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・ 4月昇給実施予定の企業は、資料・情報集め、具体的な検討に入る。・ 4月昇給実施予定の企業は、資料・情報集め、具体的な検討に入る。・ 4月昇給実施予定の企業は、資料・情報集め、具体的な検討に入る。

●源泉徴収税額、　特

別徴収税額（2月分）

の納付期限

● 所 得 税 、 個 人 住 民

税、個人事業税の確定

申告・納付の締め切り

・ 3月決算法人の決算準備にとりかかる。・ 3月決算法人の決算準備にとりかかる。

・ 年間経営方針・経営計画・行事等の発表。・ 年間経営方針・経営計画・行事等の発表。

・　新入社員の入社に伴う法定事務、社内事務については準備する。・　新入社員の入社に伴う法定事務、社内事務については準備する。

・ 3月決算法人の決算準備にとりかかる。

・ 年間経営方針・経営計画・行事等の発表。

・　新入社員の入社に伴う法定事務、社内事務については準備する。

・ 退職者からは、健保の被保険者証、退職所得の受給に関する申告書などを提出させる。・ 退職者からは、健保の被保険者証、退職所得の受給に関する申告書などを提出させる。

・ 4月からの労働保険の年度更新事務に備え、賃金総額の集計などの準備を始める。・ 4月からの労働保険の年度更新事務に備え、賃金総額の集計などの準備を始める。

・ 退職者からは、健保の被保険者証、退職所得の受給に関する申告書などを提出させる。

・ 6月からの労働保険の年度更新事務に備え、賃金総額の集計などの準備を始める。

平成30年分確定申告の申告期限

　平成３０年度分の所得税および復興特別

所得税・個人住民税の確定申告の申告期限

は３月１５日です。

　給与所得者であっても、昨年末に年末調

整を受けなかった人、平成３０年中の年収

が２，０００万円を超える人、給与以外の

所得の合計が２０万円を超える人などは、

原則として確定申告をしなければなりませ

ん。

3月決算の方針の検討

　決算に当たっては、まず自社の決算方針

を定めることから始まります。

　黒字が見込まれる場合は、翌期以降の経

営資源としてどれだけ内部留保するのか、

有効な節税対策はないのか、など、将来に

向けた戦略的な視点をもって、適切な手を

打ちましょう。

　一方、赤字で金融機関からの資金調達に

不安がある場合は、少しでも当期の損失を

減らす方法がないかを検討します。

　もっとも、資金面の不安が無ければ無理

に赤字幅を圧縮せず、繰越欠損金として処

理したほうが、税務上、有利になるケース

もあります。

　納税資金などの資金手当て

　３月決算法人では、決算の仮締めをした

場合で、おおよその納税額や役員賞与の

額、配当金額などがみえてくるはずです。

　つなぎ融資の必要がある場合には、早目

に取引金融機関に借入の申込をしておきま

しょう。

新事業年度の収支予算計画の策定

　新事業年度の経営計画や収支予算計画の

策定が詰めの段階を迎えている企業もある

でしょう。

　経営計画や収支予算計画の策定に当たっ

ては、平成３１年度の景気動向の分析など

も重要です。様々な機関から分析結果や今

後の予測等が発表されますから、できるだ

け多くの情報や資料を集めて検討します。

　また、予算計画の策定では支出の基準を

明確にしておきたいものです。支出に際し

て「そのつど稟議に諮る」「●●万円以上

は社長決裁とする」など手続きや基準を定

めましょう。

新入社員の受入れ準備

　4月に新入社員を迎える企業では、次の

ような社内・法定事務が必要です。

①入社時に必要な書類の準備

　通勤経路・費用申請書、扶養控除等（移

動）申告書、個人番号申告書など

②入社後に支給・貸与する書類・備品の用

意

身分証明書、就業規則・諸規程集、社章、

机・事務用品、制服・作業服、名刺など

③出勤簿（タイムカード）の調整

④新入社員の氏名や略歴などを紹介した文

書の配属先への配布

　このほか、入社式や新入社員研修を実施

する企業では、会場の場所や時間など、段

取りの最終確認をします。

　新入社員のなかに社員寮や社宅への入居

希望者がいるなら、３月中に入居できるよ

う手続きを進めます。

防火体制のチェック

　３月１日～７日は春季全国火災予防運動

が実施されます（気候等により、日程をず

らし地域もあります）。

　今回の全国統一防火標語は「忘れてな

い？サイフにスマホに火の確認」です。こ

の運動を機に、防火・防災訓練を実施した

り、非常口・階段、避難経路、消火器や消

火栓の配置状況などを確認しておきましょ

う。

Work manual

Work schedule 3.1-3.31
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   中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」と「中小企業倒産防止共済制度（経営セー

