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～使えるのは失業したときだけではありません～ 

子育て中も介護中も頼りになる
「雇用保険」に注目！

日本の社会保険には、公的医療保険、介護保険、公的年金のほか、「労働保険」の分野に該当する雇用保険と労働

者災害補償保険（労災保険）があります。今年 10 月に雇用保険で改正事項がありましたので確認してみましょう。

育児休業給付

厚生労働省　職業安定局ホームページより株式会社ノースアイランド作成

産後休業期間

１歳出産 育児休業開始

※上限額、下限額は 2021 年 7 月 31 日までの育児休業取得に適用。毎年 8 月に見直されます

６ヵ月間８週間

給付率 50％
給付率 67%

1 ヵ月あたり支給額の

上限額 305,721 円
下限額   51,737 円

1 ヵ月あたり支給額の

上限額 228,150 円
下限額   38,610 円

　社会保障制度は、いずれも国や自治体が主体となっ

ているセーフティネットとして、病気やケガ、老後、失

業などで私たちの生活の安定が損なわれた場合に、健

やかで安心できる生活を保障することを目的として導

入されている制度です。

　なかでも、雇用保険制度は、働く人の生活および雇

用の安定と就職の促進のための社会保険。雇用保険と

いうと、「失業給付」を思い浮かべる方も多いことでしょ

う。これは「失業等給付の基本手当」といい、失業後

の生活や求職活動の支援を目的としており、一定の要

件を満たした場合に支給されます。この給付は、自己

都合により退職した場合には給付制限期間が設けられ

ており、2020 年 9 月までは 3 ヵ月でした。これが 10

月からは、5 年間のうち 2 回までは 2 ヵ月に短縮され

ています。

自己都合退職の給付制限期間が 2ヵ月に短縮

　雇用保険からの給付は、退職時だけではありませ

ん。たとえば、「育児休業給付」は、産前産後休業期

間後、原則として子どもが 1 歳になるまでの間、子

どもを養育するために休業しその間給料が十分に支

子育て世代は
「育児休業給付」が受けられる場合も

　要介護状態にある家族を介護するため、対象家族

1 人につき通算 93 日まで、3 回を上限として分割

して取得できるのが「介護休業」です。その際に一

定条件を満たせば、休業開始時賃金月額の 67％の「介

護休業給付金」が支給されます。

介護休業にも雇用保険制度から給付が！

　さらに、定年退職後、再就職や再雇用で働く際に

も給付金が受けられる場合があります。雇用保険の

被保険者であった期間が 5 年以上ある 60 歳以上

65 歳未満の一般被保険者が、原則として 60 歳以降

の賃金が 60 歳時点に比べて 75％未満に低下した状

態で働く場合に「高年齢雇用継続基本給付金」など

が支給されます。

　いずれの給付も知らなければ受けられないもので

す。制度をしっかり把握して、自分のために必要な

申請を行いましょう。

「Topics 基本 word」は P2 をご覧ください。

定年退職後も使える制度があります

払われない場合などに支給されます。給付金額は、

下の図表のように期間によって給付率が異なってお

り、それぞれ上限額・下限額が設定されています。
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白石 茂治 
ノースアイランド投資顧問 ( 株 ) 代表取締役

半世紀にわたり日本の金融に従事。山一投資顧問、ソシエテジェネラル時代は企
業アナリスト、ストラテジストとして活躍。日本初のオイルマネーの運用担い手
として金融発展にも貢献。山一投資顧問時代は日本版ラップ口座の企画開発など、
個人投資家の市場参加への開発にも注力した。TV、新聞を始め、参議院自民党
政策審議会など日本の中枢を司るメンバーの金融教育も担当している。

