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『新年の挨拶』
東海支部長
高藻啓充
あけましておめでとうございます。会員の皆様には、すばらしい新年を迎
えられたこととお慶び申し上げます。支部研修会は、順調に推移することが
でき、会員の能力向上と、情報交換の場となっております。これも会員の皆
様方のご協力のおかげと感謝しております。
昨年は、新型コロナの感染者数の減少により、外国人の入国制限、国内の
行動制限の緩和により、観光・サービス業や日常生活の回復がみられたとこ
ろです。だが、専門家は人流の増加による新型コロナの第８波を懸念してい
ます。新型コロナの長期化により、解雇・雇い止めや希望退職者の募集は続
いています。新型コロナの感染者数の減少となりましたが、コロナ生活習慣
により日常生活や経済をも揺るがす状況が続きました。
今年は、働き方改革から、時間外労働の割増率の改定や健康保険法・雇用
保険法や育児・介護休業法の改正による、諸規定の見直しが必要となり、ま
た、高齢労働者の就労促進から、65 歳までの雇用義務化と 70 歳までの雇用努
力義務化を企業に浸透しなければなりません。兼業・副業の普及による企業
間の情報提供が必要になると思います。さらに、インボイス制度の導入によ
る免税事業者の取扱が重要になり、インボイスを登録し課税事業者に変更す
るか、廃業かの問題が大きくなると思います。インボイス制度を含めた中小
企業の後継者不足と事業継承に重点を置くことも必要になると思います。新
型コロナウイルスは、海外の新しい変異株の増加に注意すべきでところであ
ります。
私たち経営労務コンサルタントは、いかなる時代が到来しても、それに対
応する知識と能力を養う必要があり、そのための研鑽が必要となります。
本年も一層の飛躍を志して、会員皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上
げて挨拶とさせていただきます。
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支部研修会より

『借金と時効と債務整理』
高藻啓充
も困るのはお金を貸付た銀行や消費者金融

１）借金と時効
時効には、一定期間、権利を行使しなけ

等の債権者です。そこで、借主の借金が消

れば、その権利を失ってしまう“消滅時効

え権利が行使できなくならないように、債

”と、他人のものを、一定期間所有してい

権者には債務者の時効の進行を食い止める

ると、そのものの所有権を取得できる“取

ための方法があります。

得時効”の 2 種類に分けることができます。

（時効の中断）

取得時効には善意かつ無過失であれば

つまり、借主は時効の中断事由に該当す

10 年、平穏にかつ公然と占有したときは 20

る行為を債権者から受けること、時効期間

年で成立します。複数の金融業者から借り

がストップしてしまうため、法律で定めら

入れ、多重債務で苦しんでいる者の借金に

れた期間、借金返済を拒否し続けても支払

適用される時効は、前者の消滅時効です。

い義務はなくならないと言うことです。

つまり、借金の時効とは、法律で定めら

３）時効の中断事由

れた一定期間返済を行わなければ、借主に

・貸付をしている債権者（銀行や消費者金

返済義務が無くなると言うことです。

融等）が借主である債務者に、裁判上の請
求（支払督促、訴訟など）を行った場合

これは、一定の事実状態が長期間継続し

口頭や手紙などによる法的手続き以外の

た場合、社会の法律関係の安定を図るため、
その状態をそのまま権利関係として認めな

請求は含まれません。だだし、内容証明郵

いという理由や、長年権利を主張しない者

便で借金の督促を行った場合には、その請

は保護する必要が無い（いわゆる権利の上

求を行ってから 6 ヶ月以内に裁判上の請求

に眠る者は保護しない）と言った考えに基

がされると時効が中断されることになりま

づくものです。

す。

民法において債権の消滅時効は 10 年と

・債権者（銀行や消費者金融等）が、差押、

されていますが、借入先が銀行や消費者金

仮差押、仮処分等を裁判所に申立てた場合

融等の法人であると、商事債権としての時

（給与の差押等）

効が適用されるため、債務者の借金は 5 年

・債務者自身が支払義務があると認めた場

間で時効にかかります。なお、借入先が法

合

人でなく個人の場合には、民法と同様時効

例えば、
「返済をもう少し待って欲しい」

期間は 10 年間となるため注意が必要です。

「必ず返すから」等と借主が自信に弁済義

ただし借入先が個人の貸金業者であって

務があることを認めてしまうような言動を

も、商法 202 条 8 項（両替その他の銀行取

とったり、借金の一部を支払ってしまうと、

引）により、商事行為としての時効期間 5

時効は中断してしまうことになります。

年が適用されるケースもあります。

既に時効が成立してしまっている借金を
回収するため、サラ金業者はこれを利用し

２）時効の中断
借金の時効が成立してしまうと、何より

て、「今までの債権を減額するから、この
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書面にサインして欲しい」等といった手口

