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◆◆◆◆どちらをどちらをどちらをどちらを選択選択選択選択するかするかするかするか？？？？    

歯科医にかかると必ず悩むのが、治療

法の選び方です。健康保険を使って安く

済ませるか、自腹を切ってでも高額の治

療を受けるか。使用する材料や手間のか

け方などでかかる費用は大きく違ってき

ますが、自分に最適な治療法を選ぶのは

想像以上に難しいものです。 

  

◆◆◆◆保険治療保険治療保険治療保険治療とととと自費治療自費治療自費治療自費治療にににに大大大大きなきなきなきな差差差差    

歯科で治療する場合、健康保険の適用

を受ける範囲の治療にとどめるか、保険

の適用を受けない自費治療にするか、患

者は判断を求められます。健康保険が適

用されれば患者は３割の負担で済みます

が、自費治療を選ぶと患者が全額負担し

なければなりません。どちらかの治療し

か扱わない歯科医もあり、実際に足を運

ぶ前に治療方針を決めなければならない

場合もあります。 

虫歯治療の後などに行う詰め物の場

合、自費治療の負担額は保険が適用され

る場合の50倍（それぞれの最高額を比

較）に達するケースもあるようです。重

度の歯周病などでも差は30倍近くになる

ケースもあり、かなり大きな差といえま

す。差が大きい理由は、治療で使用する

材料が異なるほか、治療時間の長短で手

間のかけ方に差が出るからです。 

 

◆◆◆◆すべてのすべてのすべてのすべての治療法治療法治療法治療法をををを検討検討検討検討するするするする    

治療法を選ぶ際には、「自分が取り得

るすべての治療法を歯科医から聞き出す

こと」が重要だと言えるでしょう。歯科

はその専門性の高さから、医師が治療法

について詳細な説明をしないケースも多

くあります。しかし、考えられるすべて

の治療法について、治療方法とその効

果、費用等が明らかになれば、患者が自

らの予算を頭に入れて、どの水準まで歯

の機能回復や生活の質の向上を目指すか

を決めることができます。 

治療法の選び方で機能回復にどれだけ

差が出るかは、治療内容ごとに異なりま

す。あまり差がないのであれば、自己負

担が少ない保険治療を選ぶのも選択肢の

１つです。逆に自費治療のほうが飛躍的

に機能回復できる分野もあります。 

 

◆◆◆◆セカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオンもももも取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる    

最近は歯科医療の分野でも、今かかっ

ている医師とは別の医師に意見を求める

「セカンドオピニオン」の考え方が広

まってきています。治療法について迷い

が生じたら、多少費用がかかっても、別

の歯科医の判断を聞いてみることも有効

です。 

また、患者が最良の判断をするため

に、専門性の高い歯科においても「イン

フォームド・コンセント」の重要性がま

すます高まっているのではないでしょう

か。そして、歯科医からより詳しい治療

内容の情報を入手し、予算と折り合いの

つく範囲内で賢く治療を受けることが重

要です。  
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駐車違反駐車違反駐車違反駐車違反のののの反則金反則金反則金反則金をををを
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未払未払未払未払いいいい残業代残業代残業代残業代のののの支払支払支払支払
いいいい等等等等をををを求求求求めるめるめるめる労働審労働審労働審労働審
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業績悪化業績悪化業績悪化業績悪化にににに伴伴伴伴うううう内定内定内定内定
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苦苦苦苦しさをしさをしさをしさを増増増増すすすす介護事介護事介護事介護事
業者業者業者業者のののの支援策支援策支援策支援策    

    P4P4P4P4    

12121212月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの
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    P5P5P5P5    

「「「「保険治療保険治療保険治療保険治療」ｏｒ「」ｏｒ「」ｏｒ「」ｏｒ「自費治療自費治療自費治療自費治療」」」」でででで悩悩悩悩むむむむ歯歯歯歯のののの治療治療治療治療    
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駐車違反駐車違反駐車違反駐車違反のののの反則金反則金反則金反則金をををを「「「「社員社員社員社員のののの自己負担自己負担自己負担自己負担」」」」にできるにできるにできるにできる？？？？ 

