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【第3話】

♪～ウサギ（美味し？）追いし彼の山～♪の“ウサギ”さんのお話！
ネクタイをゆるめて読める話

011年からもう半年経ちましたが、今年の干支は「卯」
（うさぎ）です。3/11、東日本大震災からの一刻も早い

経済復興を誰もが願っている中で、チョット癒し系のお話を…。
支にちなんでなのかペットショップ業界では例年をはるかに
上回るウサギさんの購買率！大いなる追い風が吹いて

いるところです。その愛らしさは癒し系の代表格として、心を
癒してくれるのでしょうか。

来、ウサギとヒトとの関わりは古く、狩猟の対象として
皮革加工や食肉とされてきました。飼いウサギは欧州を

原産とするアナウサギを品種改良し、日本には17世紀前半
（江戸時代）に、オランダ人が日本に連れてきたと伝えられて
います。明治時代には白色で赤い眼をしたジャパニーズ・
ホワイト（日本白色種）と呼ばれる種類が主流になりました。
余談ですが、太平洋戦争中にはアンゴラウサギの飼育頭数が
世界一になりました。これは食料の確保と兵隊さんの防寒着
作りのために飼育が奨励されていたためです。

生の世界では「ノウサギ」は草原や半砂漠地帯、雪原、
湿原に分布し、「アナウサギ」は地中に複雑な穴を掘って

棲息しています。食性は草木の葉、樹皮、果実などを摂取
します。胎生(たいせい)で妊娠期間は多くの種類が30日～
40日。平均体温は38℃～40℃とかなり高めなんです。

ットショップでは多くの種類が何とも言えない愛くるしい
瞳で「どうぞ私を買って下さい」と訴えています。家で

飼えない小生には、見ているだけでも充分癒されますが・・・。
なみに当所総務企画部ではピーターラビットの切手が
ブームになっています。皆様への郵便物にも癒しの

ウサギさん切手がついているかもしれませんよ☆

続・よもやまばなし

雇用を育み、地域社会に貢献する

豊田市の
有効求人倍率・・・0.51（全国0.63）

対協通信雇

豊田市雇用対策協会では会員を募集しています。詳細は下記まで
〒471－8506 豊田市小坂本町1－25 豊田商工会議所内 3F　TEL 0565－34－1999　FAX 0565－34－1777
E-mail koyou@work-toyota.com　URL http://www.work-toyota.com/　担当 加納、山本
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経営者のための人事労務管理講座（全12回）

めいなん税務相談室（全10回）

海外Q&A

管理職の「人事労務管理力」は企業競争力の源泉

海外駐在員の課税について

管理職の「人事労務管理力」（上）

＜プロフィール＞

近藤圭伸（こんどうよしのぶ）
愛知県生まれ
社会保険労務士法人
デライトコンサルティング 代表社員
自らも会社社長でありながら、社会保険労務士
として「誠実・愚直・感動」をモットーに、経営を
見据えた、中小企業の人事労務管理支援に
邁進。人事労務に関する講演、執筆活動におい
ても活躍中。

　これから3回にわたり、管理職の「人事労務管理力」について
ご紹介します。まず、人事労務管理力の定義ですが、次のように
定めます。「人事労務管理に関する知識と実践をもって、部下との
信頼関係を築き、個人と組織の成長に貢献する力」。もう少し
言い換えますと、「管理職が部下との対話などを通じて人事労務の
リスクを予防すると同時に、部下の成長支援を通じ組織の発展
（結果としての業績向上を含む）に貢献する」というものです。
　この人事労務管理力という用語自体は一般的に普及して
いるものではなく、私どもが命名したものです。
　私は、管理職がこの人事労務管理力を職場で発揮することが
できれば、会社を根本から元気にすることができると確信して
います。現在日本では、労使間における民事上のトラブルが
絶えず、経営者と社員の信頼関係や仲間同士の連帯感が
失われつつあるように思います。また、心の病（うつ病など）に
陥る人もますます増加の傾向をたどっています。管理職の人事
労務管理力は、このような閉塞的かつ病的な組織の状況を
打破できる力を秘めています。
　これからの時代、企業が生き残りをかけて継続的によい製品・
サービスを顧客に提供していくためには、Ｍ＆Ａやマーケティング
戦略なども大変重要ではありますが、実は人事労務管理力養成の
取組みこそが、中長期的な企業の競争力そのものに大きく影響

するものと考えます。
　経営者は管理職の人事労務管理力を養成する取組みを、
早期に行う必要があります。その取組みはすぐには成果と
なって表れてきませんが、３年から５年のスパンで粘り強く取り
組んでいくべきものと考えます。
　努力は必ず報われます。人事労務管理力の養成に取り組んだ
経営者は、厳しい企業間競争に自ずと勝ち抜くことができます。
また、社員の成長と元気な会社作りを通じて、地域社会に愛され
尊敬される会社になることができます。
　人事労務管理力は職場で必要とされる人事労務管理の
「知識」と「実践」の二つの要素からなります。
　『次回は、人事労務管理力を構成する「知識」の要素（具体的な
項目）についてご紹介します。』

日本で勤務していた従業員Aさんが、この度、香港の現地法人へ駐在員として赴任することになり
ました。赴任後は下記の収入が見込まれますが、日本での課税関係はどうなりますか。
❶国内勤務に対する日本企業からの給与　年100万円（日本国内銀行口座に振り込み）  
❷香港の現地法人からの給与　年700万円（香港の銀行口座に振り込み）  
❸父親の会社へ事務所として貸付けた国内不動産からの賃貸収入　年240万円

