
社会保険労務士法人 シャイン
2022年11月 web通信
「確認しておきたい

給与計算・社会保険の基本︕」

令和４年11月29日
※聴講者はカメラ・マイクオフでお願いします
※質問は常時「チャット」にてお受けします

※終了時 アンケートへのご協⼒もお願いします︕ 1



講師紹介
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★プロフィール
中村 仁（特定社会保険労務士）
趣味 ギター、映画鑑賞、ちょっとだけゴルフ

★社会保険労務士法人シャイン
経営理念 輝く「人財」づくりに挑戦し続け

お客様と「喜び」「幸せ」を共有する
事務所所在地 ⼭梨県⾝延町
社歴 平成２２年１０⽉開所（平成２８年１０⽉法人化）
事務所体制 社労士２名、職員２名 計４名

★事務所の特徴
・⼭梨県、静岡県で相談実績3００社以上。
・労務管理に特化、トラブル予防型の労務管理を提案。
・「人事のお医者さん（ A4⼀枚評価制度）」

中⼩企業向け人事・賃⾦制度構築のサポート。
・ペーパーレス、テレワークなどを社内のDX化を積極的に実施。

近時はzoomを用いた研修を数多く実施。



本日の内容
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【給与計算関係】
・割増賃⾦の基礎単価の算出⽅法は︖
・割増賃⾦の料率は︖

【社会保険関係】
・社会保険の全体像、保険料について
・社会保険等に関する疑問など



割増賃⾦の基礎単価の算出⽅法は︖

4

（注３）は独⾃の計算⽅法を取っている会社があるので再確認︕
⽉給制を取る会社は⾃社の「年総労働時間、月平均所定労働時間」を
知っていないと計算は出来ない︕

【例】所定額÷⽉平均労働日数÷１日時間…など



月の所定賃⾦額とは︖
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基本給、その他 通常支払う手当などの合計

【例】
月給 ２０万円
家族手当 ３万円
資格手当 ２万円
通勤手当 １万円
時間外勤務手当 ２万円…×
休日勤務手当 １万円…×

計 26万円で⽉平均所定が173Hなら1,503円が基礎単価
法的には家族、通勤は除いてよいので、1,272円

※歩合・成果で払うようなものは基本、所定賃⾦に含まれる
（次頁参照）



割増賃⾦ 基礎単価から除ける手当等
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実務的には①、②、⑤、⑥、⑦
がよくある

「かつべしじゅうりいち」

「限定列挙」なので、これ以外の手当は原則除けない︕

成果・歩合などで⾦額が増減する手当は基礎単価への影
響もある為、基礎単価に含めるか、賞与などの⼀時⾦で
処理を検討。

例 皆勤手当、販売手当（販売量に応じて）、
現場手当（現場に出た回数）など



手当支給時の注意点
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３つとも「⼀律」の
ような扱いは除外不
可。

住宅手当は除外出来
ないものを除外して
しまい、未払い賃⾦
の上乗せをされる
ケースが多い︕



割増賃⾦の料率は︖
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出所︓厚⽣労働省「割増賃⾦編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf



実際の計算について
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週40H超は漏れがち

1.35は週１日の
（法定）休日勤務のみ



月60時間超の割増率変更（2023.4〜）

10



月60時間超の割増率変更（2023.4〜）
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月60時間超の割増率変更（2023.4〜）
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規則上の注意点等
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①１時間単価は下記の計算により算出する。

（基本給＋通勤手当+家族手当）÷⽉平均所定労働時間

②次の場合、割増賃⾦を支給する。
所定労働時間を超えて働かせる場合、1.25…

⇒法定労働時間︖

所定休日に働かせる場合、1.35…
⇒法定休日︖

※規則に規定することで、法律を上回る措置を労働契約に
盛り込むことになる。



「社会保険」の定義
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社会保険とは︖
病気・ケガ、⽼後の資⾦不⾜、失業などの国⺠⽣活における万が⼀のリスク
に備えるための公的保険制度。
日本国憲法第25条1項に定められている「すべて国⺠は、健康で⽂化的な
最低限度の⽣活を営む権利を有する。」の精神のもと、国⺠に「最低限度
の⽣活を保障」するために、リスクに備えるのが社会保険の目的。

