
 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で休業を実施し、雇用調整助成金を利用している会社が依然として多い状況  

です。リーマンショックの後は、不正受給が数多く発覚し社会問題になりました。    

今回は不正受給や行政の動きについてまとめてみます。 

 

 

雇用調整助成金について、全国で 44 件､計 2 億 7 千万円の不正受給があったと明らかに 

した。実際には働いた従業員を休んだと偽って申請したケースなどがあった。 

審査の段階で不正が疑われ､不支給となった事案も全国で 37 件､計 4 億 3 千万円

あった。不正受給した場合、会社側は全額を返還するよう求められるほか、受給額の

20％が請求される。悪質なケースについては会社名の公表や刑事告発を行う。 

 

 

【厚生労働省 報道発表】Ｈ21 年度中に 91 事業所､約 7 億円、Ｈ22 年 4 月～7 月に 

55 事業所､約 11 億円を不正として処分。悪質な事案については刑事告発した。 

【会計検査院 検査結果】Ｈ22 年の検査で 76 事業主､約 2.8 億円、Ｈ24 年の検査で 146

事業主､約 10.5 億円を不当と認めた。行っていない休業や教育訓練を行ったとして虚偽の 

申請した例が多かった。 

リーマンショックはＨ20 年。何年もかけて不正受給を調査していたことがわかる。 

 

 

          事前予告なしに訪問して検査する。 

検査時には、出勤簿・賃金台帳等支給要件に関する書類を確認する。 

          審査が進むごとに必要な書類提出を求め、書類の借り上げも行う。 

立ち入り時に、代表者や担当者だけでなく従業員に話を聞くケース  

もある。従業員に電話で雇用状況などを尋ねることもある。 

必要に応じて、取引先に調査協力を求めることもある。 

          支給決定後であっても､疑義等が生じた場合、継続・追跡調査を行う。 

          求められた文書を提出しない場合や偽りの記載をした文書を提出

した場合。質問に答えない・偽りの陳述・検査を拒否.妨害等し

た場合。 

事業主：6 カ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金 

従業員：6 カ月以下の懲役又は 20 万円以下の罰金 

不正受給には無縁の正しい申請を行いましょう！        参考になれば幸いです！  
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令和３年度の国民年金保険料は、  １ヵ月 16,610 円（前年度に比べ 70 円アップ） 

令和３年度の国民年金支給額は、満額で月 65,075 円（前年度から 0.1％の減額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「日清オイリオ」と「Jーオイルミルズ」家庭用などの 

食用油を 4 月 1 日から値上げ。6 月以降さらに値上げを行うと発表。 

 

◆昨年に続きマルハニチロのサンマ缶詰 4 月 1 日から値上げ。 

昨年の記録的なサンマの不漁によるもの。 

 

◆モスバーガーも値上げ。看板商品の「モスバーガー」はテイクアウトで 

これまで 370 円だったものが、20 円値上げして 390 円に。 

 

◆東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのチケット 

土日や祝日、大型連休など繁忙日を対象に料金を値上げ。最大 500 円高くなる。 

【1 デーパスポート】 大人：8,200 円 → 8,200 円 ～ 8,700 円 

中人：6,900 円 → 6,900 円 ～ 7,300 円 

小人：4,900 円 → 4,900 円 ～ 5,200 円 

 

 

 

◆自賠責保険料が、4 月から値下げ。 

値下げは昨年に続いて 2 年連続、平均で 6.4％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 21,550 円 → 20,010 円（1,540 円値下げ） 

◎軽乗用車        21,140 円 → 19,730 円（1,410 円値下げ） 

  

新 潟 県 従 前 令和 3 年 3 月分～（4 月納付分） 

健康保険料率 9.58％ 9.50％ 
※７年連続全国で最も低い 
保険料率です！ 

介護保険料率 1.79％ 1.80％ ※全国一律 

この春、私たちの暮らしで変わること 

年金・保険  

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 

くらし  



 

 

 