フティ共済）」 の 2 つの共済制度は、 節税や将来への備えとして活用している企業も多いと思います。

   まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょう。

■退職金を積み立てる小規模企業共済

   小規模企業共済は、 積立てによる退職金制度で、 卸売業 ・ 小売業、 サービス業 （宿泊業 ・ 娯楽業

を除く） を営む法人は従業員数 5 人以下、 その他の業種は従業員数 20 人以下などといった加入要件

がありますが、 小規模法人の役員や個人事業主を対象としています。

   掛金は月額 1 千円～ 7 万円まで 5 百円単位で自由に設定でき、 加入後も増額 ・ 減額が可能です。

   メリットとして、 支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できることがあげられます。 年間

7 万円 ×12 か月　84 万円全額が所得控除。 国だから 100% 保全可能で、 所得税率 30% として 25.2

万円節税。 利回り 30% の資産運用商品などいまどき絶対ない。 同様に、 1 年以内に前納した掛金も所

得控除することができます。 また、 契約者貸付制度があり、 掛金の範囲内で事業資金を低金利で借りる

ことが可能です。

   掛金納付月数が 240 か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、 共済金受取時には所得とし

て課税の対象となることには留意が必要です。 65 歳以上、 加入 20 年以上で受け取れば、 退職所得控

除も受けられて、 税金面で大きな恩恵を受けられます。 経営者はもちろん家族で共同経営者も加入する

ことができます。 詳細は当事務所担当者にお聞きください。

■取引先の倒産に備える倒産防止共済

   中小企業倒産防止共済制度は、 取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制

度です。

   資本金などの上限がありますが、 1 年以上事業を継続している中小企業者であることが加入要件となっ

ています。

   積立総額 800 万円を上限とし、 掛金は月額 5 千円から 20 万円まで 5 千円単位で自由に設定でき、

途中で増額 ・ 減額が可能です。 ズバリメリットは前払の年払いで最高 240 万円が決算期直前で全額費

用化できることです。 何のリスクもなく、 国にお金を預けるだけで大きな節税メリットがあります。

   取引先が倒産した場合、 無担保 ・ 無保証人ですぐに借入れができる、 支払った掛金の全額を損金も

しくは必要経費に計上できるというメリットがあります。 一方で、 納付月数が 40 か月未満で解約すると

元本割れとなること、 共済金受取時には益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要

です。 制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。

詳細は当事務所担当者にお聞きください。

2019.3

絶対お得!! すぐ加入すべき小規模企業共済・倒産防止共済

もしも」 に備えて
あんしん経営！
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■扶養控除等の是正 ( 扶養是正 ) とは

   所得者の方が確定申告や年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けていたけれども、 実は所得

要件などが誤っており、 正しくは控除が受けられなかったということがあります。 そのような場合は、 気付

いた段階でただちに年末調整の再計算や修正申告を行って納税する必要があります。　しかし、 是正せず

そのままにしておくと、税務署から 「扶養控除等の控除誤りの是正について」 という通知が送られてきたり、

電話や臨場による税務調査で是正を求められたりします。 これを一般に 「扶養是正」 と呼んでいます。　

■扶養是正にはどのようなものがあるか

①所得超過

   最も誤りが多いのが、 この所得超過です。 配偶者や扶養親族に一定の所得金額があるにもからわらず、

所得者本人がその金額を把握していなかったことによるものです。

②重複控除

   他の所得者と重複して控除を受けていたというものです。 例えば、 共働きの夫婦がどちらも同じ子供を

扶養親族として控除していたようなケースです。

③年齢相違

   特定扶養親族や老人扶養親族は、 控除を受ける年の 12 月 31 日時点の年齢がそれぞれ、 19 歳以

上 23 歳未満、 70 歳以上という条件がありますが、 そのような年齢の条件に合致しない人を控除の対

象としていたというものです。

④その他

   扶養控除の対象となる親族は、 6 親等内の血族及び 3 親等内の姻族ですが、 それ以外の親族を扶

養の対象としていた場合や、 白色事業専従者を扶養の対象としたケースなどがあります。 また、 夫と離縁

した人が寡婦控除を受けるには、 扶養親族や生計を一にする子がいることが要件 （死別の場合や寡夫の

場合は条件が違いますのでご留意ください） ですが、 その要件に当てはまらないというケースもあります。

■是正のしかた

   年末調整を行っている方は、 源泉徴収義務者である勤務先で年末調整の再計算を行ってもらい、 追加

で納付する税金を源泉徴収義務者経由で納税します。 確定申告を行っている方は、 所轄の税務署に修

正申告書の提出と納税を行います。

2019.3

確定申告の注意点
扶養控除等の是正について

徴収義務者は、 法定調書合計表や
給与支払報告書の訂正分の提出も
必要となります。
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■31 年税制改正 「消費税対策」 が重点に

