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最近、監督署からいわゆる残業手当について指導・勧告を受けたという話を
耳にしています。改めて、残業手当＝時間外労働・休日労働に対する割増賃金に
関して勘違いの多い点をまとめてみました。
割増賃金の計算基礎

労働者に、時間外労働させた場合は×1.25、休日労働をさせた場合
は×1.35 などの割増賃金を支払わなければなりません。では、何に対して×1.25 あるいは×1.35
なのでしょうか？
＜時間外労働の割増賃金 時間単価の計算式＞
例 基本給
１6０，０００円
技術手当
１０，０００円
家族手当
５，０００円
通勤手当
３，０００円
合計
１７８，０００円
※1 日 8 時間労働、年間休日 110 日

割増賃金の計算基礎賃金（賃金総額－法定除外手当）
１か月平均所定労働時間（年間平均）
※上記に時間外労働の時間数をかけて支払う

＜例のケース＞
170,000 円（178,000 円－8,000 円）
170 時間（365 日－110 日×8 時間÷12 ヶ月）

家族手当や通勤手当は法定除外手当。
他にも別居手当、子女教育手当、住宅手当、見舞金や賞与など臨時に支払われた賃金も除外されま
す。誤って時間単価を高く（あるいは低く）計算している場合あり。確かめてみましょう！
割増賃金は必要？不要？

×？

所定労働時間が一日 7 時間 30 分の場合 割増賃金が必要なのは 8 時間を超えた時間分だけ。
例えば、30 分だけ残業したのなら、8 時間までの 30 分は×1.25 ではなく×1。もし、時間単
価が 1,000 円なら 1,000 円×1×0.5 時間＝500 円を支払えば OK です。
1 時間遅刻して、1 時間残業した場合
実労働時間が 8 時間を超えていなければ、1 時間の残業に割増賃金は不要です。当然ですが、
この場合の遅刻と残業は同じ日でなくてはなりません。昨日遅刻したから、今日の残業と相殺…は
ダメ。労働基準法は実労働時間主義なのです。
振替休日を与えた場合
振替休日は、働く日と休みの日が入れ替わるだけなので「休日労働」とはならず、休日労働の割
増賃金は発生しません。特に注意すべき点として、前日までに振り替えて休む日を特定し労働者に
伝えておくこと。忙しいから取りあえず休日出勤させて、いつか代わりの休みを取って…というケ
ースでは代休となり、割増賃金の支払いが必要です。
土曜日に休日出勤、日曜日は休んだ場合
「法定休日は日曜日」と定めておけば、土曜日の休日出勤は法定外休日となり、×1.35 ではな
く、×1.25 を支払えば足ります。
※あくまで一般論を掲載しました。実際には様々な条件がありますのでお問い合わせください！

最新情報

雇用調整助成金の支給要件の変更

平成２５年６月以降、雇用調整助成金の支給要件が一部変更されます。
１．雇用指標の確認が追加されます
利用開始日を平成２５年６月１日以降に設定する場合から、
最近３か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値について、
中小企業の場合、前年同期と比べ
10％を超えてかつ 4 人以上増加していないこと
※初回の計画届と一緒に、
雇用指標を確認する書類の提出が必要。 一部拡大図
初回の判定基礎期間の直近３
か月分と前年の同時期の雇用保
険者数を記載します。

２．残業相殺の実施
平成２５年６月１日以降の判定基礎期間から休業等を行った判定基礎期間内に、時間外労働をし
ていた場合は、助成額から時間外労働時間相当分が差し引かれます。
例
○

所定労働時間が８時間の場合

・判定基礎期間の休業等延べ日数が２０日
・同期間の時間外労働時間数が合計３２時間
２０日－４日（３２時間÷８時間）
一部拡大図
＝１６日分支給
時間外労働状況に関する書類
の提出が必要。
賃金台帳も所定外、法定外の
労働時間数と金額記載されてい
るものが求められます。

３．短時間休業実施の際の留意点
特定の労働者のみに短時間休業をさせる場合について、以下は助成対象外となります。
①始業時刻から、または就業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
＜例＞就業時間 8：30～17：30 の事業所
中抜けのような
場合は対象外
13：00～14：00 の短時間休業とする場合は対象外
②短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
③出張中の労働者に短時間休業をさせる場合

