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納期の特例の適用を受けている場合の源
泉徴収税額の納付

　所得税の源泉徴収税額の納付について、

納期の特例の承認を受けている事業所（従

業員数が常時１０人未満）では、１月～６

月に支払った給与、退職金などから徴収し

た源泉徴収税額を７月１１日までに納付し

ます。

2019(令和元)年度個人住民税の特別徴
収事務の確認

　今年の特別徴収個人住民税の第１回目(６

月分)の納付期限は、７月１０日です。

　住民税の特別徴収事務では、特に徴収制

度の途中で退職する人に留意しましょう。

退職があった場合は、「給与支払報告・特

別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作

成し、早めに市区町村に提出します。

　作業員が退職した場合、残期間分の住民

税は、特別徴収から普通徴収(市区町村から

送付される納付書により退職者本人が納税)

に切り替わるのが原則です。

　しかし、例えば１月１日から４月３０日

までに退職した場合、未徴収税額を給与や

退職金から一括徴収することになります。

退職の時期により取扱いが変わるので注意

しましょう。

健保・厚年の算定基礎届の提出

　算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険

の被保険者の標準報酬を実態に即したもの

にするために毎年１回行なう届出で、被保

険者の保険料額算定の基礎になる標準報酬

月額を見直すために、欠かせない重要な事

務です。具体的には、「被保険者報酬月額

算定基礎届」に４月、５月、６月の３ヶ月

間に支払った総報酬額を各被保険者別に記

入し、所轄の年金事務所に提出します。

　この算定基礎届は、７月１日～１０日ま

でに事業主が届け出ることになっていま

す。年金事務所では、算定基礎届に基づい

て各被保険者の９月分からの標準報酬月額

を決定し、決定通知書を事業主あてに送付

してきます。こうして、原則としてその年

の９月から翌年８月までの健康保険・厚生

年金保険の保険料が確定することになりま

す。

　
労働保険年度更新の届出手続き

  労働保険の保険料は、毎年４月１日から

翌年３月３１日までの１年間(これを「保険

年度」という)を単位として計算されること

になっています。この保険年度ごとに概算

の保険料を納付しておき、保険年度末に賃

金総額が確定したところで確定保険料を算

出して精算することになっています。年度

更新とは、前年度の確定した保険料と今年

度の概算の保険料を申告・納付する手続き

をいいます。具体的には、各都道府県労働

局等から会社に送られてくる「概算・確定

保険料申告書」に保険料率や前年度に申告

済みの概算保険料の金額などが印字されて

いるので、前年度の賃金総額により確定保

険料を算出し、申告書を作成して７月１０

日までに、所轄の労働基準監督署に届け出

ます。  

  また、建設事業など二元適用事業の雇用

保険に関する申告書は、別に所轄の公共職

業安定所(ハローワーク)に届け出なければ

なりません。

お中元について

　一般的に両親や義父母、上司や会社関

係、恩師、仲人などに贈るものとされてき

ました。

　企業でも、大切なお客様との良好な関係

を保つためのツールの一つとして使う場合

があります。

　個人の場合と、企業の場合でば贈る品物

も違います。

　個人の場合は、もらいたい商品として

「商品券」「ビール」「コーヒー」など実

用的なものが毎年上位に入っています。

　企業の場合は、そこで働く人達で分けら

れるようなものが良いかもしれません。

　特に企業の場合は、「毎年同じものを贈

る」ほうが「○○会社さんからは毎年○○

をいただける」と、期待してもらえます。

　いずれの場合も、相手の好みを十分にリ

