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（秘書） ２０２０年４月から民法が変わったと聞

きました。その中でも保証に関することが大きく

変わったと聞いたのですが、何が変わったの

ですか？ 

（岡） さすがよく勉強していますね。世間では

「保証人にだけは絶対になるな！」と言われま

すが、まさにその通りで保証人の負担は非常

に重いものです。しかし、軽い気持ちで保証

人になり重い責任を課せられる方がいたことか

ら、安易に保証人にならないようにしたり、保

証人の責任を明確にしたりするための改正が

行われました。 

（秘書） 具体的にはどのように変わったので

すか？ 

（岡） 例えば、Ａが個人事業を営んでおり、そ

の事業の運転資金に充てる目的で金融業者

から５００万円を借り入れ、Ａの友人のＢがこの

借り入れを保証するとします。改正前の法律で

は、書面等により保証契約が締結されていれ

ばいいので、Ｂの意思確認手続きなどは必要

とされていませんでした。 

（秘書） 親しい友人から保証人になってくれと

頼まれると断れないかもしれませんね。しかし、

保証人になるということはＡの負債５００万円全

額を負担する可能性もあるので軽い気持ちで

保証人になるのは危険ですよね。 

（岡） その通りです。そこで改正民法では、個

人が事業用資金などの借入を保証する場合

に、事前に作成された公正証書で、保証の意

思を表明しなければ保証契約の効力は生じな

いことになりました。 

（秘書） 公正証書は、実際に公証役場に行き

作成してもらうものですよね。確かにそこまで

すれば本当に保証人になっていいか冷静に

考えることができるので、安易な気持ちで保証

人になる人は減りそうですね。でも、毎回公正

証書を作成する必要があるとなると、事業主は

お金を借りるのが大変になるのではないです

か。 

（岡） すべての場合に公正証書作成が義務

付けられているわけではなく、いわゆる経営者

や大株主が保証人になる場合は、公正証書の

作成は必要ありません。多くの場合、まずは事

業主本人が保証人になると思うので、その場

合は今まで通り借入ができます。 

（秘書） なるほど。第三者が安易に保証人な

ることを防ぐものなので、事業主本人が保証人

になる場合は必要ないのですね。 

（岡） そうですね。その他にも保証に関する規

定は色々と変わっているので、気になる方は

一度弁護士に確認した方がいいですね。 

 

 

 

 

東京支部長/弁護士 
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☞このｺﾗﾑは、２０２０年４月のﾒﾙﾏｶﾞで配信されました。 

☞山下江法律事務所 YouTubeチャンネルでは、 

企業法務セミナーの動画などを公開しております。 

ぜひご覧ください。http://urx2.nu/HhMA 

 

KAIRO for BUSINESS 
海路ニュースレター版（for 企業法務）年３回刊 

【Ｑ＆Ａ】そうだ！弁護士に聞いてみよう！ 

《民法改正で保証制度が変わる》 

http://urx2.nu/HhMA
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「再度確認！割増賃金の計算の基礎となる賃金とは」 

社会保険労務士/松本雄介 

  

今回のテーマは、

「再度確認！割増

賃金の計算の基礎

となる賃金とは」で

す。 

 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、所定労

働時間の労働に対して支払われる賃金の全て

になります。ただし、以下の①～⑦については、

労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づ

いて支給されることなどの理由により、割増賃金

の基礎となる賃金から控除することができるとさ

れています（これらについては、例示ではなく限

定的に列挙されているものであり、これらに該当

しない賃金は全て算入されなければなりませ

ん。）。 

① 家族手当（扶養手当） 

② 通勤手当 

③ 別居手当（単身赴任手当） 

④ 子女教育手当 

⑤ 住宅手当 

 

