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-------------------------------------------------------------------------------------増加で、2009 年度に引き続きプラス改定となり
身近になった「在宅医療」「在宅介護」
ました。
ただし、「介護職員処遇改善交付金」が 2011

◆４月からの制度改定

年度末で終了したため、マイナス 0.8％の改定と

この４月から、医療保険制度と介護保険制度
が一部改定されました。

とらえることもできます。

できるだけ病院や介護施設に入らず、自宅に

この交付金は終了しますが、「介護サービス

おいて医師・看護師・ヘルパーに世話をしてもら

提供の効率化・重点化を図る観点から在宅医療

いながら療養する人を増やそうという狙いがある

への移行を図る」「介護職員の処遇改善を確実

ようです。

に図る」などの要件を満たした場合には、事業者
が人件費に充当するための報酬加算が行れて

◆「報酬改定」による影響

います。

診療報酬や介護報酬は、２〜３年に一度、物
価動向などを踏まえて政府が見直しを行い、医

最近の労働関係の地裁裁判例から

療 や介 護行 為にかかる報 酬 を改定するもので
す。
今回は在宅医療にまつわる報酬が上がったこ

◆自動車メーカーによる雇止め等
（４月 16 日判決）

ともあり、訪問診療などを手掛ける医療機関が
増える可能性が指摘されているようです。

自動車メーカーが行った雇止めや派遣切りは
無効であるとして、工場で働いていた元期間従

◆診療報酬改定のポイント

業員（４人）と元派遣社員（３人）が雇用継続の

医療保険分野では、診療報酬改定率はほぼ

確認を求めていましたが、東京地裁はこれらの

横ばいの 0.004%（本体プラス 1.379％／薬価・

請求 を棄却 しました。ただし、元期間 従業員 が

材料等マイナス 1.375％）の増加で、2010 年度

カットされた未払い賃金（１人約 58 万〜63 万円）

の改定で 10 年ぶりに増加（0.19％）したのに続

の支払いは命じました。

き、２年連続で増えました。

自動車メーカーでは、契約打切りに応じなかっ

また、早期退 院から在宅医 療への円滑 な移

た期間従業員に「契約期間終了までの休業」と

行、訪問介護の充実、精神疾患・認知症対策の

「約４割の賃金カット」を 2008 年 12 月に言い渡

推進などにも、重点的に配分がなされました。

して翌年４月で雇止めとし、派遣社員は派遣元
から 2008 年 12 月に解雇されていました。

◆介護報酬改定のポイント

裁判長は「不況に伴う雇止め・派遣切りは合

介護保険分野では、介護報酬改定率は 1.2％

理的である」と判断しました。
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すが、それ以 外にも次 のようなメリットがありま
◆銀行におけるパワハラ（４月 19 日判決）