できるため、ケースによっては阻止するこ

で、時効の中断に持込もうとするケースも

とも可能です。なお、再生手続きの開始決

あります。

定が得られると、差押え中止命令がもらえ

４）時効の成立要件

ます。

借金の時効期間さえ満たせば、それだけ

自己破産の申し立てをした場合には、裁

で借主である債務者の返済義務がなくなる

判所に対し、強制執行手続き等の中止命令

わけではありません。時効が成立するとは、

を申立ることができます。また、破産法改

時効によって利益を受ける者の意思表示に

正（H17.1.1 施行）により、破産手続き開

よって確定的に生ずるとされています。つ

始決定後は、個別の強制執行等が禁止され

まり貸主である債権者（銀行や消費者金融

ているため、給与差押えについては、既に

等）に、『消滅時効が成立しているので、

債務者名義が取られているなどの事情がな

借入た金銭の支払は、既に消滅しています』

い限り、ほぼ阻止することが可能です。

と言った意思表示を借主がすることによっ

債権者が強制執行するには、債務者名義

て始めて時効が成立するのです。（時効の

（執行裁判所又は執行官による再建の存在

援用）

及び範囲を公的に証明した文書）が必要で

そこで、通常時効を成立させるためには、

あり、逆に債務名義があれば債権者は直ち

内容証明郵便による通知書を債権者に送付

に強制執行が可能である。（執行文と送達

することになります。

証明が必要）
公正証書による差押えの場合は、消費者

５）給与の差押
給与差押とは、銀行や消費者金融等の業

金融が直接会社に来てお金を取り立てるこ

者が、債権を回収するため裁判所に申立る

とができます。だから金銭消費貸借契約の

法的手続きの一つです。

際に作る公正証書というのは、ほとんどが

債権者から申立を受けた裁判所は、債務

執行証書です。執行証書とは、裁判所の判

者（借金返済が滞っている多重債務者など）

決などを待たなくてもすぐに強制執行でき

の勤務先に対して、給与の一部を、直接、

てしまうものです。従って、貸金業者とし

債権者に支払うよう命令を発するため、会

ては公正証書を作成するのは定石と言える

社は差押された金額を従業員（債務者）で

やり方なのです。

はなく、申立人（銀行や消費者金融など）

他方、貸金業規制法では、貸金業を営む

に対し、支払うことになります。また債務

者は、「貸付の契約に基づく債権の取立を

者に対しても差押通知が届きます。

するに当たっては、人を威迫し、又は人の

銀行や消費者金融等の貸金業者は、給与

私生活もしくは業務の平穏を害するような

差押えという法的手段を用いることで、債

言動により、そのものを困惑させてはなら

務者に貸付けた債権（金銭）の回収に当た

ない。」とされています。
また、金融庁の事務ガイドラインでは、

るのです。

債務処理に関する権限を弁護士に委任した

６）給与の差押えをやめさせる方法
給与差押えに対抗する手段としては、債

旨の通知、又は調停、破産の他裁判手続き

務整理の方法（自己破産、特定調停、個人

を取ったことの通知を受けた後に、正当な

民事再生など）によって異なります。

理由無く支払請求をすることを禁止してい
ます。

個人民事再生の場合は、手続き開始の申
立した後なら、裁判所に訴訟手続きや強制
執行手続き等の中止命令を申立てることが
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『ベトナム人労働者のリンチ事件』
昨年９月５日日本を訪問中のベトナムの

