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円高による中小企業対策を前倒しで実施 

政府は先日公表した円高総合対策のうち、セーフティネット保証や雇用調整助成金などの支援策を前

倒しで実施します。 

◆セーフティネット保証の延長と円高による

緩和 

 業況が悪化している業種が利用できるセーフテ

ィネット保証５号（１００％保証で一般保証とは

別枠）は、震災により原則全業種（８２業種）が

対象になっていますが、今月末で期限切れとなる

ため、来年３月まで延長されることになりました。 

 また、円高の影響を受けている中小企業を対象

に要件が緩和され「原則、最近１ヵ月の売上高等

が前年同月比で１０％以上減少、かつ、その後２ヵ

月を含む３ヵ月間の月平均売上高等が前年同期比

で１０％以上減少が見込まれる」場合も利用でき

ます（１０月以降の認定申請から適用）。 

 なお、震災の被害を受けた中小企業を対象とし

た東日本大震災復興緊急保証や、東日本大震災復

興特別貸付についても、引き続き実施されます。 

◆雇調金は売上高等の減少期間を短縮 

  雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成

金）については、円高の影響により事業活動の

縮小を余儀なくされた事業主を対象に、１０月

上旬から支給要件が緩和されます。 

  生産量・売上高の減少期間や比較は原則、最

近３ヵ月間の月平均をその直前３ヵ月と比較し

ますが、「１ヵ月」に短縮する等の緩和により、

「最近１ヵ月の売上高等がその直前１ヵ月また

は前年同月と比べ５％以上減少、もしくは減少す

る見込み（中小企業は直近の決算が赤字であれば

５％未満でも可）」の場合も雇調金が活用できる

ことになります。                  

   

民間給与実態と生命保険料控除の改正 

◆３年ぶりに増加した平均給与 

 国税庁が公表した「平成２２年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者５４１５万人のうち、

１年を通じて勤務した給与所得者は４５５２万人で、その平均給与は４１２万円（男性５０７万円、女

性２６９万円、平均年齢４４．７歳）でした。 

 階級別分布でみると、男性は３００万円超４００万円以下が５３２万人（１９．５％）、女性は１００万

円超２００万円以下が４８８万人（２６．８％）と最も多くなっています。 

 また、年末調整を行った４２４１万人のうち、配偶者控除または扶養控除の適用を受けたのは

１６５４万人、生命保険料控除は３７５２万人、地震保険料控除は６４９万人でした。 



◆来年から改正される生命保険料控除 

  年末調整により多くの方が各種控除の適用を受けていますが、今年分から１６歳未満に対する扶養

控除の廃止と、１６歳以上１９歳未満に対する上乗せ部分（２５万円）が廃止され、特定扶養親族の

範囲が１９歳以上２３歳未満に変更されています。 

  また、２４年分からは生命保険料控除が改正され、これまで一般生命保険料控除の対象となってい

た介護保障又は医療保障を内容とする保険契約について「介護医療保険料控除」が新設されます。こ

れにより、２４年以後に契約した一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料は、それぞれ４万

円を限度（合計１２万円）に所得控除が適用されます。 

  ただし、今年末までに契約した保険については、現行の制度（一般生命保険、個人年金保険、それ

ぞれ限度額５万円）が適用されます。 

 

適用期限が迫る住宅資金贈与の非課税制度  

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、今年

で終了となる予定です。 

 ２３年中は１０００万円まで非課税となり、適用を受けるためには、２４年３月１５日までに新築、

取得等をして居住する、または遅滞なく居住することが確実であること等の要件がありますので、利

用を考えている方は早めに対応する必要があります（震災の被害により入居が困難である場合は、入

居期限等が延長されます）。 

 なお、住宅ローンの返済に充てるための資金の贈与は対象外です。 

 

年末調整で必要な証明書等を確認 

保険会社から生命保険や地震保険の「保険料控除証明書」が送られて来る時期になりました。 

  給与所得者は年末調整で必要となりますので、大切に保管するよう従業員にお知らせするか、会社

で預かるようにしましょう。 

  また、生計を一にしている親族の社会保険料を支払っている場合も控除が受けられますが、国民年

金については支払証明書（領収書）が必要となります。なお、中途入社した方には前勤務先から「源

泉徴収票」を取り寄せるように依頼します。 

 