す。

パワハラ被害により退職せざるを得なくなった

（１）年金記録の内容は毎月更新される。
…郵送版は年 1 回のみ

として、50 代の社員が銀行と上司に対して損害
賠償（約 4,900 万円）を求めていましたが、岡山

（２）すべての期間の年金記録が確認することが

地裁は社員の精神的苦痛を認め、慰謝料など

できる。

110 万円の支払いを命じました。

…郵送版は「35 歳」「45 歳」「58 歳」の節目年

2007 年３月頃、仕事上でミスをした社員に対

齢以外は直近 1 年分のみ

して「辞めてしまえ！」などと当時の上司が強い

（３）確認した内容を残しておきたい場合はダウ

言動で叱責するなどし、この社員は 2009 年に辞

ンロードして手元に保存することができる。

表を提出して退職しました。
裁判官は「上司の叱責は病気療養から復帰

◆「年金記録の確認経験」20 歳以上で約７割

直後の社員にとって精神的に厳しく、パワハラに

厚生労働省が発表した「公的年金加入状況

該当する」と認定しました。

等調査」（2010 年時点）の結果によれば、「過去
３年程度の間に自分の年金記録を確認したこと

◆過労による高校教諭の死亡（４月 23 日判決）

がある」という人（20 歳以上）は 67.4％で、確認

高校教諭の男性が修学旅行の引率からの帰

の手段としては約８割の人が「ねんきん定期便」

宅途 中に急性心筋梗 塞を発症 して死亡 したの

を活用していました。

は過労が原因であるにもかかわらず、公務災害

この「ねんきんネット」により、自分の年金記録

と認定されなかったとして、遺族である妻が「地

を確認する人が今後は増えていくものと思われ

方公務員災害補償基 金」に対 して不認定処 分

ます。

の取消しを求めていましたが、東京地裁は公務
と死亡との因果関係を認め、上記処分を取り消

※「ねんきんネット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/d

しました。

etail.jsp?id=5214

裁判長は、死亡するまでの１週間の間の労働
時間が法定の 2.5 倍以上に及んでいたと認定し、
「日常の勤務と比べて質・量ともに特に過重だっ
た」と判断しました。

6 月の税務と労務の手続
［提出先・納付先］

電子版「ねんきん定期便」がスタート

1日
○ 労働保険の年度更新手続の開始＜７月１０
日まで＞［労働基準監督署］

◆４月からスタート
すべての年金加入者（約 6,600 万人）を対象
とした電子版の「ねんきん定期便」（通称：ねんき

10 日

んネット）が４月２日にスタートしました。

○ 源 泉徴収税 額・住 民税特別 徴収税額 の納
付［郵便局または銀行］

これにより、毎年の誕生月に郵送している「ね

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

んきん定期便」の内容を、インターネットで確認

月以降に採用した労働者がいる場合＞

できるようになりました。

［公共職業安定所］
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

◆電子版「ねんきん定期便」のメリット

月以降に一括有期事業を開始している場合

電子版の一番のメリットは、「自分の年金記録
を 24 時間いつでも確認することができること」で

＞
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［労働基準監督署］

持って接することができているだろうか。。。
不況のときや厳しい状況 のときほど、情がある

30 日

人と無い人が明確になる時期はありません。

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付［郵

本物と偽物がはっきります。情を持った人は内に

便局または銀行］

秘めていることがあり、地味な人が多いような気

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

がしますが、こんな人が本当にすばらしいのだろ

行］

うと思います。とは言っても情は見ることも触れ

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

ることもできないので、結局は個々の認識次第

［年金事務所］

になります。今一度自分自身の考える情につい

○ 労働保 険印紙保険料 納付 ・納付計器使 用

て見つめてみてはいかがでしょうか？

状況報告書の提出［公共職業安定所］
○ 外 国人雇用 状況報 告（雇用 保険の被 保険
者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日
＞［公共職業安定所］
雇入時及び毎年一回
○ 健康診断個人票［事業場］

編集後記（益子）
つい先日、ある社長様とお話をしていたときのこ
とですが、『日本人には「情」が少なくなった』、と
いうことをおっしゃっていました。
社長はアナログ人間を自称していて、勘や嗅覚
（経験）に頼る経営をある意味で大切に考えてい
る経営者です。不況が長引き、論理的でデジタ
ル的な今の時代は冒頭の「情が少なくなった」と
感じるのだそうです。情とは相手を思いやる心で
あり、相手の為を考える心。
最近はみんな自分の得ことばかり考えていて損
はしたくないという気持ちが強くなった。だけどそ
こには情が無い。情がない愛で子を育てる親や
愛情を持って叱れない学校の先生が増えている
から変な事件が起こり、情がない付き合いの友
達ばかりだから信頼が生まれない。愛はあるけ
ど愛情は無い。友はいるけど友情は無い。情は
人間としての基本的で最も大切な心だという内
容のお話でした。
これはビジネスの上の人間関係にも当てはまる
ような気がしました。取引先には情を持った接し
方はできているだろうか、上司は部下へ情がな
い教育指導をしていないだろうか、同僚には情を
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