
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスなどに絶対負けません。助成金や給付金、納付猶予制度など 

利用できるものはすべて使ってこの苦難を乗り越えましょう！ 

 

 

４月１日から６月３０日まで 緊急対応期間 主に下記のような特例が実施。 

生産指標要件 １か月１０％以上低下 → ５％以上低下でＯＫ 

被保険者要件 雇用保険被保険者でなくてもＯＫ 

助成率 中小企業２/３ → ９/１０（解雇等あれば４/５） 

休業規模要件 中小企業１/２０以上 → １/４０ 以上でＯＫ 

残業相殺 残業相殺しない 

支給限度日数 １年 100日、３年 150日 ＋ 緊急対応期間 

※申請を社会保険労務士に依頼した場合の費用上限 10 万円を補助する制度等を各自治体が創設

しています。是非ご利用ください。  

 

臨時休業や新型コロナ感染の小学生等の世話をするため、有給の休暇与えた事業主に支給。 

休業規模要件 ２/２７～３/３１ → ６/３０まで延長 

雇用保険被保険者と雇用保険被保険者以外の２種類の申請様式があります。 

 

新型コロナウイルスの影響により納付が一時的に困難となった場合、猶予制度を利用する

ことができます。ご利用の場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。 

 

 

 新型コロナウイルスの発生に伴い、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認めら

れます。 最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。 

以上、参考になれば幸いです！  
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雇用調整助成金 特例措置拡大 

厚生年金保険料等の猶予制度  

労働保険料等の猶予制度 

小学校休業等対応助成金 休暇取得の期限を延長 



 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の国民年金保険料は、１ヵ月 16,540 円（前年度に比べ 130 円アップ） 

令和２年度の国民年金支給額は、満額で月 65,141 円（前年度から 133 円アップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日清オイリオは、家庭用などの食用油を 4 月 1 日から値上げ。 

「日清キャノーラ油」などが対象。 

◆マルハニチロのサンマ缶詰 9 商品が 4 月 1 日から値上げ。 

 

◆東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのチケットが 4 月 1 日以降値上げ。 

【1 デーパスポート】 大人：7,500 円 → 8,200 円 

中人：6,500 円 → 6,900 円 

小人：4,900 円 → 4,900 円（据え置き） 

シニア：6,800 円 → 7,600 円 

 

◆旭山動物園は、4 月から入園料を改定。 

一般（高校生以上）の入園料は 820 円から 1000 円に値上げ。 

 

 

 

◆自賠責保険料が、4 月から値下げ。平均で 16.4％引き下げられる。 

たとえば、車検を受けるときに 24 か月（2 年）分を納める自賠責保険料は、 

◎自家用小型／普通乗用車 25,830 円 → 21,550 円（4,280 円値下げ） 

◎軽乗用車        25,070 円 → 21,140 円（3,930 円値下げ） 

 

◆プチプラファッションでおなじみの GU は、2020 年の春夏商品から 

定番商品の値下げを発表。 

  

新 潟 県 従 前 令和 2 年 3 月分～（4 月納付分） 

健康保険料率 9.63％ 9.58％ ※全国で最も低い保険料です！ 

介護保険料率 1.73％ 1.79％ ※0.06％引上げ 

この春、私たちの暮らしで変わること 

年金・保険・くらし  

負担増↑ 主な値上げされるもの 

負担増↑ 国民年金 

 

 

負担減↓ 協会けんぽの健康保険料 負担増↑ 介護保険料 

負担減↓ 主な値下げされるもの 



 

 