【 「広義」の社会保険 】
「狭義」の社会保険

①各種年⾦保険（国⺠年⾦、厚⽣年⾦…）
②医療保険（健康保険、国⺠健康保険）

③介護保険

「労働保険」
④雇用保険
⑤労災保険



社会保険に関する全体像
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各種保険料（R4.11月現在）
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保 険 全 体 事業主負担 従業員負担

労災保険（業種による） - 2.5〜88／1000 なし

雇用保険（業種による） 13.5〜16.5／1000 8.5〜10.5／1000 5〜6／1000

健康保険（⼭梨県） 9.66／1000 48.3／1000 48.3／1000

介護保険（全国同⼀） 16.4／1000 8.2／1000 8.2／1000

厚⽣年⾦保険 183.00／1000 91.50／1000 91.50／1000

労災保険 雇用保険 健康保険
（介護保険込） 厚⽣年⾦ 児童手当 合 計

事業主負担 600円 1,700円 11,300円 18,300円 720円 32,620円

従業員負担 負担なし 1,000円 11,300円 18,300円 負担なし 30,600円

合 計 600円 2,700円 22,600円 36,600円 720円 63,220円

■月給２０万円の保険料（⼭梨県︓⼩売り・介護保険あり）



保険料の清算
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【社会保険】
毎月当月分を翌月末日に徴収

●保険料の決定
定時決定…毎年４〜６月支給の賃⾦額で決定⇒９⽉反映
随時改定…標準報酬 ２等級以上の変更（次ページ）

●保険料の改定…毎年３月に健康・介護保険料の改定

【労働保険】
毎年７月に労働保険 年度更新により清算
確定保険料の清算と概算保険料の先払いを⾏う

●保険料の決定・改定
確定保険料…前年４⽉〜３⽉までの賃⾦額×保険料
概算保険料…４⽉〜翌年３⽉までの賃⾦⾒込額×保険料



標準報酬月額表
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社保 随時改定（月額変更届）
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■保険料の変更は固定的賃⾦変動月から４カ月後
例︓⽉額20万円の⽅が、８⽉支払いから24万円に昇給

８〜１０⽉の平均が2等級アップ⇒11月保険料（12月末納⼊）から変更

【固定的賃⾦の変動例】
・昇給（ベースアップ）、降給（ベースダウン）
・給与体系の変更（日給から⽉給への変更等）
・日給や時間給の基礎単価（日当、単価）の変更
・請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
・住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更



R4.10〜 雇用保険料率 変更
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労働保険の算定基礎賃⾦報告
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支給⽉ではなく、当該⽉の労働に支給される賃
⾦を記入。
【例】
令和３年４⽉の欄には「令和３年４月１日〜
４月３０日」の間の労働に関する賃⾦を記入。



社会保険 被保険者の加⼊要件
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保険種類 加⼊要件

労働保険

労災保険 特になし

雇用保険

①３１日以上引き続き雇用されることが⾒込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が３１日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、３１日未満での雇⽌めの明⽰がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が３１日以上

雇用された実績がある場合
②１週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

社会保険

健康保険
（介護保険） 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

（例︓１週の所定労働時間が４０時間であれば、週３０時間以上勤務者）
※介護保険は４０歳〜６４歳の間、加入。
※⼀定の要件を満たす場合は、短時間労働者に対する被保険者制度あり。

厚⽣年⾦保険



社会保険 加⼊要件にかかる注意点
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２カ⽉以内の契約すべ
てがNGではなく、あく
まで契約更新がありう
る２カ⽉契約はNG



社会保険 短時間労働者（週２０時間以上）の社保加⼊

24

【被保険者の要件（強制・任意共通）】
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)継続して２カ月を超えて使用される⾒込みあり
(3)賃⾦の月額が8.8万円以上であること
(4)学⽣でないこと