◆◆◆◆営業営業営業営業マンマンマンマンがががが駐車違反駐車違反駐車違反駐車違反    

営業マンが社用車での営業中に駐車違

反で摘発されてしまいました。その会社

では“経費節減”と称し駐車料金を支給

していないため、やむなく路上駐車した

のです。「反則金は自分で払うように」

と上司はこの営業マンに言いましたが、

問題はないのでしょうか。 

 

◆◆◆◆改正道路交通法改正道路交通法改正道路交通法改正道路交通法ののののポイントポイントポイントポイント    

改正道路交通法の施行により、2006年

６月から駐車違反取締りの民間委託が始

まり、同時に短時間の放置車両も摘発対

象となりました。  



短時間駐車を繰り返す営業車の違反

が取り締まられるケースも増えている

ようです。また、介護ヘルパーや訪問

看護師などが利用者を車で訪ねた際

に、駐車許可証を掲示していたにもか

かわらず厳しく取り締まられてしまう

ケースなども増加しているようです。 

上記改正では、単なる取締りの強化

だけでなく、放置車両における「使用

者責任」の拡充も大きなポイントと

なっています。違反を摘発しても運転

者が出頭せず、車両所有者の会社も

「誰が運転していたかわからない」な

どと釈明する例が増えていました。こ

のため、いわゆる「逃げ得」をなくす

ために、運転者が出頭しない場合、使

用者に放置違反金の支払いを課すこと

になったのです。 

上記の例の場合、運転手である営業

マンが出頭しなければ会社に放置違反

金が課され、その支払いを拒めば当該

車両の車検が受けられなくなります。 

 

◆◆◆◆問問問問われるわれるわれるわれる企業企業企業企業のののの使用者責任使用者責任使用者責任使用者責任    

企業は、民法の規定により、従業員

に対する使用者責任を負っています。す

なわち、従業員が不法行為をしないよう

に指導する義務と、不法行為があった場

合に代わりに責任を負う義務があるので

す。 

違法駐車の場合、本来は運転者に支払

義務がありますが、上記の例の場合、会

社が駐車料金を支給していないため、運

転者の不法行為を助長していたとも言え

ます。また、従業員に駐車場代を負担さ

せていたこと自体も問題と言えます。会

社が仕事に必要な措置を講じていなかっ

たと解釈できるからです。この場合は、

会社が反則金の一部ないし全額を負担し

なければならない可能性が高くなってき

ます。 

上記の例では、会社が反則金を負担

し、そのうえで従業員が違法駐車をしな

いように駐車場を確保したり、駐車料金

を支給したりする仕組みが求められるで

しょう。従業員が違反しないルール作り

をすることこそが、会社に求められてい

ると言えるのではないでしょうか。 
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適年制度廃止適年制度廃止適年制度廃止適年制度廃止にににに向向向向けてけてけてけて規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和のののの方針方針方針方針    

◆◆◆◆適年適年適年適年からのからのからのからの現在現在現在現在のののの移行状移行状移行状移行状    

    況況況況はははは？？？？    
    

2001年の確定給付企業年

金法の成立に伴い、2012年３

月末に適格退職年金は廃止さ

れます。適格退職年金の受託

件数は、2002年３月末時点

（73,582件）と2008年３月末時
点（32,826件）を比べると、４万

件以上の減少となっています。

他の制度に移行するか、廃止

するか、まだ方向性の決まって

いない企業は残り３年半ほどの

間にその選択を迫られていま

す。 
現在の移行状況としては、厚

生年金基金が70事業所、確

定給付企業年金が4,475事業

所（いずれも今年６月１日時

点）となっています。また、確定

拠出年金は4,931事業所、中

小企業退職金共済制度は

15,064事業所（いずれも今年８
月末時点）です。 

１２月号（第９号） 

◆◆◆◆給付給付給付給付をををを設計設計設計設計しやすくしやすくしやすくしやすく    

厚生労働省は、10月の企業年金研究会

において、「確定給付企業年金」と「厚

生年金基金」について、給付を設計しや

すいように規制緩和を行う方針を打ち出

しました。これにより、職種や加入期間

ごとに給付内容に格差をつけたり、給付

額を従来よりも抑えたりすることが認め

られるようになります。 

 

