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-------------------------------------------------------------------------------------（３）担当部門・担当者の明確化等

「マイナンバー制度」対応で
必要となる準備事項とは？

（４）身元（実在）確認・番号確認方法に係る検討、
明確化等

◆来年 1 月から番号利用がスタート

（５）物理的安全管理措置の検討（区域管理、漏

今年 10 月からマイナンバー（個人番号）の市

えい防止等）

区町村から全国民への通知が開始され、来年 1

（６）収集スケジュールの策定

月からはマイナンバーの利用が始まります。

３．マイナンバー収集対象者への周知
（１）収集までのスケジュールの提示（収集開始

制度がスタートすると、企業は給与所得の源

時期等の確定）

泉徴収票の作成や社会保険料の支払い等にお
いてマイナンバーの取扱いが必要となりなます

（２）教育・研修

が、日本経団連では、3 月 9 日に「マイナンバー

（３）利用目的の確定・提示

制度への対応準備のお願い」という文書を発表

４．関連システムの改修（自社にてシステム構築

し、主な準備事項を示しました。

を行っている場合）
（１）人事給与システム
（２）健康保険組合システム

◆必要となる準備事項の内容は？

５．委託先・再委託先の監督等

上記文書では、制度開始に向けて企業は次
の事項を行わなければならないとされています。

（１）委託先の選定

１．対象業務の洗い出し

（２）必要かつ適切な監督を行うための契約の締
結（取扱い状況を把握する方法を含む）

（１）マイナンバーの記載が必要な書類の確認
・給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務
関係書類
・健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類

４月から在職老齢年金の
支給停止調整額が「47
支給停止調整額が「47 万円」に改定

（２）マイナンバー収集対象者の洗い出し
・従業員等（従業員に加えて役員やパート・アル
バイトを含む）とその扶養家族

◆受給開始を迎える方、

・報酬（講師謝礼、出演料等）の支払先

受給されている方は要注意！

・不動産使用料の支払先

在職中の方でも年金（在職老齢年金）が受け

・配当等の支払先

られますが、年金額や給与に応じて年金額が支

２．対処方針の検討

給停止されます。この支給停止額に用いる基準

（１）組織体制の整備

額が 4 月から「47 万円」に改定されます。

（２）社内規程の見直し

この額は賃金の変動に応じて見直されること
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になっており、前年度は「46 万円」でした。在職