サーチしておくことが必須です。

★ワンポイントアドバイス★

　お中元を贈るにあたって相手の家族構成

や年齢、嗜好などを考え、ライフスタイル

に合ったものを選んでみてはいかがでしょ

うか。

Work manual

Work schedule 7.1-7.31

●5月決算法人の確定

申告と納税、11月決算

法人の中間(予定)申告

と納税

・健保・厚年の算定基礎届提出（年金事務所で提出日を定めているので

  通知書の確認が必要）提出の対象は原則として7月1日現在の被保険

  者全員で、原則4月～6月の3ヶ月間の報酬を記載して届け出る。

・固定資産税第2期分納付。納期は原則として4月、7月、12月、2月の月末までであるが

 各市町村により納期が異なるので、納税通知書や納付書で確認が必要。

・7月～8月に夏季休暇を実施するところでは、①得意先へのスケジュールの通知と確認を

 忘れずに行う②休暇中の従業員の行動予定や連絡先等を確認し、緊急連絡の備えをしておく。

●源泉徴収税額、特別徴収税額（6月分）の納付期限源泉徴収税額、特別徴収税額（6月分）の納付期限
●納期の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額（1月～6月分）の納付期限納期の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額（1月～6月分）の納付期限
●労働保険の年度更新手続きの締切日労働保険の年度更新手続きの締切日
●社会保険の算定基礎届の提出期限●社会保険の算定基礎届の提出期限

●源泉徴収税額、特別徴収税額（6月分）の納付期限
●納期の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額（1月～6月分）の納付期限
●労働保険の年度更新手続きの締切日
●社会保険の算定基礎届の提出期限

15 海の日

会計事務所職員スキルアップセミナー　税務調査・決算対策

税務調査入門 助成金申請実践セミナー

吉田先生セミナー
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　現在、 国民の税金 ・社会保険料等の負担率が 45% と戦国時代小田原北条氏の四公六民を超えて、 10

月の消費税 10%増税により 50% になろうとしています。 かつて金利は企業の借入負担、 支払利息の減

少につながっていますが、 年寄りの年金と金利生活者にしわ寄せがきています。 バブルの頃 1億円の預金

に 9% の金利では 900 万円、 現在は 0.05% なのでわずか 5万円。 単純に 895 万円も増税になっている

計算になります。 金融庁の 2000 万円問題は、 私たちに投資と節税の知恵を付けよということなので、 今

回の経営研究会は専門家の方々から投資と節税の体験、 知識を聞く会合にしたいと思います。

参加者の皆様でも、 税理士法人AIF 経営研究会メンバーなら情報を提供してもいいと思われる方は積極

的に発言していただければと思います。

2019.7

第68回ＡＩＦ経営研究会のご案内
投資と節税の知恵を付けよう!!

経営研究会 詳細

◆　日時　　   ： 令和元年 9 月 6 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    : 勉強会　投資と節税の知恵をつけよう

　　　　　　　　　　　　講師 ： 各分野の専門家

　　　第二部　　： 情報及び懇親会

◆　参加費 　 ： 1 名様につき 3,000 円 ( 税込 )　※初回参加者無料

金子

第 68回　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書
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疑問 1　相続対策を考えた方がいいのか

