。

◆ 建設業 に 関連 した 緊急助成金

新制度の素案では、「65～74 歳」、「75 歳

厚 生 労 働 省 は 、「 建 設 労 働 者 緊 急 雇 用 確

以上」といった区分をなくし、65 歳以上の

保助成 金」の 創設 を２ 月８日 に発表 しまし

高齢者 は原則 とし て国 保に加 入する 仕組み
としていますが、現役世代とは別勘定とし、
医療の 実態に 合わ せた 応分の 負担を 求める

た。
この助 成金 には 「建 設 業新分 野教 育訓 練
助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」

こととしています。

の２種 類があ りま すが 、前者 は「建 設事業
主」を 対象と した もの 、後者 は「建 設業以

◆ 現役世代 とは 別勘定

外の事 業主」 を対 象と したも のとな ってい

また素 案で は、 年齢 に よる差 別へ の批 判

ます。

に対応 し、健 康保 険証 の発行 や健康 診断な
ど、健 保事業 は現 役世 代と同 じ各市 町村の
国保が担当することとしています。ただし、
財政運営は、65 歳以上を現役世代とは別勘

◆ 建設 事業主 を 対 象 と した 「 建設業 新分 野
教育訓練助成金 」
この助 成金 は、 建設 労 働者の 雇用 を維 持

定とし 、現役 と高 齢者 の負担 の線引 きをし

しなが ら、建 設業 以外 の事業 に従事 するた

ます。 これは 、病 気や ケガが 多い高 齢者が

めに必 要な教 育訓 練を 実施し た中小 建設事

増える と、医 療費 の増 加によ り国保 の財政

業主に対 して助 成金を 支給する もので あり 、

が悪化 し、現 役世 代の 保険料 引上げ などを

支給額は次の通りです。

招きかねないためです。

（１） 教育訓 練の 実施 経費の ３分の ２（１

高齢者 医療 制度 の財 政 運営が 市町 村単 位

日当たり 20 万円。60 日分を限度

である と、高 齢者 が多 い自治 体の保 険料率

（２） 教育訓 練を 受講 した労 働者の 賃金に

が過度 に上昇 して 地域 差が大 きくな る可能

対し、１人につき１日 7,000 円（上

性があるので、65 歳以上の部分は都道府県

限。60 日分を限度）

単位で 一体管 理を する ことに より、 保険料

なお、 教育 訓練 を開 始 する日 の２ 週間 前

の水準 は同じ 都道 府県 であれ ば同一 になる

までに 、労働 局等 に訓 練計画 を届け 出る必

としています。

要があ り、支 給申 請は 、教育 訓練が 終了し

65 歳以上の勘定には、国保や大企業の健
保組合、協会けんぽ（旧政府管掌健康保険）
など、 すべて の現 役世 代の保 険が支 援金を

た日（ 賃金締 切日 が定 められ ている 場合は
直後の 賃金締 切日 ）の 翌日か ら１カ 月以内
に行う必要があります。

出し、 高齢者 の保 険料 負担を 緩和す る動き
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◆ 建設業以外 の 事業主 を 対象 とした