◆◆◆◆適年適年適年適年からのからのからのからの現在現在現在現在のののの移行状況移行状況移行状況移行状況はははは？？？？    

2001年の確定給付企業年金法の成立に

伴い、2012年３月末に適格退職年金は廃

止されます。適格退職年金の受託件数

は、2002年３月末時点（73,582件）と

2008年３月末時点（32,826件）を比べる

と、４万件以上の減少となっています。

他の制度に移行するか、廃止するか、ま

だ方向性の決まっていない企業は残り３

年半ほどの間にその選択を迫られていま

す。 

現在の移行状況としては、厚生年金基

金が70事業所、確定給付企業年金が4,475

事業所（いずれも今年６月１日時点）と

なっています。また、確定拠出年金

は4,931事業所、中小企業退職金共済制

度は15,064事業所（いずれも今年８月

末時点）です。 

今回の規制の緩和は、確定給付企業

年金や厚生年金基金の使い勝手を良く

することで、適格退職年金の受け皿と

することが狙いです。  

 

◆◆◆◆移行促進移行促進移行促進移行促進のためののためののためののための規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和    

年金給付の設計としては、加入期間

に応じて一定額を与える「定額制」、

給与に応じて給付額が決まる「給与比

例制」などがあります。従来は１つの

給付設計の中で違うメニューを用意す

ることはできませんでした。今後は、

給与比例制を選んだ場合でも一般職と

専門職で給付計算の乗率に差をつける

など、職種ごとに異なる給付の算定方

法を用いることができるようになりま

す。 

また、給付額に上限や下限を設ける

ことも可能になります。給与比例の給

付設計の場合、高い給与の従業員には
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未払未払未払未払いいいい残業代残業代残業代残業代のののの支払支払支払支払いいいい等等等等をををを求求求求めるめるめるめる労働審判労働審判労働審判労働審判やややや民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟 

１２月号（第９号） 

◆◆◆◆サービスサービスサービスサービス残業残業残業残業へのへのへのへの是正指導是正指導是正指導是正指導がががが過去最多過去最多過去最多過去最多

にににに    

従業員に残業代を支払わなかったとし

て労働基準監督署から是正指導を受け、

結果的に１社で100万円以上の未払い残

業代を支払った企業の数が2007年度に

1,728社（前年度比約３％増）となり、厚

生労働省が集計を開始した2001年度以

来、最多を更新したことが明らかになり

ました。また、支払総額も計272億4,261

万円（同約20％増）となっており、同じ

く過去最高を更新しています。 

同省では、「労働者やその家族の方な

どから、各労働局、労働基準監督署に対

して長時間労働、賃金不払残業に関する

相談が多数寄せられており、これらに対

して重点的に監督指導を実施した結果で

ある」と分析しています。 

このようにサービス残業は依然として

増加傾向にあるようで、最近では「名ば

かり管理職」「偽装請負」に関する問題

などもあり、労働者や退職者が未払い残

業代の支払いや地位の確認などを求めて

労働審判や民事訴訟などを提起するケー

スも増えています。 

以下では最近の事例を見てみましょ

う。 

 

◆◆◆◆グッドウィルグッドウィルグッドウィルグッドウィルのののの元支店長元支店長元支店長元支店長らがらがらがらが労働審判労働審判労働審判労働審判    

    申立申立申立申立てててて    

今年の７月末に廃業した日雇い派遣大

手「グッドウィル」の元支店長ら19人 

（25歳～49歳のいずれも男性）は、自

分たちは「名ばかり管理職」として扱わ

れていたなどとして、同社を相手に未払

い残業代（合計約6,721万円）の支払いを

求める労働審判を、東京地裁に申し立て

たそうです。請求している未払い残業代

は１人あたり約120万円～635万円です。 

また、４人については、廃業に伴って

解雇が行われた際に十分な退職金の積み

増しや再就職先のあっせんが行われな

かったとして、解雇の違法性についても

争うとのことです。 

 