　　相続トラブルはお金持ちの話と思われていますが、 実際は家庭裁判所で調停が成立したトラブルのうち

1000 万円以下が 32%　ほぼ相続税が課税されない5000 万円以下まで含めると 75% に達します。

たとえば親の遺産の大半が持家、 現預金が少ない場合等は家の処分を巡って子供たちが揉めがち。 財産

が少ない場合は相続対策が今すぐ必要です。 子供の１人が親と同居、 老後の親を面倒を見ている場合は、

相続時生前贈与を適用して無税で生前贈与しておけばトラブルは防げます。 遺言よりはるかに強力かつ簡

単です。

　　相続税対策の第一歩は、 まずは財産調べです。 3000 万円 +法定相続人×600 万円の非課税枠で収

まるか検討します。 相続税対策は専門家に相談しましょう。 不動産投資を始める人がいますが、 素人は危

険です。 近年のスルガ銀行事件で報道されていることが全国各地で起こっています。 富山 ・金沢 ・長野 ・

甲府・小樽・滋賀等で相続対策・投資物件の空室破綻が高まっています。相続対策の前に財産を失くします。

疑問 2　生前贈与はいつから始めるか

　　相続税が課税される恐れの人はなるべく早くすることです。 110 万円の暦年贈与は細く長く続けましょう。

110 万円を子 ・孫に生前贈与すると毎年 110 万円 ×20 年　≒5000 万円かかる贈与税も 1 億３千万円≒

0円になります。 贈与すると生活が放漫になる等、 心配であれば自分を被保険者にして受取人を子や孫に、

保険料を親が払うことも一考です。 贈与税が 0円で死ぬまでお金が子や孫に使えません。 結果、 相続税

対策や贈与税対策になり、 子や孫の自立にも寄与できます。

疑問 3　生命保険は相続税対策になるのか

　　500 万円 ×法定相続人の範囲では相続税が課税されません。 メリットは生命保険は相続財産ではない

ので、 万が一借金が多く、 相続を放棄しても借金を引き受けず保険金だけをもらうことも可能です。 遺産

分割の対象でもありませんから、 遺族間で揉めても関係ありません。 最も大事な事は保険金請求が３年時効

ですので請求を忘れないことです。 加入したら子らに伝えておくか、 金庫等に保険証券等を保管しておくこと

です。

疑問 4　故人のタンス預金は申告しないとバレますか

　　税務署を甘くみないことです。 国税局は国民の資産をほぼ完全に捕捉しています。 不動産取引から給与・

配当、 個人と法人のやりとり等、 申告漏れや脱税、 滞納等に威力を発揮しています。 相続の際の 「相続

税がかかる財産の明細書」 を税務署は精査して、 税逃れの有無をチェックします。 故人の財産はこれぐら

いあるはずと推測しているので、 申告がなければ一発で摘発します。 実際相続税の申告忘れていませんか

と問い合わせが来た場合、 当事務所に相続税の試算を依頼ください。 タンス預金についてもおろした金額に

見合う購入物がないとして資産隠しが発見されるというケースが多々あります。 100 万円以上のお金の使

途については、 通帳に鉛筆でメモをして頂くことが税務署と揉めないコツです。

2019.7

相続税の疑問と正解
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疑問 5　自宅を相続するのは妻と子供のどちらが得か

　　夫婦間の相続は 1億 6 千万円まで無税です。 ただし二次相続を考慮すると子供が相続した方が結果と

して相続税が有利なケースがあります。

子には妻のような特例がない上、 相続人が 1人減るので基礎控除が減り、 相続税が大幅に増加する可能

性があります。 特に妻が高齢の場合二次相続が早まりやすいです。 新たに配偶者の居住権制度が設けられ

ましたが、 妻が 1人で自宅に暮らし、 いずれ売却を考えられる場合は妻が所有権を持ち 「空き家特例

3000 万円控除」 を活用することです。 是非、 当事務所にご相談ください。 二次相続のシュミレーションを

させて頂きます。

疑問 6　住民票の移動だけで、 実家の小規模宅地評価減が使えますか

　　同居する親が亡くなった場合の土地評価額を 8割減額する制度で大きな減税効果があります。 この特例

で相続税が 1000 万円以上も変わるケースもあります。 この特例は親が老人ホームに入居していても二世

帯住宅でも適用可能です。 実際に同居しなくとも住民票を移動させる手口は実態がないので特例は使えま

せん。 同居の実態については税務署は徹底的に調べます。 近隣住民への聞き込み、 子どもの通学、 電気・

水道のメーター等、 絶対にバレますが上手に使うことです。 たとえば同居期間の定めはありませんので、 病

状を見極め、 家族一同で本当に実家に引っ越すことです。 ただし 10 ヶ月の申告時期まで住み続ける必要

があります。 メリットの大きい特例ですので、 是非、 当事務所にご相談ください。

疑問 7　故人の預金口座から現金を引き出せますか

　　7 月からの新ルールで、 「預貯金の仮払い制度」 が創設され、 一定金額を引き出せるようになります。

これまでの相続手続きのネックの一つは、 故人名義の預金口座が凍結され現金化が不可能なことです。 預

金を引き出すには相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書が必要でしたので、 葬儀費用や妻の生活