⑥ 臨時に支払われる賃金 

⑦ １カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 

しかし、①～⑤の手当については、このよう

な名称の手当であれば、すべて割増賃金の基

礎となる賃金から除外されるわけではありませ

ん。 

例えば、扶養家族の有無・家族の人数に関

係なく一律支給される家族手当や通勤に要し

た費用・通勤距離等に関係なく一律に支給さ

れる通勤手当、一律に定額支給される住宅手

当などは割増賃金の計算の基礎となる賃金か

ら控除できません。 

特に通勤手当や住宅手当については一律

で支給されているというケースをたまに耳にす

ることがあります。労働基準監督署の調査があ

った場合には遡及して支払うよう行政指導され

てしまいますので注意が必要です。 

 

 
 

☞このｺﾗﾑは、２０２０年３月のﾒﾙﾏｶﾞで配信されました    

弊所は２０２０年４月

１１日に「実務に役立

つ企業法務のポイント

５５」（編著：山下江、発

行：南々社、2,000 円

税込）を出版しました。    

同書は今年４月１日

施行の１２０年ぶりの民

法大改正に対応したも

のです。 

企業法務を扱って２６年、６拠点の法律事務

所（広島、東京、福山、呉、東広島、岩国）を経

営する代表の山下江がこれまでの経験を踏まえ、

また、同所所属の弁護士の協力も得て執筆しま

した。 

企業経営において実務上問題となる法律を知

らない人は意外と多いにも関わらず、これらの人

に向けて必要な法律を１冊で網羅的に説明した

本はこれまで出版されていませんでした。そこで、

企業法務の多岐にわたる分野を詳しくとはいか

なくても、日々の業務に役立つポイントを最低限

知っておきたい５５項目に絞り、一般の人にもわ

かりやすく解説した１冊となっております。 

全国の主要書店やｱﾏｿﾞﾝでご購入頂けます。 

フクシマ社会保険労務士法人 

２０１５年より弊所と業務提携 

書籍「実務に役立つ企業法務のポイント５５」出版 



 

 

YamashitaKo Law Office News Letter 2020/5  vol.43 
                                        Page 3 

 

事務局コラム 第 43 回 「胃と心を満たしたい！」 K . Y 

                 

 

 

 

 
 

フットサル、

ご存じでしょ

うか。 

テニスコー

トよりひとま

わり大きいフィールドに、１チーム５人（ゴ

ールキーパー１人、フィールドプレーヤー４

人）、合計１０人で争うミニサッカーです。フ

ィールドが狭いことから、通常のサッカーよ

りも楽に思われがちですが、人数も少ないで

すし、頻繁に攻守が入れ替わるためサボる暇

がなく、体力の消耗も激しいです。 

 私も定期的にフットサルで汗を流していま

す。 

月に一度、４チームのリーグ戦を行い、半

年あるいは年間の通算成績も記録しています。 

 

 
 