   平成 31 年の税制改正では、 10 月に実施予定の消費税率 10％引上げに伴う、 駆込み需要 ・ 反動

減対策 （車両 ・ 住宅） に重点が置かれ、 単年度ベースで 1,670 憶円規模の減税措置がされると公表

されました。

   個人所得課税 （金融 ・ 証券税制以外のもの） については、 次の項目が改正されます。

■住宅ローン控除の拡充 （国税 ・ 減税）

   過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、 住宅ローン控除が

拡充されました。 31 年 10 月から 32 年末に入居する住宅 （消費税 10％適用） については、 控除期間

が現行の 10 年から 13 年に延長されます。 11 年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。

・ 1 ～ 10 年目 ： 住宅ローン年末残高 ×1％ （最大 40 万円）

・ 11～ 13 年目 ： 次のいずれか少ない金額

①住宅ローン年末残高 ×1％

②取得価額 （最大 4000 万円） ×２％÷３

■空き家の譲渡の特別控除 （国税 ・ 減税）

   適用期限が 4 年延長され、 老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、 一定の

要件を満たすものについては、 適用の対象となりました。 また、 所有者不明土地を収用した場合の

5,000 万円特別控除制度が創設されました。

ひとり親 （未婚） の非課税 （住民税 ・ 減税）

   自公で議論となっていたのが、 婚姻歴のないシングルマザー等の 「寡婦 （夫） 控除」 の取扱い。 結

論は翌年に持ち越しとなりましたが、 次の要件を満たす 「ひとり親」 の住民税が非課税とされました （未

婚男性の 「ひとり親」 にも適用されます）。

・ 児童扶養手当の支給を受けていること

・ 前年の合計所得金額が 135 万円以下

   なお、 所得税の負担が残るため、 給付金 17,500 円 （非課税） が年収 365 万円までの 10 万人弱

を対象に支給される見通しです

その他の改正 （ふるさと納税の適正化など）

   その他には、①ふるさと納税の高額返戻品禁止 （返戻割合 3 割以下の地場産品に限定）､②仮装通貨

の取得価額の計算方法の明確化 （移動平均法又は総平均法）､③申告書の源泉徴収票、 特定口座年間

取引報告書等の添付不要化 ・ 記載事項の見直し、④森林環境税 （仮） の創設､⑤公的年金等の源泉徴

収見直し等が措置されています。

2019.3

平成31年税制改正：個人所得課税編
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■個人事業者版の事業承継税制創設

   平成 30 年度税制改正では、 非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、 これに

続き 31 年度改正では、 個人事業者の事業承継税制が創設されました。

   総務省の調査では、 平成 37 年には個人事業者の 73％ （150 万人） が 70 歳以上となると報告され

､世代交代を後押しする施策が求められています。 そのため、 10 年間の時限措置として、 承継資産 （土

地 ・ 建物 ・ 機械等） に係る贈与税 ・ 相続税の 100％が納税猶予される制度が整備されます。 なお、 こ

の制度は小規模宅地等 （特定事業用宅地等） との選択適用になります。

個人事業者の事業用資産の納税猶予 ( 相続税 )

対象者 　　　　　 　認定相続人 （承継計画の認可）

適用期間　　　　　 Ｈ31.1.1 ～Ｈ40.12.31

要件 　　　　①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、 事業を継続していくこと

　　　　　　　　　　　②申告期限までに担保提供 ・ 申請書提出

対象資産　　　　　特定事業用資産 （不動産貸付事業除く）　

　　　　　　　　　　　①土地 （地積 400 ㎡まで）、②建物 （床面積 800 ㎡まで）、③一定の償却資産

　　　　　　　　　　　　　※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの

承継後 　　　　　　継続届出書を税務署に提出

■特定事業用宅地等 （小規模宅地） の見直し

   小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、 特定事業用宅地等から相続開始前 3 年以内

に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。 ただし、 その宅地の上で事業供用される償却資

産の価額が土地の価額の 15％以上であれば、 適用対象とされます （Ｈ31.4 以後の相続より適用）。

■民法の成人年齢引下げに伴う改正

   平成 34 年 4 月以後の相続 ・ 贈与より、 次の年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。