新たに作成する書類が増え、手続きが煩雑になります。
申請の際はご注意ください。

トピックス

被扶養者資格の再確認の実施について

協会けんぽでは、５月末から７月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しており、今年度も
５月末から順次、被扶養者のリストが事業主宛てに送られます。

●再確認の対象者
「１８歳未満の被扶養者」と「４月１日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者」を除く人。
再確認者がいない場合、
リストは送付されません。

●リストが送られてきたら・・・
（１）リストの被扶養者が現在も被扶養者条件を満たしているか確認。被扶養者状況リストに必
要事項を記入し、事業主印を押印。1 枚目「正」を提出。
（２）削除となる被扶養者がいる場合、同封されている「被扶養者調書兼異動届」を記入し、該
当者の保険証を回収し、添付して提出。

●提出期限

平成２５年７月末

似たような数字でややこしいですが、

・社会保険…130 万円
・税 法 上…103 万円

●よくある間違い
・生計維持関係のない両親等を被扶養者に含めている
・社会保険と税法上の被扶養者要件の違いがわからずに誤った申告をしてしまっている
・共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを被扶養者として申告していたりする 等
要件を満たさない者を被扶養者として申告していると、結果として本来保険給付を受けるべき
でない人が保険給付を受けてしまい、被保険者の保険料負担増の一因となってしまうことがあり
ます。

●平成 24 年度の実施結果
・再確認により扶養から外れた人数 … 約９万人
・効果額（高齢者医療制度への納付・支援金負担の削減）… 約３５億円
＊扶養から外れた主な理由…「就職」が多数で、
「収入超過」も見受けられた。

トピックス

今年度の新入社員の特徴は「○○型」？

毎年恒例となっている「職業のあり方研究会」（公益財団法人日本生産性本部）による、新入社
員の特徴をつかんだネーミングが発表されました。

◆今年の新入社員は『ロボット掃除機型』
＜由来＞
一見どれも均一的で区別がつきにくいが、部屋の隅々まで効率的に動き回り
家事など時間の短縮に役立つ（就職活動期間が２カ月短縮された中で、効率よ
く会社訪問をすることが求められた）。
しかし、段差（プレッシャー）に弱く、たまに行方不明になったり、
当事務所の本物のお掃除
裏返しになってもがき続けたりすることもある。能力を発揮させるには
ロボット。時々、椅子の
足の間に挟まって動けな
環境整備（職場のフォローや丁寧な育成）が必要。
くなっています…。

「気になる」を勝手に情報発信コーナー
小千谷イベント

極楽パンチ 2013

！！

極楽寺

「エコ」をテーマとした、エコマーケットとキャンドルナイトの
イベント。2006 年中越大震災復興イベントとして開催され、今回
で８回目。イベントで使用されるキャンドルはお寺で燃え残った蝋
燭を綺麗にして再利用しているそうで、バルーンアートとのコラボ
によりお寺の本堂が幻想的な空間になります。そして注目はエコマ
ーケット。地元の素材を使ったフードコーナー、手作りの洋服や雑
貨・アクセサリー、そして「ものづくり」の体験コーナーなど、い
ろんな楽しいブースが出店予定となっています。昨年は 60 店舗も
ブースが出店されていました。
■日程： 6 月 9 日（日）（雨天決行）
エコマーケット
１0：00～17：00
（写真掲載許可済。
）
キャンドル×バルーンナイトライブ 18：30～21：00
【ライブ出演】 おお雨（おおはた雄一＋坂本美雨） U-zhaan 諸行無常ズ
（チケット：前売 3,000 円 当日 3,500 円）
■会場：極楽寺 新潟県小千谷市平成 2−5−7
※近くに小千谷小学校駐車場あり
■主催：極楽パンチ実行委員会パンチーズ
ＴＥＬ：0258-82-7622
親しくしていた人物で日田重太郎
フレンチレストラン
ビストロさくら