三重県津市のテーマパークの建設現場で安全対策を怠ったとして、津労働

基準監督署は、労働安全衛生法 23 条（事業者の講ずべき措置）違反の疑い

で、建設業者と同社の現場監督の男性を書類送検しました。 

工事現場通路の仮設門に強風対策で取り付けるワイヤーを地面

から約５センチ浮いた状態で設置し、作業員が転倒するおそれが

あったにもかかわらず、通行を禁止するなどの防止措置を講じなかったため、

作業に当たっていた 70 代の男性がワイヤーにひっかかって転倒し、頸椎損傷

の重傷を負ったといいます。 

そもそも転倒災害は、休業４日以上の死傷災害で最も件数の多い災害で、例

年、全労働災害の約 20％を占めています。加齢により身体強度や運動機能が低下する高年

齢労働者の増加に伴って、目立って死傷者数が増加している災害でもあります。 

転倒が重大な事故につながることのないよう、各職場で転倒防止措置を講じ、対策を徹底

することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ＳＴＯＰ！ 転倒災害プロジェクト」 

設備管理面の 

対策 

◆歩行場所に物を放置しない ◆床面の汚れ（水・油・粉等）を取り除く 

◆床面の凸凹、段差等の解消 

転倒しにくい 

作業方法 

◆時間に余裕を持って行動 ◆滑りやすい場所では小さな歩幅で歩行 

◆足元が見えにくい状態で作業しない 

その他の対策 

◆作業に適した靴の着用 ◆職場の危険マップの作成による 

危険情報の共有 ◆転倒危険場所にステッカー等で注意喚起  

◆体操による筋力維持・アップ 

 

風しんは、本来１～４歳までの子どもが発症しやすい感染症ですが、現在、最も患者数が

多いのは 40～50 代の成人男性です。 

1962 年４月２日から 1979 年４月１日までの間に生まれた男性は、 

子どもの頃に一度も予防接種を受ける機会がありませんでした。 

そのため、現在最も感染リスクが高くなっているといえます。 

★厚生労働省の風しん対策（抗体検査） 

2022 年３月 31 日までの期間限定で、抗体検査や予防接種を受けるために医療機関や

健診会場で提示する受診券（クーポン券）を発行し、住んでいる市区町村から送付してい

ます（1962 年４月２日から 1972 年４月１日までの間に生まれた男性へのクーポン券発

送は 2020 年４月１日から）。 

クーポン券を健診会場に持参すれば、原則無料で抗体検査が受けられ

ます（詳しくは受診する医療機関へ）。また、検査結果から抗体の数が

十分でないことがわかった人は、無料で予防接種も受けられます。 

ぜひ、従業員とその家族の健康を守るためにも、2020 年の健康診断

には「風しん抗体検査」の受診を呼びかけてあげてください。 

今年の健診ではプラス「風しん抗体検査」受診の呼びかけを！ 

書類送検された事例も！「転倒災害防止」について改めて考えてみましょう 



 

 

 

 

 

2020 年本屋大賞。 仲良し家族が父の病死から、家庭崩壊。 

伯母の家で耐え難い苦痛の日々を送っていた９歳の少女。そんな 

彼女を救ってくれたのは、公園で｢ウチに来る？」と声をかけてきた

１９歳の青年だった。 

ふたりは自由で幸せな時間を過ごすが、事件が明るみになると 

世間からは「幼女誘拐監禁事件」として騒がれることになった。 

時は流れ少女が大人になっても「傷物にされた可哀想な女の子」

というレッテルから逃れることが出来ない。そんなある日、偶然に 

あのときの青年を街で見かけてしまう･･･。 

 ふたりの関係がどうなっていくのか？気になりすぎて、読み出したら止まりません。 

実力派の著者が遺憾なく本領発揮した作品と絶賛されています。本屋大賞に心から納得！ 

外出自粛の今、自信を持っておススメする一冊です。 

 

 

 

「仮面病棟」がとても面白かったので、「病棟シリーズ」最新刊を 

読んでみました。 

目覚めると、廃病院のベッドで点滴を受けていた。なぜこんな所

にいるのかわからない。拉致された男女 5 人は皆、医療関係者。 

手術室には、痩せた男が寝ている。フロアごとに鉄格子で施錠され、

窓はすべて鉄板で溶接されている。タイムリミット 6 時間。ピエロ

からのミッションをクリアしながら、謎の死の真相を掴み、廃病院

から命がけの脱出を試みる。 

｢脱出ゲーム｣という設定に、現実味がなく「大丈夫？」と思いながら読み始めましたが、 

心配ご無用。最後は、「仮面病棟」を凌ぐドンデン返しが待っていました。こちらも恐らく 

映画化されることでしょう。 

 

 

さぶろくさん 

ついにお散歩デビュー！！ 

 

ご近所で、リードを付けて 

お散歩する猫ちゃんを見かけ 

「さぶろくさんも出来ないかな？」

とチャレンジ。 

 

警戒しながらも 

ポカポカ陽気を楽しんでいました。 

 

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー 

書籍       流浪の月   凪良 ゆう 

今月のさぶろく     せきね事務所の看板ねこ（3 歳 7ヵ月） 

書籍      時限病棟  知念 実希人 