◆◆◆◆元自転車便元自転車便元自転車便元自転車便スタッフスタッフスタッフスタッフがががが正社員地位確認正社員地位確認正社員地位確認正社員地位確認    

    のののの民事訴訟提起民事訴訟提起民事訴訟提起民事訴訟提起    

バイク便大手である「ソクハイ」の元

自転車便スタッフの男性（31歳）は、個

人事業主として運送請負契約を締結して

業務を行っていたが、会社の指示に従っ

て運送を行うなど自由裁量はほとんどな

く、実態は正社員と変わらなかったとし

て、同社を相手に「正社員としての地位

確認」と「約360万円の損害賠償」を求

める訴訟を東京地裁に提起しました。 

男性は営業所長として採用面接やス

タッフの教育なども行っていたようであ

り、「同社に指示監督されており。偽装

請負状態だった」と主張しているそうで

す。  

高額の年金を払わねばならず、これは

基金にとって財政的な負担となります。

上限を設ければ負担が減るため、複数の

企業で年金基金を運営しやすくなりま

す。また、他にも給付額の改定方法の弾

力化（一定の額へ改定することを認める

等）や、休職期間中の者の掛金非拠出を

認めることなども定められる見通しで

す。  

◆◆◆◆適年制度廃止適年制度廃止適年制度廃止適年制度廃止にににに向向向向けてけてけてけて環境環境環境環境がががが整備整備整備整備    

適格退職年金の廃止に向けては、確定

給付企業年金や確定拠出年金の制度を整

備し、また、中小企業退職金共済制度も

緩和するなど、制度廃止に向けての環境

は、すでにかなり整ってきていると思わ

れます。さらにこの規制緩和となれば、

確定給付企業年金や厚生年金基金などに

移行へのはずみになるのではないでしょ

うか。 

業績悪化業績悪化業績悪化業績悪化にににに伴伴伴伴うううう内定取消内定取消内定取消内定取消はどのようなはどのようなはどのようなはどのような場合場合場合場合にににに認認認認められるめられるめられるめられる？？？？ 