するのは幸せですか」、「自分たちはサボ

ダオ・ゴック・ズン労働．傷病軍人．社会

って、仕事を押しつけてくる日本人スタッ

事業相が、加藤勝信厚生労働相と会談し、

フもいる」。

技能実習生や特定技能資格で日本に滞在す

今年１月、日本に働きにやってきたベト

るベトナム人労働者の受け入れ対象職種

ナム人男性の技能実習生が職場でリンチに

や、技能実習生に対する住民税・所得税の

遭った。この男性は 2019 年秋来日し、そ

免除を要請した。

こから約２年間日本人の同僚から暴力を受
けていた。

厚生労働省の「外国人雇用状況」(21 年 10
月現在)によれば、日本にいる外国人労働

「働き始めて１ヶ月位して、職場の同僚の

者 172 万 7221 人のうちベトナム人が 45 万

日本人から暴力を受けるようになった。暴

3344 人で最も多く 26.2%を占めている。

力を振るっていたのは３人といい、ほうき

ベトナムは国として労働者の海外派遣に

や棒状の物で背中や腰を何度も叩かれた

かなり力を入れているのだが、最も多く労

り、左胸あたりを安全靴で蹴られて肋骨３

働者を送り出している先が日本だ。

本を折られた。骨折した際は、会社から、
“階段で落ちたことにしておけ”と指示さ

「ベトナム人実習生は“日本離れ”が進

れた」。

む。円安で賃金目減り、待遇に不満を抱い

もちろん、これは氷山の一角で、暴言や

ている。
この背景にあるのが円安だ。ベトナムの

パワハラなどはもはや日常となっている。

通貨ドンに対して円は年初から 20%近く

こういう状況を踏まえて、主権国家とし

安くなっており、円建ての月給を本国へ仕

て自国民の保護を踏まえ、日本政府に断固

送りすると目減りしてしまう。

抗議を強く求めるはずだ。

更に拍車をかけるのが、住民税、所得税、

だがベトナム政府としても、労働者の最

年金、社会保険料だ。ベトナム人からすれ

大の送り先である日本と争ってもメリット

ばなぜこんなにピンハネされているのだと

はない。この人権侵害というカードをちら

驚き、ベトナム政府が実習生の免税を要求

つかせながらベトナムの国益にも繋がる

したのも実はこのような背景がある。

「労働者の受け入れ拡大」や「免税」を勝
ち取った方が得策という考えである。

もう一つに「ブラック労働」である。
ベトナム政府は自国の出稼ぎ労働者が、

だがベトナム政府にとって、日本の労働

日本の職場で深刻な人権侵害や暴力を受け

市場は年を追うごとに魅力的ではなくなっ

ている事実を知っていながら波風を立てず

ている。「残業を目いっぱいしても月収 20

に目をつぶっていてくれる。それは、日本

万円をわずかに超える程度。近年は、ホー

政府に対して貸しを作って、それと引き替

チミンや首都ハノイの経済発展が著しく、

えに免税という条件をのませようとしてい

日本とベトナムで収入に大きな差は無い」。

る可能性がある。海外に働くベトナム人労

ベトナム人技能実習生リンチ事件が第二
の徴用工問題になりかねない。

働者の間で、「日本はやばい国」と言う評
価が広まっている。

日本人は「自国民がいやがる低賃金重労
働を外国人にやってもらう」という意識を

日本の介護現場で働くベトナム人が
SNS でこんな体験談を投稿している。

変えなければならない。

「いつも暴言を浴びさせられながら介護を
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『シニアの働き方が変わる』
昨年４月１日に「70 歳就業法」が施
行され、希望する社員が 70 歳まで働け
るように企業に「努力義務」を課すもで
す。従来 65 歳までの定年延長、再雇用、
定年廃止でしたが、今回の改正で 70 歳
まで延長するもので、再就職の支援、業
務委託契約の締結、起業の後押し、社会
貢献活動への参加支援と言ったもので
す。これに対応する企業は
YKK グループ
定年制を廃止し、変化に激しい時代に
多様な人材が必要として、年齢にかかわ
らず会社が求める役割や職務を軸に評価
や活用ができる仕組みにしていきたい。
三谷産業（化学品・情報システム商社）