費まで引き出すことはできませんでした。 そこで本年 7月からは相続人 1人の請求で法定相続分 1/3 で

1金融機関 150 万円まで預金が引き出せることとなりました。 請求には相続人であることを証明する戸籍謄

本等が必要ですが、 これはあくまでも仮払いであり、 これまでと同様相続税申告に記載する必要は変わりま

せん。

使った葬儀費用等の領収書等は保管してください。 遺産分割協議書にも必要です。

疑問 8　相続税の申告で注意することは

　　相続税の申告で問題になるのはタンス預金や名義預金の有無についてです。 タンス預金は前述しました

が、 名義預金は奥さんや子や孫に実態として渡していないのに相続税の申告から除外することです。 預金

通帳 ・印鑑等の所在が問題となります。 生活費等は奥さんの実際の口座に入金されていれば税務当局と

揉めず済みます。

2019.7

相続税の疑問と正解
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税の流れは、 法人税減税、 所得税増税、 贈与税減税、 相続税増税
日本が増税し続けていることをご存知でしょうか？

過去 20 年の国民負担率 ※ （対国民所得比）　　　　　　　

平成 30 年の国民負担率 （対国民所得比）

●年収が増えていっても 手取り金は増えないのです！ !
　　　さらに今年１０月から消費税が 10% に増税されます。 税に賢くなれ !!

〇人間の一生と税金

　　日本の税制は個人単位課税制度です。 人の一生涯を税でみると、 まず法人には法人税、 法人から個人

へは給与 ・報酬と配当、 給与と配当には所得税、 個人から親族へは贈与税、 最後は相続税で精算させる

と国が考えています。 少々節税したとしても最後は相続税でがっちり徴収すればいいと考えています。 です

から相続税の税務調査の比率は 25% と高く、 税の捕捉率も高いのです。 預金 ・有価証券 ・不動産はす

べて国が捕捉しています。 マイナンバーによって一段と捕捉率は上がります。 金や現金で隠そうとする人も

預金の出し入れでチェックします。 貸金庫も預金の貸金庫使用料で捕捉できます。 法人で財産を残し、 コ

ツコツ 110 万円控除を使ったり、 事業承継税制や保険や不動産を使っての株価評価を下げて節税する手

法が現在のトレンドと言えます。

　　そうした中でまだまだ有効であり、 すでに実行されている節税策を報告したいと思います。

2019.7

大増税＆マイナンバ－時代に節税できること
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●各段階での節税対策

