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◆今月のことば◆アンテナは高く、腰は低く
業績の良い会社の社長の共通点は謙虚に人の話を聴き、常にア
ンテナを立てている。腰が低くないとアンテナは高くならない。
暑中お見舞い申し上げます。今年も蒸し暑い日々が続いていますね。
繁忙期を乗り切った喜びとともに、夏の暑さにやられている毎日です (´Д`|||)
さすがに暑すぎるとエアコンかけますけどね ♪(^-^ ) ♪
皆さんはどんな暑さ対策をしてますか？ エアコン・扇風機・グリーンカー
テン・冷却シート・カキ氷・ジュース・服装などいろいろありますが、お化
け屋敷や怪談なんてのもありますね (＞0＜)
私も怖いもの見たさで、たまにホラーを見ますが、やっぱり邦画は怖さの
レベルが違いますね。肝を冷やすどころか、後々尾を引いちゃいます (ToT)
事務所でも霊感（霊能力？）のある家系の人が1人いるので、たまにぼそっ
と発する一言で、皆が涼しくなってます (((ｏﾟДﾟ))｡
(前川）
さて、誰のことですかね？？
人権擁護を掲げて

お客様インタビュー

佐藤法律事務所

今回は、佐藤法律事務所 弁護士 佐藤 辰弥 先生にお話しを伺いまし
た。困っている人を見過ごせない、頼りになる先生です！
―まず、お仕事の内容を教えて下さい。
以前は消費者事件に多く携わっていましたが、近頃では会社の取引や親族間
の事件など、一般民事事件に広く携わっています。特に最近は離婚事件が増
えています。相手への思いが強い分、合理的な解決が難しいので、敬遠され
インタビュアー やすい事案ですが、県内では取扱いが多い事務所だと思います。殺人事件や
坂野
原発訴訟など、弁護士冥利に尽きるような大きな事件にも携わっています。
弁護士 佐藤 辰弥 先生
―今一番力を入れていることはどんなことですか？
配偶者暴力・高齢者虐待・児童虐待など、弁護士だけでは救済出来ない事件について、警察や児童相談所、社会福
祉協議会などの関係各所と連携し、解決に繋がるよう尽力しています。また、事案を検証する会議を定期的に設け、
より強固な協働体制を構築する取り組みも行っています。
―これまで仕事をしてきて嬉しかったエピソードを教えて下さい。
300人、400人という多くの被害者の弁護を受け、その被害者に対し、求める補償を受けさせることができたり、
和解を成立させることができたり、記憶に残るものがたくさんあります。法廷の判決に４回もの拍手が起こった
こともあります。判決に拍手が起こる場面に立ち会えたのは大変貴重な経験でした。
―どういう時に仕事を依頼すれば良いですか。
何か不測の事態が起きた時に、自分では解決できないと思ったらすぐに相談をされることをお勧めします。事態が
こじれると早期に、そして有利に解決することが困難になりますので、早めの対処が必要です。その都度、助言を
させて頂いております。
―最後に、将来のビジョンについて教えて下さい。
後進の弁護士にノウハウを引き継いでいきたいと思います。別の事務所の弁護士
でも、独立した弁護士でも、若手の先生と互いに教え合い、共に学んでいける環
境づくりをしたいと考えています。
―本日はお忙しい中ありがとうございました。
何かお困りごとがありましたら、佐藤法律事務所まで
〒910-0019 福井市春山一丁目1番14号 福井新聞さくら通りビル2階
TEL（0776）27-0288 FAX（0776）24-8888
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従業員が今月末で会社を退職するのですが、
退職後の保険の切り替えについて質問を受け
ました。退職後、どのような手続きが必要で
しょうか？

けいえい
ろうむ
相談室

会社を退職後、切り替えの手続きはいくつかありますが、今回は代表的な、
「年金保険」「健康保険」の切り替えについて詳しく見ていきましょう。
退職

■■年金保険の切り替え■■
厚生年金保険の適用事業
所に再就職する

自営業者、無職等、第2
号・第3号に該当しない人

厚生年金保険等に加入する
方の被扶養配偶者となる

厚生年金保険
(第2号被保険者)

国民年金
(第1号被保険者)

国民年金
(第3号被保険者)