厚⽣年⾦保険の被保険者（短時間労働者を除
く）の総数が常時100人を超えるか︖
※100人超は令和４年１０⽉〜

強制適用
はい

いいえ

厚⽣年⾦保険の被保険者数100人以下の企業に属する
適用事業所で「短時間労働者」が社会保険に加⼊する
ことについての労使合意を⾏った事業所か︖
☞同意対象者の過半数を代表する者の同意、または、
同意対象者の2分の1以上の同意

任意適用
はい



短時間労働者 今後のスケジュール
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保険加⼊のよくある疑問
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Q.会社が加⼊者を選択できるの︖

A.会社は選択できません︕
要件に当てはまるかどうかで判断します。
（その為、意識的な雇用契約は必須）。

適正に加入していない場合、遡っての適用
（保険料等も過去分徴収あり）もある為、
適正な加入が必要。

保険関係は適正に処理しないと、本人が給付
対象なのに、給付を受けられないとなった時
に揉める場面が出てくる。



保険加⼊のよくある疑問
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Q.社会保険料の変更のタイミングは︖

A.当該会社によって異なります。
保険料納入のタイミングが当⽉分翌⽉末
なので、⼀般的には当⽉分を翌⽉支給の
給料から天引きするケースが多いです。

１１⽉分の保険料は１２⽉支給の給料で
天引き⇒１２⽉末納入

当⽉分当⽉天引きの会社は退職のタイミ
ングで返⾦があったりするので、注意が
必要です。



保険加⼊のよくある疑問
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Q.保険加⼊のメリット・デメリットは︖
（特に社会保険）

A.労働者側のデメリットはほぼないと思われます。
デメリットは会社の負担増、本人の手取り減。

・労働保険は「労働者保護」が趣旨ですので、要件を満たす
場合は加入は必須です。

・社会保険は会社の負担増が最も検討される内容︖
・社保加入も本人休業時の傷病手当⾦、出産時の所得補償など。
・厚⽣年⾦の⽅が国⺠年⾦よりも手厚い保護。
・労働者は社保加入を目安にするケースも多い︖



保険加⼊のよくある疑問
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Q.社会保険（健康保険）の加⼊期間と保険料について

A.保険の加⼊期間は原則「月単位」ですが、保険証に
ついては「加⼊日〜喪失日の前日」まで有効。
加入期間（⽉）は加⼊日の属する月〜退職日の翌日を含む月
の前月まで（⽉末退職者は注意）。



保険加⼊のよくある疑問
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Q.○○歳到達日とは︖

A.「○○歳の誕⽣日の前日」となります。

その為、前頁75歳に到達した日＝75歳の誕⽣日の前日
となります。

同じ様な例で「定年は○○歳に達した日」と規定して
いる場合、誕⽣日が11/29であれば、11/28が○○歳
到達日＝定年退職日となり、11/29以降、出勤しなく
てよいことになります。
同じ様な規定で「定年は○○歳の誕⽣日」とすれば、
上記例だと11/29まで勤務となります。



「人事のお医者さん」人事制度構築士
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中小企業向けの「業績向上」を得意とする人事制度。
「人事制度の学校」の人事制度構築士として活動中︕



参加の皆様へ
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■お試し相談（無料）
来所またはzoomによりお受けします。

アンケート、メール、HP、お電話にてお問合せください。

■無料web通信 ご紹介ください︕
実務に役⽴つ情報を毎⽉ご提供します

登録フォーム
https://www.itm-asp.com/form/?3285

【次回web通信 令和5年1月24日（火）】
『人事制度構築士「A4⼀枚評価制度」とは︖』

14時〜15時 参加費︓無料
本日のアンケートから申し込み可能です︕︕



顧問先様はweb通信の録画がいつでも⾒られます︕
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パスワードは別途連絡しております。
ご不明な場合は、お気軽にご連絡ください。



御清聴ありがとうございました︕
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【社会保険労務士法人 シャイン】

職場の安心感の架け橋となり
成⻑する「人・組織づくり」に貢献する

就業規則の⾒直し、賃⾦設計
労務管理など、お気軽にお問合せ下さい。

（顧問契約、スポット対応あり）

TEL 0556-62-2710 FAX 0556-62-3620
http://sr-shain.com/
info@sr-shain.com
LINE ID  shainsr