定年を廃止して、希望すれば無期限に
働くことができる。
65 歳以降は１年ごとに契約更新する
形だが、半年ごとに目標を立て、達成す
れば賞与も上がる。逆に評価が下がれば
減給もあり得る。会社が必要とする役割
を果たせないままだと自然に淘汰されて
いく。
コマツ（建機）
定年選択制を導入する。一律 60 歳の
定年を改め、一般職であれば「60 歳か
ら 65 歳」、管理職であれば「60 歳から 62
歳」のいずれかを選べるようになる。定
年後、パートタイムで働く再雇用社員に
は副業も認める。
ノジマ（家電量販店）
65 歳の定年後の再雇用契約を「最長 80
歳」まで伸ばせる制度を採り入れた。本
人が希望すれば、健康状態を確認した上
で１年ごとに契約更新できる。「パート
やアルバイト、契約社員も含め、元々 65
歳の定年を過ぎた社員の雇用継続に取り
組んできましたが、正式な制度として位
置づけました」という。
富国生命がインターネットによる 20
～ 60 代の男女 1250 人を対象に調査し
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た。「何歳まで働きたいか」を聞いたと
ころ、
「70 歳以上」が 18%、
「65 ～ 69 歳」
が 17%、
「60 ～ 64 歳」が 24%でした。60
歳を超えても働きたいと考えている人は
合わせて６割近く、「健康である限り」
24%を含めると８割にも達しました。
損害保険ジャパンでは、派遣社員とな
った 70 代男性が、20 代の女性社員の元
で働いている。男性は現役時代、同社で
コンピューターシステムの開発に携わっ
てきた。
「話しやすい雰囲気をつくってあげる
のが年上の役目。そうすると、若い人で
も話しかけてくれる」と男性がいう。女
性も「私から指示して対応していただく
のに、お願いしづらいことはない。壁を
作らないようにしてくれて仕事がしやす
い」という。
定年は 60 歳だが、65 歳までは「エキ
スパート社員」として現役時代の６～７
割の年収で働くことができる。本人の希
望に応じて、週３日の勤務や１日４時間
勤務など柔軟な働き方が選べる。
65 歳以上は、「行動評価」と「仕事評
価」で一定基準を満たせば雇用される。
実際には対象者の上位２割ほどの優秀
な層に絞られるという。「年下の上司」
や「年上の部下」と言った年功序列の枠
から外れた上下関係が生まれることにな
りますが、誰に対しても“さん”づけで
呼ぶ雰囲気が自然に生まれ、違和感なく
社内に浸透しています。「上司だった当
時の意識を捨てきれない方は本人がお辞
めになっていきます」という。
待遇面においては、大和ハウス工業は、
定年後も１年ごとに契約を更新でき、65
歳以降を対象に週４日勤務で給料は月
20 万円と一見下がってしまうが、企業
年金の積み立てが現役世代と同水準でで
きるようにした。その結果、65 歳以降
も同年金と合わせてシニア社員時代とそ

れほど変わらない額が受け取れる。業績
や評価に応じた賞与も年２回出ます。
「再雇用制度は導入後５年で対象とな
る従業員の５～７割に当たる 150 人あま
りが利用しています。住宅・建設業界は
息の長い仕事が多く、技術者として培っ
てきた経験や技術がものを言う。シニア
人材の活用は、費用でなく、重要な投資
として位置づけています」と当社の人事
部長は言っています。
70 歳就業法施行に合わせ、定年引き
上げなどを検討中だという大手企業の人
事担当者は、自分はまだまだできると考
えるシニアは多い一方、会社としては後
進を育てる意味でも役職を譲ってもらわ

ざるを得ない。社内の役割や給料を減ら
さざるを得ない中で、いかにモチベーシ
ョンを維持してもらうかが課題だとこぼ
す。
損保ジャパンは、シニアが活動するに
はキャリア・マインドをいかに変られる
かが大事だと言っています。同社はセカ
ンドキャリア支援プログラムなどの研修
を通じて、社員自身がどのように働き、
人生を送りたいのかを決めさせる。シニ
ア社員も現役世代と同様に目標を立て評
価する。評価に応じて収入も変わる仕組
みで、目標や評価がないとやる気の喪失
に繋がると言っています。