て増額・減額がなされるというルールです。

「 建設業離職者雇用開発助成金 」

しかし現在、実際に支給されている年金は、

この助 成金 は、 建設 業 以外の 事業 主で 、

物価下 落時に 年金 額を 据え置 いた（ 物価ス

45 歳以上 60 歳未満の建設業離職者を公共

ライド 特例措 置） 経緯 から、 特例的 に、本

職業安 定所等 の紹 介に より、 継続し て雇用

来より も高い 水準 （特 例水準 ）で支 払われ

する者 として 雇い 入れ た事業 主に対 して助

ています。

成金を支給するものです。

特例水 準の 年金 額は 、 物価が 上昇 して も

支給額 は次 の通 りで あ り、雇 入れ から ６

据え置 かれる 一方 、物 価が直 近の年 金額改

カ月経 過後お よび １年 経過後 に半額 ずつ支

定のベ ースと なる 物価 水準を 下回っ た場合

給されます。

に、そ の分だ け引 き下 げると いうル ールで

（１）中小企業事業主…90 万円

す。

（２）中小企業事業主以外の事業主…50 万
円

◆ 物価 スライド 特例措置

なお、支給申請は、雇入れの日から６カ

平成 22 年度の年金額の場合、平成 21 年

月経過日の翌日から１カ月以内に行う

の物価水 準は対 前年比 では下落 したも のの 、

必要があります。

法律に より、 これ を下 回らな ければ 引き下
げない基準としている「平成 17 年の物価水

◆ 支給要件等 の 詳細

準」と 比較 する と、 依 然とし て 0.3％上回

支給要 件等 の詳 細は 、 下記の 厚生 労働 省

ってい る状況 にあ るた め、法 律の規 定に基

ホームページで確認することができます。

づいて、平成 22 年度の年金額は据置きとな

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9

ったのです。

85200000045nx-att/2r985200000045po.pdf

会社の
会社 の 経費節減 と
社員の
社員 の モチベーション との 関係

平成 22 年度 における 年金額 は ？

◆ インターネット による 調査
◆ 来年度 も 据置 き

NTT レゾナント株式会社は、昨年 12 月に、

厚生労働省は、１月下旬に平成 22 年度の

インタ ーネッ トを 利用 した「 コスト 削減と

年金額を発表しました。年金額は平成 22 年

働くモ チベー ショ ンに 関する 意識調 査」を

度も据 置きと なり 、老 齢基礎 年金は 、満額

実施し、先頃、その結果を発表しました。

の場合は１人月額 6 万 6,008 円、厚生年金

調査の対象は、従業員数 10 名～299 名の

は、夫 婦２人 分の 老齢 基礎年 金を含 む標準

中小企業に勤めている 20 代・30 代の社員

的な年金額として月額 23 万 2,592 円となっ

であり 、524 件の有 効 回答が あっ たそ うで

ています。

す。こ こでは 、こ の調 査結果 につい て見て

なお、 厚生 年金 につ い ては、 夫が 平均 的

いきましょう。

収入（平均標準報酬が 36 万円）で 40 年間
就業し 、妻が その 期間 すべて におい て専業

◆ どんな コスト 削減 が 行 われているか ？

主婦であった世帯の給付水準です。

2008 年秋の世界同時不況以降、様々なコ
スト削 減の取 組み が各 社で行 われて いると

◆ 「 本来水準 」 と 「 特例水準 」

思 い ま す が 、「 あ な た の 会 社 で ど の よ う な

法律上 、本 来想 定し て いる年 金額 （本 来

コスト 削減が 実施 され ました か」と いう問

水準） は、物 価や 賃金 の上昇 ・下落 に応じ

いに対 する回 答（ 複数 回答） は、次 の通り
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３ 月 の 税務 と 労務 の 手続
［ 提出先 ・ 納付先 ］

でした。
（１） コピー 費の 削減 （カラ ーコピ ーの禁
止、出力自体の抑制等）…58.8％
（２）残業禁止による残業代削減…41.8％

10 日

（３） 交通費 の削 減（ 出張の 抑制、 タクシ

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

ー代削減等）…41.2％

付［郵便局または銀行］

（４） 交際費 の削 減（ お客様 の接待 抑制、

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜

禁止等）…34.2％

前月以降に採用した労働者がいる場合

（５） 通信費 の削 減（ 会社携 帯電話 の取り

＞［公共職業安定所］

やめ、携帯代金の自己負担等）…

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜

27.1％

前月以降に一括有期事業を開始してい

（６） オフィ ス家 賃の 削減（ オフィ ス移転

る場合＞［労働基準監督署］

オフィス縮小等）…18.9％

15 日
○ 個人の青色申告の承認申請書の提出＜

◆ ６ 割以上 が モチベーション 低下

新規適用のもの＞［税務署］

ま た 、「 コ ス ト 削 減 に よ っ て 業 務 が 非 効

○ 個人の道府県民税および市町村民税の

率にな ったと 感じ たこ とがあ ります か」と

申告［市区町村］

いう質問に対して「ある」と答えた人は

○ 個人事業税の申告［税務署］

52.1％、「な い 」と 答え た人は 47.9％でし

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞

た。

［税務署］

そ し て 、「 コ ス ト 削 減 に よ っ て 働 く モ チ

○ 所得税の確定申告書の提出［税務署］

ベーシ ョンは 下が ると 思いま すか」 という

○ 確定申告税額の延期の届出書の提出［税

問 い に 対 し て は 、「 大 変 思 う 」 が 22.1％ 、

務署］

「思う」が 39.1％、「思わない」が 31.1％、
「全く 思わ ない 」が 7.6％とい う結 果とな

31 日

り、「大変思 う」「思 う 」を合わ せると 、６

○ 健保・厚年保険料の納付

割以上 の人が 「コ スト 削減に よりモ チベー

［郵便局または銀行］

ション が下が る」 と感 じてい るとい うこと

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

になります。

［社会保険事務所］
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

◆ 重要 なのは 「 お 金 の 使 い 方 」

状況報告書の提出［公共職業安定所］

業績が 悪い とき に「 コ スト削 減・ 経費 節
減」を 考える のは 会社 として 当然の ことで
しょう 。しか し、 業務 を担っ ている 社員の
モチベ ーショ ンが 下が り、働 く環境 が悪く
なってしまっては何にもなりません。
コスト のか け方 や経 費 の使い 方だ けが 社
員のモ チベー ショ ンに 繋がる もので はあり
ませんが、今の厳しい時代、「切り詰めるべ
きもの 」と「 お金 をか けるべ きもの 」をき
ちんと 見極め 、社 員の やる気 をアッ プさせ
るよう な「お 金の 使い 方」が 求めら れるの
ではないでしょうか。
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