相続税 　未成年者控除の対象者の年齢

贈与税 　下記の受贈者の年齢要件

　　　　　　　　①相続時精算課税制度､②直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率､③非上場株式等に係る贈与税の納税猶予

■一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加

   「教育資金」、 「結婚 ・ 子育て資金」 の一括贈与非課税については、 受贈者の所得要件が設けられる

こととなりました。 平成 31 年 4 月以後の贈与からは、 受贈者の贈与前年の合計所得金額が 1,000 万

円を超える場合には適用できません。 また、 23 歳以上の趣味の習い事代は 「教育資金」 の範囲外とさ

れました （Ｈ31.7 以後の贈与より）。

2019.3

平成31年税制改正：資産課税編

その他、 配偶者居住権の評価、 特別寄与料
に係る課税などが明確化されています。
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■与党大綱､消費増税 「確実に実施」 と明記

   「消費税対策」 が中心に据えられた平成 31 年度の税制改正。 与党税制改正大綱では、 「消費税率

10％への引上げを平成 31 年 10 月に確実に実施する。」 と明記され、 現政権の堅い決意を表明してい

ます。

   既に 30 年 11 月に自民党税制調査会が 「消費税率引上げに伴う対策について」 の中で対策の大枠

を掲げていました。

駆け込み ・ 反動減

中小 ・ 小規模対策 

逆進性対策 　

負の所得効果対策 

■「複雑となりすぎた制度」 環境整備急務

   これが、 与党税制改正大綱の 「消費税率の引上げに伴う対応」 の 3 項目に落とし込まれました。 特

に軽減税率導入時の混乱が予想されるため、 環境整備が急がれます。

①　需要変動の平準化に向けた取組み （価格表示 ・ 転嫁対策､住宅 ・ 自動車の措置）

②　軽減税率制度の実施 （Ｑ&Ａ追加、 個別相談､レジ導入支援など）

③　医療費に係る措置 （診療報酬の補てん状況を調査 ・ 対策）

■「屋台でも免税」 臨時販売場の出店容易に

   東京オリンピック開催に備え、外国人旅行者向け消費税免税制度 （輸出物品販売所制度） が見直され、

事業者が地域の祭りやイベントに免税店を出店する際の手続きが簡素化されます （｢臨時販売場に係る届

出制度｣の創設）。 現行制度では、 屋台など短期間で免税店を出店する場合でも、 常設店同様の提出書

類 （店の見取図、 マニュアル、 免税対象品目など） が必要で、 審査に時間がかかるため、 申請を見送

るケースも多くありました。 この制度の開始は、 平成 31 年 7 月からとなります。

■急増する金密輸に対策 ： 買取側控除に制限

   ニュース等で話題の 「金密輸」 についても対策が講じられます。 国外から日本に金を持ち込む場合には、

申告を行い、 消費税を納める義務がありますが、 密輸業者は金を隠して持ち込み、 国内買取業者に消費

税を上乗せして販売。 差益を得ていました。

   これに対し、①密輸品と知りながら行った課税仕入れは仕入税

額控除を認めない、②金 ・ 白金の地金の課税仕入れについて、

本人確認書類の保存を仕入税額控除の要件に加える措置がさ

れました （H31.4 ～）。

2019.3

平成31年税制改正：消費税編

耐久消費財対策 （平成 31 年改正）

軽減税率導入

賃金引上げ ・ 幼児教育無償化

政府の計画では、 消費税免税店を２万店規模
まで増やす目標です。
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   仕入税額控除の適用を受けるために、 現行制度下では帳簿及び請求書等の保存を要件とする請求書

等保存方式が採用されています。 軽減税率制度の実施に伴い、 2019 年 10 月 1 日からは区分記載請

求書等保存方式が、 2023 年 10 月 1 日からは適格請求書等保存方式 （いわゆるインボイス制度） が

導入されます。

■区分記載請求書等保存方式

   2019 年 10 月 1 日以降の取引については、 飲食料品等に軽減税率が適用され複数税率となることか

ら、 消費税の税額計算を適正に行うためには、 税率ごとに区分経理を行う必要があります。 従来の請求

書等保存方式の内容を基本的に維持しつつ、 区分記載請求書等保存方式においては、 帳簿及び請求

書等の現行の記載事項に加え、 課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である

場合には 「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」 の記載が必要とされます。 また、 資産の譲渡等