『インフレ手当』
物価上昇が収まらないなか、従業員の生活を支援する特別手当として「インフレ手
当」を支給する動きが広まっている。
■ＩＴ大手のサイボウズ（東京都）は 1000 人を対象に、昨年７月に最大 15 万円の特
別手当を支給した。
■家電量販店のノジマ（横浜市）は、７月から 3000 人を対象に毎月１万円の「応援
手当」を支給始めた。
■光学部品を手がけるオキサイド（山梨県）は役員を除く全従業員 240 人を対象に、
一律３万円の賃上げ（インフレ手当）を 12 月給与から実施する。
■中華料理「大阪王将」を展開するイートアンドホールディンクス（大阪市）は、
社員 480 人に対し、10 月から月額 8000 円の「インフレ手当」を給与に上乗せする。
■東北銀行（岩手県）は、2023 年１月に臨時手当（インフレ手当）３万円を支給す
る。
帝国データーバンクの調査では、従業員に特別手当を支給した企業は 6.6%、支給
を予定している企業は 5.7%、検討中は 14.1%で、４社に１社 26.4%はインフレ手当に
取り組んでいる。一方支給する予定はないは 63.7%となった。
支給方法と支給額では、一時金が 66.6%、月額手当が 36.2%で、平均支給額は約５
万 3700 円で１万円～３万円未満(27.9%)が最も多かった。
帝国データバンク 2022 年 11 月調査

【世相川柳 】
●父帰る 一番喜ぶ イヌのポチ
● FAX は 明日には着くかと 上司聞き
●おじさんは スマホ使えず キャシュです
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●いい家内 10 年たったら おっ家内
●ドットコム どこが混むかと 聞く上司
●ジジババも 子育て参加 ワンチーム

『行政情報』
「残業代の割増率５０％に」
2023 年 4 月から全ての会社を対象として、月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率
が 50%に引き上げられます。
長時間労働の抑制を目的として、1 ヶ月の時間外労働（1 日 8 時間・1 週 40 時間）につ
いて 60 時間以下の場合は大企業・中小企業ともに 25%です。しかし、60 時間を超える際
の割増賃金率については、2023 年３月 31 日までは大企業では 50%、中小企業は 25%でし
たが、23 年 4 月からは中小企業においても 50%に引き上げられます。

「育児休業等期間中の保険料の免除の見直し」
■育児休業期間中の保険料の免除とは
被保険者から育児休業又は育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合
に事業主からの届出により、育児休業等期間中の社会保険料が免除となる制度です。
■毎月の報酬にかかる保険料免除要件の見直し
改正前（令和４年 9 月 30 日以前に開始した育児休業等）
育児休業等開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険が免除
されたため「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月のときは、
保険料の免除を受けることができませんでした。
改正後（令和 4 年 10 月 1 日以降に開始する育児休業等）
育児休業開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除
されることに加え、「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月
であっても、日数が 14 日以上であれば保険料の免除を受けられるようになりました。
■賞与にかかる保険料免除要件の見直し
改正前（令和４年 9 月 30 日以前に開始した育児休業等）
月末が育児休業等の期間中である月に支払われた賞与にかかる保険料の免除を受けるこ
とができました。
改正後（令和 4 年 10 月 1 日以降に開始する育児休業等）
1 ヶ月超の育児休業等を取得したときに限り、月末が育児休業等の期間中である月に支
払われた賞与にかかる保険料の免除がされるよう見直しされました。
２月１８日（土）

日本特殊陶業市民会館

演題 「電子帳簿保存方法の概要」
演題 「最近の労働トラブル事例 etc」

特別会議室

講師
講師

３月１８日（土） 日本特殊陶業市民会館 特別会議室
演題 「未定」
講師
演題 「統一教会と政治家の問題点（Ⅱ）」
講師

13 時より

高藻啓充氏
梅田静可氏
13 時より

川澄琴枝氏
弓田清左衛門氏

「私の独り言」
10 月 22 日小学校の運動会でした。従来ですと我が子の活躍ぶりをカメラに収めようと
多くのカメラマンが殺到するためカメラ席を設けました。今はスマホでも写す事は一切禁
止しています。我が子のみ撮影可。通学団の風景をスマホに収めようとすれば、警察に通
報され、パトカーがサイレンを鳴らしてきます。なにがいけないのでしょうか。
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