〇所得税

①小規模企業共済

　　貯蓄 2000 万円時代に備える　小規模共済は元金保証 ・年利 30％の定期積立

小規模 ( 建設 ・運輸等は社員 20人以下。 小売 ・飲食等は５人以下 ) の社長や役員が、 廃業や退職時

の生活資金などに積み立てる国が運営している制度です。 掛金が全額所得控除できます。 最高月 7万円

まで掛けることができ、 年 84万円として、 所得税率が 30% の納税者にとって 26万円も所得税が安くなり

ます。 また、 年齢 65歳に達すると退職所得となり、 税の優遇措置が受けられます。 ４５歳の経営者が月７

万円小規模共済に掛けると、 年 26 万円 ×20 年≒520 万円の減税と８４万円 ×20 年≒1680 万円の退職

金が受けられ、 退職所得は (1680 万円－80 0万円の退職所得控除 )×1/2× 分離課税税率≒88万円の

税金となり、 88 万円 /1680 万円＝5.2% の低税額となります。

　　掛けて減税、 受取時も減税のこの制度をまず活用することをお勧めします。 デメリットはないかとよく聞か

れますが、 唯一のデメリットは、 途中解約では掛金元本が減額されることです。 廃業や破産を除き 20年

以上の継続加入が必要です。 65 歳受取として 45歳までの経営者、 役員は絶対に検討する節税方法と言

えます。 金額は 5千円まで減額可能ですので、 解約よりも減額で対応できます。

詳細は当事務所担当者にお尋ねください。

URL:http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html

②ふるさと納税

　　ふるさと納税が 3000 億円を超える人気となっているのは圧倒的な税優遇

措置です。 年収 700 万円の共稼ぎ所帯であれば、 寄附金控除枠が 10万

8000 円もあるため、 2000 円で 3割の返礼品として 32.400 円の品物が

貰える仕組みだからです。 泉佐野市のような効率の返礼品は 6月 1日より

認めないとなりましたが、 まだまだお米のように長期保存が効くもの等はねら

い目ではないでしょうか ?　限度額の目安はふるさと納税サイトでシュミレー

ションして、 その 8割程度をふるさと納税されることをお勧めします。

2019.7
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〇法人税

①役員報酬の減額 ・ 分散　　社会保険料 ・ 所得税 ・ 住民税の削減　

　　日本の法人の 90% は個人事業の法人化、 同族経営と言われています。 社長１人に高額の報酬を支払

うと所得税や保険料は所得に応じた累進税率ですので負担は増額します。 家族に仕事を分担してもらい、

報酬を支払い、 社長の報酬を減額すれば、 大きな節税効果が得られます。 ただし、 役員就任、 金額等一

定の条件がありますので、 事前にご相談ください。

②社長の支出の内容を調べ、 法人で経費にできるものを探すことが大きな節税

1. 個人契約の生命保険を法人契約に切り替える

　　万一の場合の家族と会社を守ってくれる生命保険。 個人で生命保険を契約すれば、 所得税を支払った

手取り収入から現金が出ていきます。 生命保険料控除は年々減少し、 今では最高４万円しか控除できませ

ん。 法人が契約者で社長が被保険者、 受取人が社長で、 加入期間を最大限にしておけば、 上限なしで

掛金は法人の経費となり、 死亡すれば遺族が受け取れ、 解約返戻率が一番高い時期を退職時期に合わせ

れば退職金の原資となります。 個人で保険料を支払わない。 会社で保険料を支払うことが節税の基本です。

2. 家賃を会社で支払う ・ ・ 社宅制度の活用

　　生活の支出で一番大きい出費は住宅費です。 会社で自宅を購入するか賃貸にすることによって大きな節

税効果があります。 社宅は社員用のものはもちろん、 役員用のものであっても経費として認められます。 そこ

で、 役員の自宅を役員個人で購入するのではなく、 会社で住宅を購入して、 それを社宅として役員に貸付

することによって、 所得税と法人税の節税となります。

　　個人で住宅を買った場合、 税務上、 住宅ローン控除があるだけでです。 これに対して、 会社で住宅を購

入した場合、 借入金の利子、 登記のための費用、 固定資産税、 減価償却費、 修繕費等がすべて経費と

なります。 もちろん一定額以上の家賃を徴収する必要がありますが、 その金額は大きくはありません。 また、

役員が会社で借りたマンション等を借りる場合も節税できます。

〇役員社宅の場合

１． 「小規模住宅」 …床面積木造 132 ㎡以下 （それ以外の場合は 99 ㎡以下）

下記の (１) から (３) の合計額が基準となる 1 ヵ月当たりの家賃になります。

（１） ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 )×0.2％

（２） 12 円 × （その建物の総床面積／ 3.3 平方メートル）

（３） （その年度の敷地の固定資産税の課税標準額） ×0.22％

２． 役員に貸す社宅が小規模な住宅でない場合　132 ㎡超 240 ㎡以内　( 豪華社宅を除く )

  下記の (１) と (２) の合計額の 12 分の１が基準となる 1 ヵ月当たりの家賃になります。

（１） （その年度の建物の固定資産税の課税標準額） ×12％

       ※ただし、 建物の耐用年数が 30 年を超える場合には 10％を掛けます。

（２） （その年度の敷地の固定資産税の課税標準額） ×6％

　　会社などが所有している社宅や寮などを貸す場合に限らず、 会社が借りて貸す場合でも、 前に説明した

3 つを合計した金額が家賃の基準となります。
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3. 投資は会社が原則