の対価の額の合計額についても、 税率ごとに区分することが必要となります。 これら新たに加えられる記載

事項については、 請求書等の交付を受けた事業者が追記することも認められています。

■適格請求書等保存方

   適格請求書等保存方式の下では、 帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する 「適格請求書」 又

は 「適格簡易請求書」 の保存が仕入税額控除の要件となります。 適格請求書を交付できるのは適格請

求書発行事業者に限られます。 適格請求書発行事業者になるためには、 税務署長に登録申請書を提出

して登録を受ける必要があります。 なお、 課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

　保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、 帳簿については区分記載請求書等保存方式と変わりませ

んが、 「適格請求書」 及び 「適格簡易請求書」 については区分記載請求書等の記載事項に加え、 登

録番号、 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率、 消費税額等の記載が必

要となります。

　軽減税率制度実施後の一定期間は、 税率

の区分計算が困難な中小事業者を対象とす

る税額計算の特例が設けられます。 制度の

概要、 自社への影響を理解したうえで対応

準備をしておきましょう。

2019.3

消費税仕入税額控除
請求書等の記載内容が変わります

まずは、 区分記載請求書等保存方式ですね！
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   人材採用 ・ 入社後活躍のエン ・ ジャパン株式会社は、 人事担当者向けの総合サイトで、 経営者や人

事担当者に向けて 「働き方改革法案について」 のアンケート調査を行いました （回答 648 通）。 それを

基に企業が「働き方改革法案」に対してどこまで認識があるか、どう感じているかの実態が見えてきました。

１、 「働き方改革法案」 の認知度

「働き方改革法案を知っているか」 という問いには 「概要を知っている」 74％、 「内容を含め知っている」

21％と認知度は 95％に達しています。

２、 経営への支障度合い

「働き方改革法案」 が施行される事で経営に支障が出るかという問いには 「大きな障害が出る」 9％ 「や

や支障が出る」 38％とあり、 企業規模が大きくなるにつれて 「支障が出る」 と回答する割合が増加して

います。

３、 経営に支障が出そうな法案について

「経営に支障が出る」 と回答した方への 「支障が出そうな法案はどれか」 という問いに対しては 「時間

外労働 （残業） の上限規制」 66％がもっとも多く、 次に 「年次有給休暇の取得義務」 54％、 「同一労

働同一賃金の義務化」 43％と続きます。 業種別にみると広告、 出版、 マスコミ関連の 「時間外労働の

上限規制」 80％、 「年次有給休暇取得の義務化」 70％、 商社の 「時間外労働の上限規制」 74％が目

立っています。

■働き方改革の時間外労働の上限規制とは

   残業時間は月 45 時間、 年 360 時間を原則とするが年 720 時間までは延長が可能であり、 繁忙期

は単月で 100 時間未満の残業を例外的に認めるという内容です （2019 年４月施行、 中小企業は 20

年から）。 年次有給休暇取得義務は年に 5 日は有給休暇を消化させる義務が生じます（19 年４月施行）。

働き方については、 各人が家庭の事情や自身の体調、 結婚、 出産等を抱えて仕事をしているので国が

柔軟に多様化した対応策を示す事が必要と言う意見もあれば、 中小企業には厳しいかもしれないがよい

制度とする肯定的な意見もある一方で、 残業の上限規制や有給の義務化は生産性が下がり、 人員を増

やせば人件費に跳ね返りコスト削減のため無理をしかねないのではなど、 否定的な意見もあります。

2019.3

働き方改革法と企業の意識

制度導入には賛否両論があります。
負担を減らすはずが増えても困りますし････
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■外国人労働者の市場