【手続き窓口】
再就職先の所在地を管轄する
年金事務所

【手続き窓口】
住所地の市区役所または町村役
場

【手続き窓口】
配偶者の勤め先の所在地を管轄
する年金事務所

【提出者】
再就職先

【必要書類】
年金手帳または基礎年金番号通
知書

【提出者】
配偶者の勤め先

※厚生年金保険の適用事業所に
再就職した場合でも、勤務時間
または勤務日数のうち、いずれ
かが正社員の3/4未満の場合に
は、第1号もしくは第3号被保険
者になります。

【提出期限】
退職日の翌日から14日以内

退職者が手続き
するのは主に水
色の部分だね！

【提出者】
退職者本人

２．【手続き窓口】
家族の勤め先の所在地を管轄する年
金事務所

■■健康保険の切り替え■■

【提出者】
家族の勤め先

３．【手続き窓口】
住所地を管轄する全国健康保険協
会都道府県支部
【必要書類】
身分証明書、印鑑、退職の事実が
確認できるもの、収入確認の書類
（扶養者がいる場合）
【提出期限】
退職日の翌日から20日以内
【提出者】
退職者本人
４．【手続き窓口】
住所地の市区役所または町村役場
【必要書類】
身分証明書、印鑑、退職の事実が
確認できるもの
１．【手続き窓口】
再就職先の所在地を管轄
する年金事務所
【提出者】
再就職先

【提出期限】
退職日の翌日から14日以内

日本年金機構HP参照

【提出者】
退職者本人

◆ ◆ ◆ ワンポイントアドバイス ◆ ◆ ◆
退職後、すぐに仕事をするのかしないのか、配偶者の扶養になるのかならないの
かといった状況によっても、様々な選択肢が考えられます。不明な点は各種機関
に問い合わせ、自身の生活スタイルに合わせた制度を利用しましょう。
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知っ得情報

マイナンバー制度における実務的対応

前回は、マイナンバー導入における対応スケジュールをお伝えしました。マイナンバーに関する問い
合わせが日に日に多くなっている弊社ですが、マイナンバーに関して必要な実務を数回にわたりお伝
えしますので、ぜひご覧ください。
■■マイナンバーの対象者の洗い出し■■
確実に押さえておきたい９つの実施事項に従い、解説していきます。今回は３つの対策について
お伝えします。(前号もご確認ください)

１．マイナンバーの情報収集
弊社からの情報提供も含めてマイナンバーにおける対策など情報を収集しましょう。

２．マイナンバーの対象者の洗い出し
マイナンバーの対象者を洗い出しておきましょう。対象者は幅が広いです。
①従業員（役員、パート、アルバイト）とその家族
対象者

概要

従業員

正社員のみならず、パートタイマーやアルバイト、役員も対象となります。
また扶養家族の方も対象です。

内定者

正式な内定通知が行われ、入社に関する誓約書を提出した場合等、確実に雇用
されることが予想される場合はその時点でマイナンバーの提供を求めることが
できます。その時点で対象となります。

派遣労働者

派遣労働者は派遣会社と雇用契約が結ばれていますので、派遣先企業ではマイ
ナンバーを利用する事務は発生しません。
そのため、マイナンバー提供の対象外となります。

海外転勤者

日本国籍を持つ人でも、住民登録がないとマイナンバーは対象外となります。
但し、海外に転勤していても住民登録があれば対象です。

外国人

外国人であっても、日本に3ヶ月以上滞在する場合は、市区町村に住所が置か
れ、マイナンバーが割り当てられます。よって対象となります。

②報酬や料金、賞金等の支払調書対象者
専門家等への報酬・謝礼の支払いで、「支払調書」の発行者が対象者となります。
例）弁護士、税理士、社会保険労務士への報酬、個人への講演料、原稿料など
③不動産関係の支払調書
・不動産賃貸における使用料等の支払い調書
・不動産等の譲受けの対価の支払い調書
・不動産売買又は貸付のあっせん手数料等の支払い調書
④株主等への配当、剰余金の分配と基金利息の支払い調書

マイナンバーは、不正利用防止
のために厳格に管理をすること
が求められています。そのため、
会社は従業員に対して、その利
用目的・収集方法を具体的に周
知させる必要があります。

３．従業員へのアナウンス、利用目的の周知
従業員の方へのマイナンバー制度のアナウンスと利用目的を周知します。
従業員の方には「マイナンバーって何？知らない！」という方もいらっしゃいますので
前もって説明をしておきましょう。
なお、利用目的の例としては、次のようなことが該当します。
(1)健康保険・厚生年金保険関係届出事務
ご不明な点は…
(2)雇用保険関係届出事務
☎0776(58)2470
(3)労働者災害補償保険法関係届出事務
北出経営労務事務所
(4)国民年金第三号被保険者関係届出事務
担当：北出まで
(5)給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
Copyright北出経営労務事務所All Rights Reserved.