【 建設業界ニュース 】 

  設備投資・住宅投資・公共投資は今後も増加基調～日本銀行 

日銀が公表した「９月金融経済月報」において、設備投資、住宅投資、公共投資が今後増加すると

の見方を示した。設備、住宅、公共の 3 投資は、建設市場規模に直結しており、マクロ的には民間、

公共いずれも先行きに明るさが見え始めた格好である。 
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◆厚労省は 9 月 28 日、2012 年度予算の概算要求の内容をまとめ、民主党厚労部門会議に提示しました。

高齢化に伴う社会保障費の自然増分 1 兆 6,000 億円を含め、一般会計の総額は 29 兆 5,882 億円で、2011

年度当初予算比で 4.3％（1 兆 2,114 億円）増の過去最高額となっています。政府が設けた、重点分野に予

算を振り向ける「日本再生重点化措置」の特別枠には、難病等の新薬・新治療法等の研究開発支援、新型イン

フルエンザ対策等の医療関係のほか、待機児童の解消の取り組みの強化、障害児・者の地域移行・地域生活の

ための安心支援体制整備の実施等、福祉関係分野を含めて 1,059 億円を要求しました。厚労省は 4 日、保育

所入所定員を 4 万 6,503 人増加させた結果、待機児童が今年 4 月 1 日現在で 2 万 5,556 人(前年同期比▲

719 人)と 4 年ぶりに減少、と発表しましたが、名古屋、横浜、札幌等の各市では増加しているのが現状で、

今回の概算要求でも待機児童対策として、複数の保育ママで運営する施設の人員配置、認可外保育所の開設準

備に対する財政支援等に 124 億円を要求するほか、これまで待機児童が 10 人以上の自治体に限って対象と

されたものを、1 人でも待機児童がいれば財政支援を受けられることとするなどの新たな方策を講じています。

また医療・介護分野では「安心で質の高い医療・介護サービスの安定的な提供」を柱とし、「在宅チーム医療

を担う人材の育成」に 8 億 7,000 万円、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及や低所得高齢者の住居対

策等の「実施拠点となる基盤の整備」に 89 億円、「個別の疾患などに対応したサービスの充実・支援」に 29

億円など、合計 127 億円に増やしている(今年度は 1 億 1,000 万円)ほか、東日本大震災への対応としても、

復旧・復興費用 2,209 億円を要求しています。 

 なお診療報酬・介護報酬改定や介護職員処遇改善臨時特例交付金、社会保障と税の一体改革に伴う制度改革

などについては、予算編成過程で検討することとしています。     

（参考：読売新聞・毎日新聞・日本経済新聞ほか）  

 

 

 

 

◆去る９月 30 日、平成 23 年度の人事院勧告が発表 

されました。今年の人事院勧告では、月例給の引き下 

げと期末・勤勉手当支給月数の維持、の２点が主な内 

容でした。月例給は官民格差解消のための 899 円(0. 

23％、うち手当はね返り分 83 円)が減額されるマイ 

ナス改定ですが、これは 50 歳台を中心に 40 歳台以 

上を念頭に置いた俸給表改定とされ、50 歳台の最大 

下げ幅は 0.5％、40 歳台で 0.4％とされました。こ 

れによって平均年間給与は約 15,000 円(899 円×1 

5.95 カ月≒14,339 円)の減額となります。 

 これまでの保育所における保育単価には、人事院勧 

告の「福祉職俸給表」「行政職俸給表（二）」に基づい 

て積算されていますが、保育士の俸給月額は平均勤続 

年数約８年で積算されているため、今回の 40 歳台以 

上の給与月額改定の影響はないものと考えられます。 

したがいまして、今年度の保育単価の遡及改正はな 

いものと予想されますので、補正予算作成のための待 

機は不要と考えられます。 

 

     厚生労働省、平成 24 年度予算概算要求を公表  

 