　Aさんが日本において居住者なのか、非居住者なのかにより日本での所得税の取扱いが異なります（Aさんは
日本国籍を有しているとの前提）。 
　居住者とは、「国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」をいい、居住者以外の
個人が非居住者になります。香港への赴任は一年以上になるものとして回答します（非居住者に該当）。
　非居住者の場合には、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが日本で課税対象とされます。この場合に
対価の支払地は、国内・国外のいずれであるかを問わないこととされ、ご質問の場合、国内勤務に対する給与と
不動産賃貸による所得が国内源泉所得に該当します。具体的には、国内勤務に対する給与と、国内不動産収入に
ついては20％の源泉徴収が必要となります（原則20％ですが、租税条約締結国においては異なる場合が
あります）。香港勤務で得た給与には、日本で源泉課税はありません。
　なお、国内にある不動産の貸付けが一定の所得以上あるときには、「所得税の納税管理人の届出書」を税務
署長へ提出して納税管理人を定め確定申告を行うことになります。
　（一般論によりお答えをしていますので、実際の適用・申告に際しては顧問の税理士等にご確認ください。）

第3回

第1回第1回

職場を元気にするのは管理職
部下と組織の成長に貢献

〈プロフィール〉名南税理士法人…北京から上海、ジャカルタまで海外13拠点を結ぶグローバルネットを生かし、海外進出や
アジアでの展開をサポート。財務や会計を中心に経営全体のバックアップを任せられる心強い味方。詳細は下記HPをご確認ください。
◆名南税理士法人：http://www.meinan-tax.or.jp/
名南税理士法人豊田事務所
お問合せ先：豊田市若宮町2－31 カーニープレイス豊田４F　TEL：0565－37－8820　E-mail：k-saburi@meinan.net（担当：佐分、石垣）
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もしも我が社の
新人社員がドラッカーの

「マネジメント」を読んだら？

昨年来からの空前の「もしドラ」ブーム。６月４日から
映画上映もされ、今や経営学者ドラッカーの著
「マネジメント」は、若者を中心に人生のバイブルの
ような存在です。本物のマネジメントに関わる皆様と
一緒に、その大人の読み方を考察していきます。

参加申込は下記連絡先までご連絡ください。

「もしドラ講演会」
の

ご案内

日　時 平成２３年６月13日（月）　14：00～15：30
場　所 豊田商工会議所　２階多目的ホール201・202
講　師 社労士　大滝 春義 氏
対象者 経営者・管理職者・人事労務担当者

第４７回豊田市雇用対策協会定期総会が、５月１６日（月）に豊田
商工会議所多目的ホールにおいて開催されました。
第１号議案　平成２２年度事業報告並びに一般会計及び
　　　　　 特別会計収支決算の承認に関する件
第２号議案　平成２３年度事業計画（案）並びに一般会計
　　　　　 及び特別会計収支予算（案）の承認に関する件
以上の上程議案は、原案どおり承認決定されました。
　議案審議終了後、優良従業員表彰が行われ、１０社・
１組合から２６名の方々が表彰されました。

第４７回定期総会を開催平成２３年

平成２２年度 一般会計収支決算書 平成２３年度 一般会計収支予算書単位：千円 単位：千円

※小数点以下切り捨て

収入の部

計

決算額 比率（％）
一般会費
特別会費
補助金
雑収入
繰入金

20%
15%
14%
0%
51%
100%

6,565
4,788
4,380

6
16,430
32,169

支出の部

計

決算額 比率（％）
人材確保支援事業費
人材育成定着支援事業費
情報提供支援事業費
その他諸費
管理費
繰出金
次年度繰越金

11%
3%
12%
2%
26%
14%
33%
100%

3,510
872
3,798
803
8,304
4,390
10,492
32,169

収入の部

計

予算額 比率（％）
一般会費
特別会費
補助金
雑収入
繰入金

23%
20%
17%
0%
40%
100%

6,130
5,130
4,380

7
10,492
26,139

支出の部

計

予算額 比率（％）
人材確保支援事業費
人材育成定着支援事業費
情報提供支援事業費
その他諸費
管理費
繰出金
予備費

21%
4%
12%
3%
31%
5%
23%
100%

5,610
1,020
3,150
820
8,176
1,434
5,929
26,139
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役員と優良従業員表彰者

会長あいさつ

さてその種類は・・・
「ネザーランドドワーフ」・・・短毛小型種。好奇心旺盛で活発。
ドワーフとは「小さな妖精」の意。日本では最も人気のある
種類。「ネザーランド」「ピーターラビット」はこれの雑種モデル。
「ロップイヤー」・・・主な品種としてアメリカンファジー・
ホーランド・イングリッシュ・フレンチがある。耳が非常に
大きくて垂れている中型サイズが特徴。
「ドワーフホト」・・・目の周りに特徴があり綺麗なアイラインを
持つ小型種。ネザーランドドワーフが原種。
「レッキス」・・・短毛種で毛の密度は濃く毛皮の質が非常に
よい中型種。温厚でなつっこく、ヒトとも良く遊ぶ。
「アンゴラ」・・・長毛種で大人しく、あまり動かない。現在
生体飼育は行われていないが、神戸市六甲山牧場にて
見ることは可能。
「フレミッシュ・ジャイアント」・・・ノウサギを原種として品種
改良版。大型のウサギ。大人しい性格。
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