三国花火大会
☆日時☆8月11日(火)19:30〜20:30☆場所☆坂井市三国サンセットビーチ
２尺の打ち上げ花火、仕掛け花火、スターマインなど、約7000発♪

8月の
おしらせ

お出かけ情報

第66回 とうろう流しと大花火大会
☆日時☆８月16日(日)18:30～とうろう流し 19:30～花火大会
☆場所☆気比の松原
赤・青・黄のとうろうが漂うなか打ち上げられる10,000発の花火♪

若狭たかはま漁火想2015
☆日時☆8月22日(土) 20:00～(イベントは16:00～)☆場所☆若宮海水浴場
ドラゴン花火や水中花火などが見ものの福井県大飯郡高浜町の花火大会。
海岸や街中に設置された1万1000個のキャンドルとともに、次々と広がる
見事な扇形の水中花火が楽しめる♪

夏期休業の
お知らせ

当事務所は、8月１３日（木）から１６日（日）まで夏期休業期間となっております。
８月１７日（月）からは通常通りとなります。手続き等、お急ぎの場合はお早めにご
連絡ください。よろしくお願いいたします。

賞与支払届
の提出

賞与を支給した場合は、5日以内に「賞与支払届」を、年金事務所及び厚生年金基金
に提出します。また、賞与支払予定月等に賞与の支払が無かった場合でも、総括表の
提出が必要になりますので注意が必要です。

夏の曲といえば？？
所
長

北
出
慎
吾

夏ソングと言えば、私の中ではTUBEとサザン。これが2大巨塔です。
その中でもTUBEの「夏を抱きしめて」を聴くと、あ～夏だなあとつくづ
く感じます。(^o^)／特に車の中で聴くと、ついつい口ずさんじゃいますね。
歌詞も好きですが、曲のテンポが気持ちを盛り上げてくれます。
ちなみにサザンオールスターズの名曲「TSUNAMI」も外せません！！！

夏の曲・・ではないかも知れませんが、毎年この季節になると頭の中に流
れてくるのは、高校の蒸し暑い体育館でバスケをしていたときに流行って
いたスラムダンクの曲で、大黒摩季の“あなただけ見つめてる”とBAAD
の“君が好きだと叫びたい”ですね @(^-^)@ だから、毎年のようにこの時
期に漫喫でスラムダンクのコミックも読むことになります ｐ(*^o^*)ｑ
「あきらめたらそこで試合終了だよ」安西せんせーサイコー (≧∇≦)ﾉ

坂
野
孝
太

賢

私が選ぶ夏曲と言えば、今は解散してしまいましたが、Whiteberryの「夏
祭り」ですね。すごくベタですが、青春真っ只中の歌だったので、思い入
れがありますね。後はそうですね～、ポルノグラフィティの「アゲハ蝶」
もいいですね～。ラテン系でアップテンポな曲調は、夏が来た！！と思わ
せてくれる一曲です♪想像しただけでテンションが上がってくるので、本
日、爆音にして聴きたいと思います！！（笑）

「なつメロ」って良く言いますが、ずっと「夏メロ」だと思ってました。
「懐メロ」だったんだ＼(◎o◎)／って言うのがつい最近の話です。さて、
暑い夏には涼やかな歌声を聴きたくなります。先日どこかでかかっていた
dreams come true の“あの夏の花火”を聴いて、心地よく夏を実感した
や否や、酷暑で既にヘトヘトです<(_ _)> やはり耳からの涼では、体感の暑
さには敵いませんね(*_*)

高
間
亜
希

前
川

山
腰
沙
緒
里

夏の曲かどうかは分かりませんが、Def Techの「My Way」からの
「Catch the Wave」あたりが夏～って感じがしますね(*^_^*)青春時代に
友達とキャッキャ言いながらよく聞いていた曲です(*^^)オレンジレンジな
んかも懐かしいですね(๑´ㅂ`๑)みんなでノリノリで歌いながら鷹巣海水浴場
に向かった楽しい記憶があります(^^)♪懐かしい・・・・(๑´ㅂ`๑)
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