小千谷市桜町 2184－4

新潟県立近代美術館
たまにはちょっぴりご褒美ディナー…そんなときにおすすめのお店です。
前菜のサラダの盛り合わせ（写真下）を取り分けようとしたら、なんと
これで１人前。色んなモノが少しずつ食べたい女性には嬉しい一皿。
農園ビギン（小千谷）、やまもと健康農園（越路）、窪田梨果園（亀田）、
胎内モッツァレラ等県内産のこだわり食を多く使い、盛り付けも華やかで
気分が上がります。
夜のコースは 3,500 円～。ちなみに 3,500 円のコースでも料理は大満足！
ただし、私の場合はワインを飲み過ぎて予算オーバーでした。
予約：0258-82-0706 月曜定休

小千谷散策

白山運動公園周辺

GW に白山運動公園のシャンツェ（スキージャンプ施設）
まで行ってみました。足がすくむような高さで、ジャンプ
競技をする人の気持ちは理解不可能でしたが、
遠くまで田んぼが続くのどかな景色にうっとり。
うぐいすの鳴き声を聞きながら桐沢峠を回り、
山桜、こぶし、群生カタクリを楽しみながら
新緑の山道を降りてきました。

「気になる」を勝手に情報発信コーナー
書籍

海賊と呼ばれた男

！！

百田尚樹

本屋大賞ですっかり有名なった本です。私はずいぶん前に紹介
してもらい購入していましたが、本腰を入れて読んだのは最近。
何しろ 700 ページに及ぶ上下巻。戦後から始まる上巻の第 1 章は、
晩年の主人公・国岡鐡造に感情移入できず読み進められず…。
しかし、第 2 章の青春時代から一気に惹きこまれました。
そもそも創業できたのは、日田重太郎という男が国岡の将来性を信じ、別宅を売って大金をくれ
たからという。その後も、窮地に追い込まれても、国岡を見込む男たちや店主を慕う従業員に救わ
れていく。まさに男が惚れる男！ 皆の思いがひとつになり、国岡は奇跡を起こし続けます。
この本の主人公・国岡鐡造とは出光興産の創業者・出光佐三。「黄金の奴隷たるなかれ」と人を
愛し信じ尊び、英断し挑戦する…こんな伝説の経営者がいたのですね！また、著者の調査力にも驚
きます。また、本の途中、百田さんの著書「永遠の０」の主人公・宮部が登場するあたりの遊び心
も憎いです。

コミック

進撃の巨人

諫山 創

マンガにも、書店員が選ぶコミック大賞とかマンガ大賞があるそうです。この
コミックは数々受賞しているとか。私は普段マンガを読みませんが、中 2 の息子に
「これ読んで。頼むから」と言われて、しぶしぶ読んでどっぷりハマりました。
突如あらわれた巨人から捕食され、人類は存亡の危機にさらされる。生き残った人間たちは三重
に張り巡らせた高い城壁の中で 100 年以上平和を保ってきた。しかし、再び超大型巨人が現れ、
壁が壊されてしまう。巨人はうなじの部分を切断しない限り、ダメージを受けても体はすぐに再生
する。光合成だけで生きることが出来、消化器官を持たない。なぜ、人を食べるのか？どこからや
ってくるのか？大人も夢中にさせる謎だらけのストーリーです。

文具

テキストサーファーゲル

ステッドラー日本

あるランキング番組で筆記用具部門１位となった文具です。
放送以来、どこにいっても売り切れ状態が続いていました。
今までにはない固形のインクで、とにかくなめらかな書き味！クレヨン
のようです。発色もよく、薄い紙でも裏写りしません。２～３日キャップ
をしなくても乾燥せず使用できます。 （全３色、￥１５７／本）

お仕事
カレンダー

5/31 ●自動車税の納付
5/10 ●一括有期事業開始届の提出
（建設業）
●3 月決算法人の確定申告・9 月決算法人の中
主な対象事業：概算保険料 160 万円未満で
間申告
かつ請負金額が 1 億 9000 万円未満の工事
●6 月・9 月・12 月決算法人の消費税の中間申告
●4 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税
● 確定申告税額の延納届出による延納税額の
の納付
納付
5/31 ●4 月分の健康保険料、厚生年金保険料の
納付

あとがき◆当事務所より
小千谷市の花 水仙が街を彩るさわやかな季節がやってきました。仕事もはかどりそうです！？