中小企業の経営トップが考える
2015 年の経営施策とは？
年の経 営施策とは？

老齢年金の仕組みによる支給停止が行われる
のは次の場合です。

◆経営活動に影響を与えそうな要因
◆60 歳台後半の方

産業能率大学が行った「2015 年 中小企業の
経営施策」という調査（従業員数 6 人以上 300

支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の
受給権者が被保険者である月において、「その

人以下の企業経営者 635 人が調査対象）による

者の総報酬月額相当額（標準報酬月額とその

と、中小企業の経営トップは、今年の経営活動

月以前 1 年間の標準賞与額の総額÷12）＋基

に影響を与えそうな要因として、次のことを想定

本月額（年金額÷12）」が支給停止調整額「47

しています。

万円」を超える場合に、その月の年金額につい

（１）人材の不足（46.5％）【前年比 14.5 ポイント

て、支給停止が行われます。

増】

【総報酬月額相当額＋基本月額が 47 万円を超

（２）国の政策の変化（44.1％ ）

える場合、1 月について次の額の支給を停止】

（３）消費税率の引上げ（43.6％）

⇒（総報酬月額相当額＋基本月額－「47 万

（４）原材料コストの増大（29.3％）

円」）×1／2

（５）業界構造の変化（28.2％）
第 1 位となった「人材の不足」は、2010 年の

◆60 歳台前半の方

調査開始以来、過去最高となったそうです。

支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の

また、2014 年の人員確保について「例年より

受給権者が被保険者である月において、「その

難しかった」との回答が半数を超え、今年取り組

者の総報酬月額相当額（標準報酬月額とその

みたい施策について尋ねた結果も、「従業員の

月以前 1 年間の標準賞与額の総額÷12）＋基

新規採用」が前年比 3.8 ポイント増となっていま

本月額（年金額÷12）」が支給停止調整開始額

すので、人材不足はまだまだ続きそうです。

「28 万円」を超える場合に、その月の年金の額
について、支給停止が行われます。

◆強化している採用施策

【総報酬月額相当額＋基本月額が 28 万円を超

今年の新卒採用については、4 社に 1 社が実

える場合、1 月について次の額を支給停止】

施を検討しており、年々増加傾向にはあるようで

⇒（１）基本月額が 28 万円以下で、総報酬月額

すが、実際に人材が確保できたのは約半数にと

相当額が 47 万円（支給停止調整変更額）以下

どまるとの結果が出ています。

総報酬月額相当額＋基本月額－「28 万円」

こうした環境下、中小企業が強化している採

×1／2

用施策は次のようになっており、即戦力確保の

⇒（２）基本月額が 28 万円以下で、総報酬月額

意向が目立ちます。

相当額が 47 万円超

（１）中途採用（33.4％）

（「47 万円」＋基本月額－「28 万円」×1／2

（２）大卒採用（21.4％）

＋（総報酬月額相当額－「47 万円」）

（３）高卒採用（15.1％）

⇒（３）基本月額が 28 万円超で、総報酬月額相

（４）女性採用（13.4％）

当額が 47 万円以下
◆2015 年に取り組みたいこと

総報酬月額相当額×1／2
⇒（４）基本月額が 28 万円超で、総報酬月額相

経営者として今年取り組みたいことについて

当額が 47 万円超

尋ねた結果から、昨年と比較して増加傾向にあ
る項目を抜き出すと次のようになっています。

「47 万円」×1／2＋（総報酬月額相当額－

・新規事業への進出

「47 万円」）

・従業員の教育・育成
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・従業員の新規採用

編集後記

・従業員満足度の向上

D・プロデュースの田中です。

・女性の活躍推進
人事・労務面での課題に取り組みたい意向が

春がきました。春は出会いと別れ、スタートの季

表れているようです。労働環境や法制度の変更

節といいますが、歳を重ねていくとそんなに沢山

が今後も予定されていますので、こまめに情報

巡ってくるわけでもありません。私にとって春は美

を収集しながらそれぞれの課題に取り組んでい

しい桜をみて穏やかな気持ちになると同時に桜

きたいものです。

の時期は短いなぁと、少し切なくなるくらいです。

4 月の税務と労務の手続提出期限
月の税務と労務の手続 提出期限
［提出先・納付先］

最近読んだ本に、「相手が何を考えているか考え
る力を‘優しさ’という」という言葉がありました。改
めて思いやりとはこういうことだ、と思いました。

10 日

そして、以前気に入っていた言葉を思い出しまし

○ 源 泉徴収税 額・住 民税特別 徴収税額 の納

た。「自分にしてもらいたいことは他の人にもその
ようにしなさい」たしかカレンダーにあった標語の

付［郵便局または銀行］

ようなものでした。毎年クラス替えで新しい友達を

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

作る娘に、さりげなく言っていた気がします。

月以降に採用した労働者がいる場合＞
［公共職業安定所］

我が子はこのように考える力はちゃんと持ってい

○ 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

るだろうか？誰かの為に何かを思うことはしている

＞［労働基準監督署］

のだろうか？と思ってしまいました。自分も同じで

15 日

す。新しい出会いはないけれど、慣れてしまった

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届の

関係にこそ大事なことかもしれません。分かって
いる、分かってるつもり、いつもと同じ、といつのま

提出［市区町村］
30 日

にか雑になっていることがあるかもしれません。

○ 預 金管理状 況報告 の提出 ［労働 基準監 督
新しい出会い、人間関係、スタートする方々と同

署］
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

じように気持ちを新たにする、考える力をもっと身
につける。春はそういう季節として過ごそうと思い

１月～３月分＞［労働基準監督署］

ます。

○ 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
［年金事務所］
○ 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］
○ 外 国人雇用 状況報 告（雇用 保険の被 保険
者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日
＞［公共職業安定所］
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