◆◆◆◆業績悪化業績悪化業績悪化業績悪化にににに伴伴伴伴うううう内定取消内定取消内定取消内定取消がががが増加増加増加増加    

米国のサブプライムローン問題に端を

発した世界的な金融危機に伴う急激な株

価下落や景気悪化の影響による企業の業

績悪化・業務縮小・事業撤退などを理

由として、来春就職予定の学生の内定が

取り消されるケースが相次いでいるそう

です。  

◆◆◆◆サービスサービスサービスサービス残業残業残業残業へのへのへのへの是是是是

正指導正指導正指導正指導がががが過去最多過去最多過去最多過去最多にににに    

    
従業員に残業代を支払

わなかったとして労働基準

監督署から是正指導を受

け、結果的に１社で100万
円以上の未払い残業代を

支払った企業の数が2007

年度に1,728社（前年度比

約３％増）となり、厚生労

働省が集計を開始した

2001年度以来、最多を更

新したことが明らかになりま
した。また、支払総額も計

272億4,261万円（同約

20％増）となっており、同じ

く過去最高を更新していま

す。 



業種は、不動産、住宅販売、建設、生

命保険、ホテル、情報通信、システム開

発、専門商社など多岐にわたっていま

す。 

大学側では「企業の業績悪化が深刻化

してくるとさらに内定取消が増加するの

では」「実際にはもっと多くの学生の内

定が取り消されているかもしれない」

「この時期にこんなに内定取消が相次ぐ

ことはここ数年間なかった」などといっ

た不安の声もあがっているようで、ま

た、2010年春に卒業・就職予定の現在の

大学３年生の就職活動にも影響が出てき

そうです。 

企業・大学・学生いずれにとっても非

常に深刻な問題である内定取消は、どの

ような場合に認められるのでしょうか。 
 

◆◆◆◆裁判所裁判所裁判所裁判所のののの考考考考ええええ方方方方はははは？？？？    

内定取消は、一般的に「客観的にみて

内定を取り消してもやむを得ない事情が

ある場合」にのみ許され、単なる業績悪

化だけを理由として簡単に認められるも

のではないとされています。 

裁判例（大日本印刷事件：最判昭和54

年7月20日）では、会社が応募者に「採

用内定通知」を発して、応募者がこれに

応じる旨の「誓約書」を提出した場合に

は、入社日を「採用内定通知」に記載され

た時期とし、「誓約書」に記載された採用

内定取消事由が発生したときは当該契約を

解約できるとの解約権が留保された労働契

約が成立していると考えられる、としてい

ます。 

さらにこの留保解約権については、内定

の当時知ることができず、また知ることが

期待できないような事実であって、これを

理由として採用内定を取り消すことが客観

的に合理的と認められ社会通念上相当とし

て是認することができるものに限られる、

としています。 
 

◆◆◆◆「「「「整理解雇整理解雇整理解雇整理解雇のののの４４４４要件要件要件要件」」」」とのとのとのとの関係関係関係関係    

また、経営悪化を理由とする採用内定取

消の場合について、いわゆる「整理解雇の

４要件」の考え方に沿った判断を下した事

例がありあます（インフォミックス事件：

東京地決平9年10月31日）。 

この事案では、(１)人員削減の必要性、

(２)採用内定取消の回避の努力、(３)人選

の合理性は認められるが、(４)手続きの面

において十分な説明が欠けていたとして、

採用内定の取消が無効と判断されていま

す。したがって、採用内定を取り消すべき

かどうかは、上記の４要件の考え方に沿っ

て慎重に考えなければなりません。     
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苦苦苦苦しさをしさをしさをしさを増増増増すすすす介護事業者介護事業者介護事業者介護事業者のののの支援策支援策支援策支援策 

１２月号（第９号） 

◆◆◆◆苦苦苦苦しいしいしいしい経営実態経営実態経営実態経営実態    

厚生労働省は、「平成20年介護事業経

営実態調査」を発表し、介護施設の苦し

い経営実態が明らかになりました。 

前回調査（2005年）と比較すると、利

益率（収入に対する利益の割合）が、例

えばデイケアでは18.9％から4.5％に、特

別養護老人ホームでは13.6％から3.4％に

大きく下がるなど、15種のうち11種で低

下しています。また事業規模別では、事

業規模の小さいところほど経営が厳しく

なっているようです。 
 

◆◆◆◆2009200920092009年年年年４４４４月月月月からからからから介護報酬引上介護報酬引上介護報酬引上介護報酬引上げげげげ    

上記のような現状から、政府・与党

は、介護労働者の待遇改善を図るため、

2009年４月から介護報酬（介護事業者に

支払われるサービスの公定価格）を３％

引き上げることを決定し、先ごろ発表し

た「新総合経済対策」（追加経済対策）

に盛り込みました。介護報酬は３年に１

度改定されることになっていますが、プ

ラス改定は2000年度の介護保険制度発足

以来初となります（2003年はマイナス

2.3％、2006年はマイナス2.4％といずれも引

下げ）。 

報酬引上げは保険料アップにも繋がりま

す。本来であれば来年度から月300円程度上

昇する計算になるそうですが、急激な保険

料負担増を回避するため政府が肩代わり

（国費から1,200億円を投入）する方針で、

2009年度の介護保険料は全国平均で１人あ

たり月150～200円程度（３～５％程度）の

引上げとなる見通しです。 
 

◆◆◆◆自治体自治体自治体自治体でででで独自独自独自独自のののの対策対策対策対策もももも    

東京都杉並区では、介護事業者向けの緊

急融資を行うと発表しました。同区内の通

所介護施設や特別養護老人ホームを運営し

ている介護保険事業者に対して、介護報酬

３カ月分以内（最高300万円）を無利子で融

資する制度を今年の12月に創設し、経営が

悪化している介護事業者を支援していくそ

うです。融資期間は６年で、用途は運転資

金に限定されています。対象は従業員300人

以下の社会福祉法人とNPO法人です。 

◆◆◆◆2009200920092009年年年年４４４４月月月月からからからから介護報介護報介護報介護報    

    酬引上酬引上酬引上酬引上げげげげ    

    