日本経済新聞 土曜版に載っていて面白かったので紹介します。 

すっかりおなじみになった「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」も和製英語。 

日本語の直訳で『旅行』『に』『行く』に英単語を当てはめたようだが、英語

としては成立しない。政府もカタカナや大文字のアルファベットを織り交ぜ、

正しい用法ではないことを注意喚起はしているようだが・・・ 

 

英語では「改革」の意味。家の改修、改築の意味で

使うと『家の改革』となり通じない。 

正しくは renovation、remodeling。 

 

リストは「一覧表」で、動詞なら「表にする」の意味だが英語の up と 

一緒に使うと通じない。正しくは make a list。 

同じく和製英語のレベルアップは improve、 

キャリアアップは career advancement。 

 

英語では「live house 生きている家」となってしまう。 

コロナ禍で「ライブハウスでクラスター発生」という 

報道は、このまま英語にしても通じない。 

a live music club が正解。 

 

「不正なスタート」の意味で使われる和製英語。英語で

フライングスタートと言うと「飛ぶようなスタート」 

つまり出だしの良いスタートという意味になる。 

正しくは a false start。 

 

日本では「一対一で」のニュアンスがあるが、「個人で」という場合には

private lesson。 

一対一で面と向かって話すことを強調する場合には one-on-one。 

 

 

 

 

そのほか、キーホルダーは 

キーチェーン、キーリング。 

フライドポテトは米国では 

フレンチフライ、英国ではチップス。 

 

おかしな和製英語がたくさんあって、 

世界の中で日本の英語力ランキングが低い

のも、残念ですがうなずけます。  

通じない！勘違いしやすい「和製英語」 トピックス 

リフォーム 

リストアップ 

ライブハウス 

フライング 

マンツーマン 



 

 

 

 

 

銀行マンらを主役に中小企業と関わりを描いた 6 つの短編集。 

それぞれのお話が非常に興味深く夢中で読み進めました。 

私が特に面白かったのは、下記です。 

「手形の行方」取引先から預かった手形を紛失した銀行マン。上司

は色んな人を疑うが､実際に手形を持っていたのは意外な人物。 

「芥のごとく」新人行員が担当する零細企業を必ず守ると心に誓う

が、現実は不渡りを出すかどうかの綱渡り。 

「かばん屋の相続」急逝したかばん屋の社長。会社を手伝っていた次男には相続を放棄しろ

と語り､遺言には銀行勤務の長男に会社の株全てを譲るとある｡社長の真意は何だったのか？ 

ストーリーはどれも秀逸。池井戸作品にハズレ無し。 

 

 

ネバダ州の企業城下町で暮らす 60 代女性ファーンは､リーマン

ショックによる企業倒産の影響で､長年住み慣れた町ごと失ってし

まう。キャンピングカーに全てを詰め込んだ彼女は､｢現代のノマド

（遊牧民）」として、季節労働の現場を渡り歩きながら車上生活を

送ることに｡毎日を懸命に乗り越えながら､行く先々で出会うノマド

たちと心の交流を重ね、誇りを持って自由を生きる彼女の旅は続い

ていく。 

かなり渋い映画ですが、幸せとは何か考えさせられる作品です。 

 

 

２週間ほど前。小千谷中学校のグラウンド脇を通ると、 

この冬の大雪で沢山の桜の枝が折れて下に散乱していました。 

枝を拾って花瓶に刺したところ、みるみる蕾が膨らんで 

綺麗な花を咲かせました。 

落ちた枝はそのままではいずれゴミですが、 

拾って飾ればこんなに素敵な春の使者に！ 

大雪の冬を耐えた「ご褒美」みたいですね。 

 

 

  

温かい日差しを感じると「外に行きたいよー」と 

ねだるさぶろくさん。 

おばあちゃんは願いを叶えてくれるので 

もしかしたら近所の犬より散歩の回数が多いかも？！ 

散歩中に気が向くと事務所に寄って 

チャオチュールを食い逃げします･･･。 

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー 

書籍      かばん屋の相続    池井戸 潤 

今月のさぶろく （せきね事務所の看板ねこ・4歳 7ヵ月） 

映画   ノマドランド  公開中 

お花見     ひと足早く満開   3/30 