　８～９月には２つのビッグニュースがありました。

米国の著名投資家バフェット氏が日本の五大商社株

を買ったことと、菅政権の誕生です。バフェット氏

の真意は分かりませんが、私は米国株に割高感を感

じ、先進国では最も割安な日本株に注目したのだと

思います。菅政権は安倍政権に比べれば、少子高齢

化や財政赤字といった構造問題に前向きに取り組む

姿勢があります。

　世界全体に株式市場は高値圏での調整局面にあり

ますが、その中では日本株の調整幅は一番小さくなっ

ています。問題は調整局面を抜け出る時に日本が先

頭を切れるかです。株価キャッシュフロー倍率では、

日本株は世界平均に比べてまだ 1 万円（日経平均）

以上も割安なことを国内投資家が認識し、自信を持っ

て株式市場に参入してもらいたいと思います。そう

なれば海外投資家の輪ももっと広がり、日本市場に

厚みが出ます。この機会に国内外の投資家の揃い踏

みを是非とも期待しています。

　８～９月は緩やかな円高で 104 円 / ドルも、との見

通しでしたが、ほぼ想定内の動きでした。10 ～ 11 月

の最大の注目点は米国の大統領選挙（11 月３日）です。

　トランプ氏再選の可能性も出てきています。共和党

政権なら緩やかなドル安を望むでしょう。100 円 / ド

ルまでの円高が続くと見ます。ただ、極端なドル安は

米国の矜持という点でも避けたいのが本音ではないで

しょうか。バイデン大統領となれば巨大ハイテク企業

の分割が実施される可能性大だと思われます。その時

はやはりドル安となります。もちろん、過剰流動性は

維持され、ゼロ金利も継続されます。民主党も極端な

ドル安は望みません。

　世界の基軸通貨としてのドルの座が揺らいでいると

の見方もあります。金価格の上昇はその匂いを感じさ

せます。ただ、中国の台頭はある程度は抑えねばなり

ません。人口減を避けながら経済の基礎体力を維持し

て、通貨覇権は何とか維持する体制をとっていくと思

います。

日本株式の見通し（2020 年 10 ～ 11月）

日本株は世界平均に比べて割安
自信を持って株式市場に参入を

為替市場の見通し（円/ドルベース、2020年10～11月）

どちらの政党が政権をとっても
ドル安傾向が続く

　働く人の生活および雇用の安
定と就職の促進のための社会保
障制度です。働いている会社の規
模等に関わらず、1 週間の所定労
働時間が 20 時間以上あること、
31 日以上の雇用見込みがあるこ

雇用保険制度

となどの要件を満たしていれば、
雇用保険の被保険者となります。
　被保険者は、P1 の「失業等給
付の基本手当」のほか、公共職業
訓練等を受講する場合の「技能習
得手当」や、再就職後一定期間継

続して働いたときには「再就職手
当」などもあります。
　さらに、キャリアアップ等を目
指して能力開発に取り組む際の

「教育訓練給付金」も準備されて
います。自分が必要とするときの
ためにも、こうした制度の知識は
常にアップデートしておきたいも
のです。

Topi
cs

基本

word

受講開始日現在で雇用保険に 3 年以上（初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は 1年以上）加入し
ていること等、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者（在職者）または被保険者であった者（離職者）

支給対象者

支給額

一般・特定一般教育訓練給付金

ハローワークインターネットサービスより株式会社ノースアイランド作成

【一般教育訓練】

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
40％に相当する額（上限 20 万円）

【特定一般教育訓練】

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
20％に相当する額（上限 10 万円）
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有限会社ファイナンシャルリサーチ

代表　深野康彦

メディアやセミナーなどを通じて、資産運用
のほか、住宅ローンや生命保険、あるいは税
金や年金などのお金周り全般についての相談
業務や啓蒙を幅広く行う。日本経済新聞夕刊「投信番付」のほか
連載多数。日経 CNBC「夜エクスプレス」では水曜日のアンカー
を担当。オールアバウトではマネープランクリニックを担当のほ
か、さまざまな分野のガイドを行っている。