   日本において外国人が働くには在留資格が必要ですが、 在留資格の中の留学生について法務省の入

管局より 「平成 29 年度における留学生の日本企業への就職事情」 が発表されたので見てみます。

　留学生の日本企業への就職実態としては 「留学」 等の在留資格から日本国内企業への就職を目的とし

た在留資格の変更は 22,419 人が許可されています （前年比 15.4％増）。 主な国籍、 地域は約半数が

中国で 10,326 人 （46.1％）、 次いでベトナム、 ネパール、 韓国、 台湾となっています。 アジアだけでも

全体の 95.5％を占めています。

■仕事の内容や就職先

   就職先の業種は非製造業が 81.0％、 製造業が 19％で、 非製造業では商業 （貿易） （9.5％） 及び

コンピューター関連サービス （7.7％） が上位を占めており、製造業では一般機械及び電機 （ともに 3.1％）

が上位を占めています。

   職務内容は翻訳 ・ 通訳が最も多く 23.8％、 販売 ・ 営業 (14.1％)、 海外業務 (9.5％)、 技術開発 （情

報処理） (6.3％) となっています。

   月額給与は 20 万円～ 25 万円未満が 47.3％で最も多く、 次が 20 万円未満 （34.6％）、 25 万円

～ 30 万円未満 （10.3％） の順になっています。

   就職先の企業の資本金は最も多いのが 500 万円超 1,000 万円以下の企業等で 4,282 人 (19.1％)、

また 500 万円以下の企業への就職が 4,077 人 （18.2％）、 過半数は資本金 3,000 万円以下の企業に

就職しています。

   就職先の企業等の従業員数については従業員数 50 人未満の企業等に就職した者が 8,275 人

（36.9％） と最も多く、 これも含めて 100 人未満の企業への就職数が 10,356 人と全体の約半数を占め

ています。

   就職先の所在地は、 東京都が 9,915 人 （44.2％） と多く大阪府 2,228 人 （9.9％）、 神奈川県

1,278 人 （5.7％） と続きます。

■出入国管理法改正で外国人雇用は活発化

   留学生は母国では大学卒以上の方が約 70％、 専修学校卒も 21.7％おり、 日本企業に就職する人は

5 年前の 2 倍に増えています。 新年度から新しい在留資格もできるので、 今後ますます外国人の雇用市

場は活発になる事が予想されます。

2019.3

留学生の日本企業への就職事情

日本国内で働く外国人は
128万人にのぼっています
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職業性ストレスチェックを体験する !!
   平成 31 年 4 月 12 日 ( 金 ) 午後 6 時より定例の AIF 経営研究会を開催させて頂きます。 第 66 回は NPO

法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク様のご協力で 「職業性ストレスチェック体験」 を実施しょうと思います。

企業とは、 利益を追求する社会集団であり、 利益とはその属する社員の創造力の総和であると言われます。 公務

員が民業に進出しても競争力を持たないことは国鉄 ・ 電電公社等を見れば一目瞭然です。 では社員の創造力が

向上するのにはどのような条件が必要なのでしょうか ? それは適度のリスクと働きやすい労働環境ではないでしょ

うか ? 

2019.3

第66回　AIF経営研究会のお知らせ

■参考　業種別健康リスク総合ランキング

事業場の業種

運輸

医療 ・福祉

生活 ・娯楽

製造

宿泊 ・飲食

不動産

建設

情報通信

卸売 ・小売

金融

全業種平均

教育

その他サービス

工務

インフラ

学術 ・専門

郵便等

健康リスク A
（仕事の負担 ・
コントロール）

101

105

100

101

100

101

103

99

102

104

100

100

100

98

101

99

92

健康リスク B
（上司 ・同僚との
コミュニケーション）

110

105

104

103

101

101

98

100

98

96

100

99

100

101

95

97

94

健康リスク
総合

112

111

104

103

102

101

100

100

100

100

100

99

99

99

97

96

87

金子

経営研究会 詳細

◆　日時　　   ： 平成 31 年 4 月 12 日 ( 金）

◆　受付開始 ： 17 ： 45 ・ 開始１8 時～２0 時　※時間厳守でお願いします。

◆　場所　　   ： 税理士法人ＡＩＦ　セミナー室

◆　第一部    : ストレスチェツク体験と解説　講師　精神保健福祉士　鬼頭涼子様　

　　　　　　         1. 調査表の記入　2. 自己採点と結果解説

　  第二部    : 名刺交換 ・ 交流会

◆　参加費 　 ： 1 名様につき 3,000 円 ( 税込 )

第 66回 　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書

■労働研究所によれば、 ストレス要因に

おいて特に要注意の業種は、以下でした。

▼仕事の負担

「建設」 「卸売 ・小売 ・飲食」 「金融」

▼仕事のコントロール

「医療 ・福祉」 「運輸」 「公務」

▼上司とのコミュニケーション

「生活 ・娯楽」 「運輸」 「医療 ・福祉」

▼同僚とのコミュニケーション

「運輸」「製造」「情報通信」「医療・福祉」
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