弁護士のほか、公務員のチームや他士業の合

同チーム、民間企業の方も参加されていて、

参加者の業種、職種は様々です。いろんな方

との交流もでき、楽しませてもらっています。 

最近では、参加者のお子さんで小学生の男

の子も参加されています。本格的なサッカー

スクールに通っている強者で、自分が小学生

の時とは比較にならないほど技術に優れてい

ます。私より約３０歳も年下ですが、対戦相

手として対峙するたびに、こちらがきりきり

舞いさせられています。 

 広島にもフットサルコートはいくつかあり、

初心者向けのレッスンやチームに所属してい

ない人でも参加できる試合もあり、比較的気

軽に始められると思います。 

 特に運動不足の方、オススメです。 

☞このｺﾗﾑは、２０２０年１月のﾒﾙﾏｶﾞで配信されました。

旧友が帰省

するたび、非日

常的な気分を味

わいたく少し豪

華なランチに行

きます。お店は

よくフレンチを

チョイスします。

フランス料理なんて自分では作らないですし、

見た目も華やかでより気分が上がるからです。

その下準備には時間をかけます。あらゆる方

法でお店を探しますが、一番頼りになるのは、

母親です。グルメで同じ舌を持つ母親に頼り

っぱなしです。 

オシャレをしてお昼からワインを飲み、楽

しくお喋りをしながら１品目を待つ…その時

間が私はとても好きです。このお魚は○日間

寝かせて・・・と説明されると、この少量の

お魚料理のためだけにどれほどの時間と行程

があったのだろうなんて考えながら頂くと、

感謝しかありません。美味しいものを食べると

笑顔になりますし、友人との会話にも花が咲き、

胃も心も満たされます。 

毎日料理をしていると、なんとな～くローテ

ーションなメニューになりがちですが、私も家

族の胃と心を満たすことができるよう努めよう！

と美味しい料理をいただく度に思うのでした。 

☞このｺﾗﾑは、２０２０年２月のﾒﾙﾏｶﾞで配信されました。 

弁護士 ON・OFF  第 43 回   弁護士 稲垣 洋之 
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※時間外でも相談が可能な場合もありますので、まずは相談予約専用ダイヤルへお問い合わせください。 

◆電話・ウェブにて、初回無料相談実施中！ 

新型コロナウイルスの多方面への影響を考

慮して、個人、企業すべての方を対象に、すべ

ての分野で、電話・ウェブによる初回無料相談

を始めました。お困りごとがございましたらお気

軽にご相談ください。（※但し、セカンドオピニ

オンは有料です。お問い合わせください。） 

◆第２９回企業法務セミナーのご案内 

２０２０年７月９日（木） 

１８：３０～２０：００ 

講師：弁護士/岡 篤志  

「１２０年ぶりの民法大改正！ 

中小企業に与える影響と対

策～対策をしないなどありえ

ない！！～」 

会場：LeReve 八丁堀（中区八丁堀 1-8 ｴｲﾄﾋﾞﾙ

2F） 

受講料：顧問会社様無料、一般の方 4,000円（※） 

※１ヶ月以内に１時間の無料法律相談（税抜１万

円相当）付きです。この機会をぜひご活用下さい。 

☞新型コロナウイルスの拡散状況により、ＷＥＢセミナー

に変更する場合がございます。詳細はHPをご覧ください。 

◆LINE公式アカウント開設 

この度、山下江法律事務所LINE公式ｱｶｳﾝﾄ

を開設しました。誰しもがいつか直面する課題

である「相続」に特化した内容となっており、隔

週程度で情報配信をおこなっていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

HOME>公式ｱｶｳﾝﾄ>検索窓に「山下江」を入力 

◆登録無料！メールマガジン配信のご案内 

毎月第２水曜日に配信しているメルマガは、 

企業法務に関する情報の他、時事情報も掲載 

しております。２０２０年４月のメルマガでは、 

新型コロナウイルスに関する補助金・助成金・ 

融資の情報を掲載しまし 

た。紙面版より早く情報 

が届き、便利ですので、 

ぜひご登録ください。 

☞「山下江 ﾒﾙﾏｶﾞ」で検索

 
 

 

≪広島本部≫          〒730-0012 

広島市中区上八丁堀 4-27 上八丁堀ビル 703 

TEL 082-223-0695 FAX 082-223-2652 

電話受付:平日9時～１８時､土曜１０時～１７時 
 

≪福山支部≫            〒720-0067 

福山市西町 2-10-1 福山商工会議所ビル 5F 

TEL084-993-9041 営業時間:平日９時～１８時  

 

≪呉支部≫              〒737-0051 

呉市中央 2-5-2 ＮＳビル 703 

TEL0823-25-0077 営業時間:平日９時～１８時 

     

メルマガの登録は山下江 ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝで検索 

相談予約専用ダイヤル 0120-7834-09 
 

≪東広島支部≫         〒739-0043 

東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1 

TEL082-423-1511 営業時間:平日９時～１８時 

 
≪岩国支部≫             〒740-0022 

山口県岩国市山手町 1-16-10 山手町ビル 402 

TEL0827-23-3005 営業時間:平日９時～１８時 

 

  ≪東京虎ノ門オフィス≫     〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 1-5-8 ｵﾌｨｽ虎ノ門 1 ﾋﾞﾙ 803 

TEL03-6632-5355 営業時間:平日９時～１８時 

 
 

 

 

 

 

 

 

事務局通信 