　　バブルで自己破産した人の特徴は、 個人で不動産・株・ゴルフ会員権投資をしていた人が多いことです。

所得税であれば損失は経費にならず、 できてもせいぜい３年しか繰延できません。 返済に必要な資金を得

るためには高額な報酬を必要とするため、 所得税や社会保険料が莫大な金額になり、 返済不能で自己破

産された方が多いのです。

　　法人で購入していれば、 10 年の繰越欠損金が使用でき、 10 年間の本業の利益と相殺できます。

もとより、 本業と無関係なハイリスク ・ ハイリタ－ンの投資は厳禁ですが、 社員の社宅用の不動産や店舗不

動産の購入や定期預金の一部を同業者の株式運用に回すことが考えられます。

　　なお、 年間 120 万円、 最高 600 万円のNISA であれば、 個人の所得税が売買益 ・配当も非課税で

すので、 その範囲であればお勧めです。 年間 40 万までの積立NISA は若い社員さんにとっても老後資金

の確保から検討したいものです。

4. セーフティーネット共済

　　全額経費。 前払制度で決算直前加入で 240 万円の損金可能。

　　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。

〇贈与税

　　日本では 65歳以上の貯蓄は 1000 兆円と 2/3 を占め、 お金がかかる若年層にお金がないという時代

を迎えています。 政府は、 若い人にお金を廻すように贈与税を減税しています。

①教育資金 1500 万円贈与の非課税

　　平成 31年４月１日以降合計所得金額が 1000 万円超の人には適用できません。

②子育て資金　1000 万円贈与の非課税

　①②とも申告要件等があるため事前にご相談ください。

③住宅資金の贈与

　　20 歳以上の子や孫が直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合 110 万円 +700 万円～ 1200 万円

を上乗せした額が非課税となる制度。 消費税 10%増税直後はさらに上乗せあり。

④暦年贈与　110 万円の非課税

よく知られている贈与の仕組みですが、 贈与契約書や連年贈与を避けるために事前にご相談ください。

⑤110 万円で保険を活用する

子供にお金を贈与すると自立しなくなる、 生活が放漫になることを心配され、 結果贈与を躊躇されている方

も多いかと思います。 そこで、 年 110 万円の保険料を子供や孫に贈与し、 満期になれば子供に満期保険

金が渡せる保険の活用が盛んです。

〇相続税

①生命保険　法定相続人 1人 500 万円非課税活用

　相続税対策の最初は生命保険非課税枠の活用です。 法定相続人１人につき 500 万円までは相続税は非

課税です。 奥さんとお子様 2人であれば５００万 ×３人、 1500 万円までは相続税は非課税となります。 一

時払い終身保険で受知人を法定相続人にしておけば、 定期預金にしているお金を生命保険に移すだけで

非課税となります。 90 歳まで加入でき、 お金が必要となればいつでも解約や借入できます。 注意点は絶

対に潰れない保険会社にお金を預けることです。 税理士法人AIF では日本で圧倒的に一番大きな日本生

命をお勧めしています。 バブル破たん後、協栄生命、第百生命、日産生命等が倒産して老後資金がなくなっ

た事例をみてきましたので、 保険会社は慎重に選びたいものです。　
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退職者の埋め合わせの時間やコストも増大　