    人事院勧告発表～年収微減、期末・勤勉手当は維持～  

＜現在の保育単価に積算されている人件費の内容＞ 

職種 格付 本俸基準額 特業手当

施設長 (福 )２－ 33 253,400円 －

主任保育士 (福 )２－ 17 230,112円 9,200円

保育士 (福 )１－ 29 195,228円 7,800円

調理員等 (行二 )１－ 37 165,800円 －

職種 格付 本俸基準額 特業手当

施設長 (福 )２－ 33 253,400円 －

主任保育士 (福 )２－ 17 230,112円 9,200円

保育士 (福 )１－ 29 195,228円 7,800円

調理員等 (行二 )１－ 37 165,800円 －

(注)主任保育士・保育士分は、俸給表の額に２％の特別給与 

改善費を加えたものが本俸基準額とされている。 

(注)「特業手当」は「特殊業務手当」の略。 

★ある週刊誌で「保育士の平均年収は 800 万円」との記事が

掲載されましたが、上記積算額から計算すれば、期末・勤勉

手当を加えても約 320 万円であることがわかります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特別養護老人ホームの居室定員基準を現行の「４人以下」から「原則１人個室」に変更する省令改正案を諮

問されていた社会保障審議会(社保審)介護保険給付費分科会はこれを了承し、近々省令の改正が行われる見通

しとなりました。居室定員基準を１人とするのは、特養と小規模特養(地域密着型介護老人福祉施設)ですが、

対象は現在建設中または開設予定の特養で、個室化されていない既存の特養に対しては、必要な経過措置がと

られることとされました。 

 地方分権一括法の成立に伴い、省令上の基準にかかわらず自治体が条例で居室定員を定められるようになる

ことを踏まえたものですが、居室定員が多いほど介護報酬が低くなるなどの問題が生じる可能性があり、人員

配置や居室面積、利用定員等に関する基準などについては「従うべき基準」(条例の内容が省令に拘束される)

や「標準とする基準」(合理的な理由の範囲内で地域の実情に応じて異なる内容を定めることが可能)とされ、

その他の設備基準・運営基準は、「参酌 

すべき基準」(省令にかかわらず内容を 

定められる)と規定されることになります。 

厚労省老健局では「介護保険サービス 

に関する関係団体懇談会」を設置、去る 

８月８日に開催された第１回会合では、 

個室介護の実施に伴う職員処遇などにつ 

いて意見交換が行われました。  

改正省令は「遅くとも 2013 年４月 

１日までに施行」としており、定員５人 

以上の特養に対する介護報酬の「強い減 

算規定」についても検討が行われるよう 

です。 （参考：福祉新聞／厚労省ＨＰ） 

特養の居室定員１名へ省令改正 

2011年度厚生労働白書における社会福祉法人関連データ 

◆社会福祉法人数 18,982法人(うち厚労大臣所管308法人) 

◆社会福祉施設数 96,218施設(うち民間73,368施設) 

◆特別養護老人ホーム数 6,207か所 

◆保育所数 23,068か所(うち民間12,302か所) 

◆児童養護施設数 575か所(うち民間529か所) 

◆社会福祉事業常勤換算従事者数 771,616人 

（2010年4月1日現在、従事者数は2009年10月1日現在）

◆社会福祉法人の新会計基準セミナー◆ 

 すでにご案内を送らせていただいておりますが、このたび総合福祉研究会山口県支部として、11月17日

（木）と11月24日（木）に、社会福祉法人の新会計基準セミナーを開催いたします。 

 顧問先様は、会費無料とさせていただきますので、是非お早めにお申込みください。 

◆会場 山口県産業技術センター 第一研修室（宇部市あすとぴあ4丁目1-1） 

＜用語解説＞人事院勧告 

★昭和22年に成立して翌年施行された「国家公務員法」を受け、昭和23年度から開始された、国家公務

員の月例給与額や期末・勤勉手当の額について、人事院が国会、内閣、関係大臣その他機関の長に行う、

国家公務員の一般職職員に関する「給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告」の総

称で、ラスパイレス方式による官民格差の検証に基づいて毎年度行われる。昭和31年以降ほぼ勧告通り

の改定が実施され、毎年４月１日に遡って適用されてきた。平成３年には過去最高の5.45カ月の期末・

勤勉手当が勧告されたが、平成10年の5.25カ月から毎年マイナス改定が続いており、最近の３年間は月

例給与額の減額改定が続いている。保育単価や措置費単価の積算時には、この勧告の中に示されている「福

祉職俸給表」に基づいて算定されていることから、人事院勧告の内容によって各単価の変更が行われるた

め、社会福祉法人の補正予算作成に向けて毎年度注目されている。また現在の人事院勧告では、国家公務

員制度改革における給与制度の改正についても言及されている。 
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