金の ETF
どの銘柄を選ぶべき？

未経験のリスクに備えるため
金への分散投資の意識が高まる

　新型コロナ禍の収束が見通せないことから、景気の

先行きに対する不透明感は強いものがあります。さら

に、米国と中国の対立先鋭化による地政学リスクの台

頭、金融緩和による世界的な低金利、財政出動による

国の財政悪化などを背景に、金価格は９年ぶりに最高

値まで上昇しました。将来のリスクを避けるため、資

産の一部に安全資産としての金を保有する意識が高

まっているからです。

　株式市場は景気の回復を先取りする形で大幅に反発

していますが、感染の再拡大を考えれば予断の許さな

い状況です。リスクを抑えるためには分散投資が必要

ですが、新型コロナというこれまで経験していないリ

スクに備えるには、世界でその価値が認められている

金を保有する必要性は増しているのかもしれません。

　新型コロナ不安が高まるほど金価格の上昇が続くと

予測されますが、ワクチンや治療薬ができたとしても

新型コロナがなくなるわけではありません。金価格の

動きに一喜一憂する局面があるかもしれませんが、コ

ロナとの共生を視野に入れれば、資産保全の観点から

金は長期で保有してこそ輝き続けるのです。

えられるでしょうか。

　１つは実物資産である金の現物に投資する方法で、

純金積立、金地金、金貨に投資する方法があります。

ただ、実物の金価格は１日１本値しかつかないうえ、

投資コストが高めといわれています。

　そこで、投資コストが低く、市場が開いている時

間は価格が常に変動している「金 ETF」への投資を

考えてはいかがでしょうか。金 ETF は金価格に連動

した値動きができる上場投資信託です。上場してい

ることから売買方法は株式と同じで、１日の間に価

格が大きく動けば午前中に購入して午後売却するな

どデイトレードも可能な機動性があるのが特徴です。

　金 ETF は現在４銘柄が上場していますが、金現物

の裏付けのある ETF を購入すべきでしょう。４銘柄

の中で唯一「金価格連動型上場投信」だけは、金価

格に連動する運用成果が期待できる債券（リンク債）

に投資されています。つまり、債券の発行元の信用

リスクを投資家が取る形になるため注意が必要です。

　実際、リンク債型の商品はリーマンショック時に

価格が付かないという状況が生じたことがありまし

た。リスク回避で金に投資するつもりが発行元の信

用リスクを投資家が引き受けることになり、リスク

回避にならない可能性があるからです。

　残り３銘柄の中では、最低投資金額や金の現物へ

の交換のハードルが低く、また１グラムあたりの国

内金価格に連動するわかりやすさを考慮して「純金

上場信託（現物保管型）」を選ばれるとよいのではな

いでしょうか。

機動的かつ金現物の裏付けがある
金 ETF が投資候補

　では、その金に投資するにはどのような方法が考

※令和２年 10 月２日現在

銘柄名（証券コード） １０月２日終値 売買単位 運用管理費用
（信託報酬）税込み

NEXT FUNDS　金価格連動型上場投信（1328） 5,160 円 10 口 　　0.55％

SPDR® ゴールド・シェア　受益証券（1326） 18,820 円 １口  　　0.44％

純金上場信託（現物国内保管型）（1540） 6,200 円 １口 　　0.44％

WisdomTree　金上場投資信託（1672） 19,020 円 １口 　　0.429％

金価格に連動する ETF
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　日本中に「ラスクブーム」を巻き起こした、その

火付け役、といわれているのが、群馬県に本社を構

えるガトーフェスタ ハラダ。定番の「グーテ・デ・

ロワ」は王様のおやつのネーミングのとおり、バター

の香りが特徴のシンプルで上品な甘さのシュガーラ

スクですが、現在関東限定で発売されているのが

「グーテ・デ・ロワ ノワール」です。見た目の深い

黒さから、コーティングされているダークチョコレー

トのビターなテイストが伝

わってきます。中のラスク

にもココアパウダーが練り

こまれており、カカオの香

りを感じる大人の味。チョ

コレートの甘さに苦手意識

のある方でも、これならお

いしく召し上がっていただ

けること、請け合いです。

　また、東京限定の「ティグレス レッドベルベット」

は、ココア生地にビーツと紅麹を加えて赤くした

チョコレートケーキにホワイトチョコレートソース

が流し込まれていて、見た目も鮮やか。香りのアク

セントとして入っているチェリーやソースのフラン

ボワーズがさわやかさもプラスしてくれているので、

実際に食べてみたス

タッフからは「後味

までおいしい！」と

いう声も出たほどで

す。

　限定商品となっているグーテ・デ・ロワ ノワール

は関東圏内 19 店舗のみ、ティグレス レッドベルベッ

トは東京都内 6 店舗のみの販売で、オンラインショッ

プなどでは購入できません。でも、先月まで群馬県

限定だった「グーテ・デ・レーヌ」は、現在全国販

売が始まっており、オンラインショップでも購入可

能。ガトーラスクとレーズンサンドが１つになった

ちょっと贅沢なラスクです。

　旅先ならではの

ものはもちろん、

まだ Go To できな

い方もお家での擬

似旅を楽しまれる

のも一興ではない

でしょうか。

もらってうれしい！　日本全国おいしいお土産セレクション

ガトーフェスタ ハラダの地域限定スイーツ
「グーテ・デ・ロワ ノワール」（関東限定）・

「ティグレス　レッドベルベット」（東京限定）

今年 7 月から始まっている「Go To トラベル」キャンペーン。10 月 1日から東京発着の旅行も
対象とされたことで、ようやく日本全国での展開となりました。旅行代金の割引に加えて、地域
共通クーポンが配布されていることから、旅先でのお土産もの選びも、一層楽しみですね。旅先
で参考にしていただけるようなお土産を各地からお届けします！

「グーテ・デ・ロワ ノワール」（5 枚入り）864 円（税込）
「ティグレス レッドベルベット」（3 個入り）810 円（税込）
「グーテ・デ・レーヌ」（3 個入り）540 円（税込）
いずれもガトーフェスタ ハラダ
http://www.gateaufesta-harada.com/

今なら
コレ！でしょ