　　近年、 転職者が年間 300 万人を超え増加傾向が続いています。 一方で少子化が進み企業は恒常的な

採用難、 人手不足という現状があります。 2019 年 2月の転職市場は求人数が 4か月ぶりに最高値を更

新しました。 新卒者も転職者も非正規社員も採用できない人手不足倒産も出ています。 そこで、 採用が困

難なら今いる社員に長く働き続けてもらうことを考えてみましょう。

優秀、 貴重な若手に辞めてほしくないが

　　苦労して採用して仕事を覚えて有能な人材に育った人に退職されるほど 「痛い」 ことはありません。 有能

な社員が企業に長くとどまり能力を発揮すること、 定着をどのようにするのかを考える必要があります。 ある

調査では期待していた社員に辞められたことがある管理職は 8割に上ると言っています。 慰留できなかった

ケースも 7割以上です。 退職理由が現在の組織に対する不満が主な原因の場合、 会社側は職場の状況

にも気を配る必要があります。 退職者はなかなか本音を話してくれません。 悪い感情が残留者に伝染しない

ようにしなくてはなりません。 会社に対する良くない噂が最近は SNS等で流布されるケースもあり、 それが

採用難の原因にならないとも限りません。 新しい職場を探している人にとって 「社員が長く勤めている」 こと

は安心材料になります。 苦労して採用した若手社員、 組織の中核として活躍する中堅社員、 長年の経験

を持つベテラン社員、 そのような社員を定着させ、 長く活躍してもらうことは人手不足の今、 企業にとって

重要課題です。

同業他社より社員定着率向上を目指す

　　人材定着率は業種により違いますので同業種内での差を考える必要があります。 引きとめたい社員とは業

績のよい社員ばかりでなく、 コミュニケーション力やモチベーションの高い人材と言うことができます。

　20 代転職者の調査では退職理由は労働時間や働く環境、 経営者、 上司、 同僚との人間関係、 会社の

成長が見込めない、 の順になっています。 「他にやりたいことがある」 の言葉の裏側にこれらが複合的に含ま

れていると言えます。 長く働き続けるには、 労働条件等の 「働きやすさ」 と仕事の内容的側面としての 「働

きがい」 の向上で、 仕事を通じた成長感や達成感も重要と言えるでしょう。
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その一言が思わぬ出費につながるかも

アルバイトの解雇予告手当は

　　アルバイトやパートの方に 「もう明日から来なくていい」 なんて言ってしまったことはありませんか？　その一

言が思わぬ結果を招くことがあります。 このような場合は解雇理由の合理性で無効の判断が出る場合があり

ますが、 その前に今回は解雇予告手当についてみていきます。

解雇予告手当の計算方法

　　従業員を解雇しなければならないときは、 まず、 客観的 ・ 合理的理由が必要です。 その上で、 （１） 少

なくとも 30 日前に解雇の予告をする。 （２） 解雇の予告を行わない場合は、 解雇と同時に 30 日分以上の

平均賃金 （解雇予告手当） を支払う。

いずれかの手続を行わなければなりません。

（A） (B) を比較していずれか高いほうが選択されます。

　　ここで注意しなければならないのは、 30 日分以上の平均賃金＝1 か月分以上の平均賃金ではないという

ことです。

　　例えば週 2 日、 日給 1 万円のアルバイトの方であれば 1 か月当たり約 8 万円の賃金を支払うでしょう。

しかし、 即時に解雇してしまうと平均賃金の （A） (B) どちらか高いほうの (B) が選ばれ、 その 30 日分、

つまり約 18 万円の解雇予告手当を支払わなければなりません。 これは 1 か月分の賃金の 2 倍以上になり

ます。

コミュニケーションを大切に

　　昨今は働いている方の労働意識も高くなっておりインターネットで労基法

を知っていたり、 なにより人手不足で新しい採用が難しい時代でもあります。

むやみに解雇などを行うと大きなトラブルに発展し会社への印象悪化につ

ながりかねません。 これからはどのような企業でも働いている人とのコミュ

ニケーションを大事にし育成していくことにより、 会社の存続 や発展につな

げることが重要な時代といえるでしょう。
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アルバイトの解雇予告

解雇予告の 30日分は
1か月分の賃金という意味では
ありません。

平均賃金の計算方法は･･･

過去 3か月間の賃金の合計

過去 3か月間の暦日数

×0.6

（Ａ）

（Ｂ）
過去 3か月間の賃金の合計

過去 3か月間の労働日数


	1AIF事務所便り(表)1907.pdf
	1AIF事務所便り(裏)1907.pdf
	2AIF事務所便り(表)1907.pdf
	2AIF事務所便り(裏)1907.pdf
	3AIF事務所便り(表)1907.pdf
	3AIF事務所便り(裏)1907.pdf
	4AIF事務所便り(表)1907.pdf
	4AIF事務所便り(裏)1907.pdf
	5AIF事務所便り(表)1907.pdf
	5AIF事務所便り(裏)1907.pdf