政府・与党は、介護労働

者の待遇改善を図るため、
2009年４月から介護報酬

（介護事業者に支払われる

サービスの公定価格）を

３％引き上げることを決定

し、先ごろ発表した「新総合

経済対策」（追加経済対

策）に盛り込みました。介護

報酬は３年に１度改定され
ることになっていますが、プラ

ス改定は2000年度の介護

保険制度発足以来初となり

ます（2003年はマイナス

2.3％、2006年はマイナス

2.4％といずれも引下げ）。 

報酬引上げは保険料
アップにも繋がります。本来

であれば来年度から月300

円程度上昇する計算になる

そうですが、急激な保険料

負担増を回避するため政府

が肩代わり（国費から1,200

億円を投入）する方針で、
2009年度の介護保険料は

全国平均で１人あたり月150

～200円程度（３～５％程

度）の引上げとなる見通しで

す。 



    おおおお問合問合問合問合せせせせ無料無料無料無料    

〒２３５－００１２ 

横浜市磯子区滝頭３－７－２１－１０１ 

TEL／FAX ０４５（７５３）０６３２ 

E-mail: sr-samejima@ab.auone-net.jp 

企業の安定・発展のパートナー 
～経営者様と従業員様の「Win＆Happy」のために～ 

 

   社会保険労務士  鮫 島 忠 司 

さめじまさめじまさめじまさめじま社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所    

12月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付先納付先納付先納付先］］］］ 

     【事務所より一言】 

 平成20年も残すところ１ヶ月強となり

ました。 

 弊事務所も３月開業から約９ヶ月が経

とうとしています。一歩一歩ではござい

ますが、歩を進めています。 

 来年も宜しくお願い申し上げます。 

シリーズ 

    営業日 月曜日～金曜日（祝祭日除く） 

営業時間 午前９時～午後６時 

10101010日日日日    
○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］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

15151515日日日日    
○勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書の提出＜12月15日～1月25日＞ 

［労働基準監督署］ 

31313131日日日日    
○固定資産税＜都市計画税＞の納付＜第3期分＞［郵便局または銀行］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［社会保険事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

本年最後本年最後本年最後本年最後のののの給料給料給料給料のののの支払支払支払支払をををを受受受受けるけるけるける日日日日のののの前日前日前日前日までまでまでまで    
○年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出［税務署］ 

○給与所得者の保険料控除申告書＜生命保険・損害保険・社会保険＞兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の提出

［給与の支払者］ 

                                good partnergood partnergood partnergood partner    

 

    第７回 「裁判員制度とは？  その壱」 
 

 ○平成21年５月21日（裁判員法施行） 

   この日以降に起訴された刑事事件について、裁判員裁判が実施されま 

  す。 

 

 

11月下旬から12月にかけて、裁判員候補者名簿に載った方（全国で約30万

人）に通知が届く予定になっています・・・。次回につづく。 

“基本の 基基基基
きききき

”””” 

いまさら聞けない 

【裁判員制度とは】 

 

 ６人の裁判員が刑事裁判に参加して、３人の裁判官と一緒に裁

判をする制度です。 

 国民の良識や率直な感覚を反映した裁判の実現を図ります。 

【裁判員制度の基礎知識】 

 

◆裁判員は、審理を見聞きし、被告人が有罪かどうか、有罪の場 

 合にはどのような刑にするか決めます。 

◆一定の重大な犯罪（殺人や強盗致死等）が対象になります。 

◆裁判員は、20歳以上の有権者の中からくじで選ばれます。 

◆多くの事件は３日程度で終わるようです。 

 審理期間が長くなる事件は、その期間を通じ参加できる方が選 

 ばれます。 


