
ね!!所長!! 

・・・。 

随分と涼しくなってきましたね（*^∀^*） 
先日、普段は作業スペースとして使用しているテーブルの下の片づけをしました♪ 
結構なスペースがあるのでついついそのテーブルの下に荷物を詰め込んでしまいます(-_- ;) 
ちょっと場所を借りるだけ、とりあえず置いておこう…が積み重なって大変な事に(ﾟ□ﾟ;)!! 
目に付くものから引っ張り出してみると、必要なのか不要なのか分からない物がたくさん 
出てきました(*_*)勝手に処分する訳にもいかないので、長い期間使っていないんだろうな 
と思われる物を、倉庫スペースへせっせと移動♪それだけでも随分すっきりしました（*^_^*） 
すっきりすると、どこに何があるかすぐにわかるからお仕事もはかどります♪普段から綺麗に
しておくってすごく大切なことですよね(*^_^*) ね！所長(笑)           (高間) 
 

 

―状況によってお客様自身が住み分けなさっているのですね。どういう時にお仕事をお願いしたらよいですか？ 
車のキズ・へこみなどまずはお気軽にご相談ください。３分でお見積をお出しするので、そこから決めて 
頂いて結構ですよ。 
―御社は創業６５年と長い歴史をお持ちですが、今まで仕事を通して、一番感動したことを教えて下さい。 
１５歳から住込みで働き、６５歳まで無欠勤で塗装一筋５０年の職人が一番最後の仕事に自分の愛車を 
自分で塗装して、きちんと代金を払って勇退していきました。一流の職人のプライドを感じ敬意を払った 
ことが一番感動したことかなぁ～。 
―最後に１０年後のビジョンを教えていただけますか。 
現状維持が難しい時代、車も日々進化して変わる可能性があります。１０年前も今の状況は想像つかなかったけど、やっぱり
同じことをやっている。だから１０年後も今まで長年培ってきた技術と信頼で、板金塗装一筋、同じメンバーで時代に合った
仕事をしていたいですね。 
―お話からも、皆さんが誇りを持って仕事をなさり、６５年の実績と確かな技術でお客様から支持されて 
いることが、とてもよく伝わってきました。本日は貴重なお話ありがとうございました。 
            

今回は、ラジオCMでもおなじみ、福井市南部にある株式会社エヌズキャップ様を訪ねました。 
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今月のことば●自ら変化を創りだせ 
問題を外部環境のせいにするのではなく、自ら解決に向けて行動することで周りを
取り巻く環境が変わる。まずは第一歩を踏み出そう。 
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―（橋本）まず御社のお仕事の内容を教えていただけますか。 
自動車の板金塗装です。車のキズ・へこみ・事故など色々なパターンが 
ありますが、主な仕事は車の修理屋さんです。 
―車のキズ・へこみは気になりますからね。お客様はどのような方が多いですか？ 
主に個人のお客様ですが、ディーラーさんからの依頼もあります。また、ありがたいことに 
リピーターやご家族・ご友人からの紹介が多いですね。当社では必ず先にお見積をお出しし 
て、お客様のニーズに合った修理内容にしています。お客様ご自身が修理内容や部品などを 
選ぶので、満足度が高いんです。 
―そうなんですね。自分で修理内容が選べるのは安心ですね。ところで御社には「エヌズ
キャップ」と「カーコンビニ倶楽部」の二つの事業部がありますが、違いはありますか。 
老舗の「エヌズキャップ」は、時間やコストがかかっても丁寧に仕上げたいお客様に、 
「カーコンビニ倶楽部」は、なるべく早く・安く仕上げたいお客様にと、お客様の立場や 
ニーズに応じて対応しています。 

  お客様インタビュー      株式会社エヌズキャップ様 

創業６５年の信頼と年間１，０００台以上の実績を誇る 

 株式会社エヌズキャップ様のHPはこちら http://www.nscap.co.jp/ 
 

インタビュアー：橋本 



先日、休日に働いたので代わりに平日に休みをとりました。 
このような時、私の会社では「代休」と言います。 
でも、知り合いの会社では「振替休日」と言うそうです。 
「振替休日」と「代休」に何か違いはあるのでしょうか。 

■■振替休日と代休とは？■■ 

 「振替休日」と「代休」の違いを具体的に挙げてみました。  
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★１…労働基準法で、「毎週少くとも１回の休日を与えなければならない。又は、４週間を通じ 
   ４日以上の休日を与なければならない。」と定められています。 
★2…労働基準法で、「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、割増賃金 
   （時間外…２５％、法定休日…３５％、深夜…２５％）を支払わなければならない。 」 
   と定められています。 

1分間ろうむスタディ 

「振替休日」と 
「代休」って違うんだ。 一般的にあまり区別されないまま運用されている

けどね。一番のポイントは、その日が休日か労働
日かということだよね。ここを明確にしておかな
いと給与計算が大変なことになるよ。 

 
このように「振替休日」と「代休」では明確な違いがあります。 
今後、前もって休日出勤をすることが分かっている場合には、事前に
指定して同じ週に休んでもらうほうが良いですね。 

❤❤社労士さとうのワンポイントアドバイス❤❤ 

よく「代休」という言葉を耳にしますね。一般的に「振替休日」も「代休」も同じ意味で使わ
れているようですが、本来は明確な違いがあります。 
では、どのような違いがあるか確認してみましょう。 

6日(日)出勤します。 

では、6日の休みを 
9日に振替えて下さい。 

6日(日)出勤しましたので、
9日代休いただきます。 

分かりました。 

就業規則に休日の振替を行う旨を定めること 

振替休日 代 休 

時間外・休日労働に関する協定届を提出すること 

・同じ週で振替えた場合、割増賃金はなし。 
 ただし、出勤日が増えた週の労働時間が 
 ４０時間を超えた時間は時間外手当として 
 125％の割増賃金を支払う。（ ★2） 

１週１日以上の
休日を確保する
こと（ ★１） 

・法定休日の場合、 
 １３５％の休日労働手当を支払う。 
・休んだ分の賃金の支払いはなし。 
 （※ただし就業規則等により異なります。） 

休日を
指定 

 社員 

総務部長 

 社員 
総務部長 



１０月になると、４月に入社した新入社員に年次有給休暇が１０日間与えられます。 
この時期、年次有給休暇についてどのような管理方法が良いのかお問い合わせを 
いただくこともありますので、いま一度管理方法について整理してみましょう。 

 知っ得情報 年次有給休暇の管理方法 

   

 

 

■■年次有給休暇の条件■■ 
  年次有給休暇が与えられる労働者の条件は次の２つです。 
  ①勤務開始の日から６か月間継続して勤務していること 
  ②全労働日の８割以上出勤した労働者 
  ※「８割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。 
   ・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間 
   ・育児休業、介護休業した期間 
   ・産前産後の休業した期間 
  具体的には、雇い入れから次の勤務年数に応じて年次有給休暇の日数が決まっています。 
 
 
 
 
 
 

■■年次有給休暇の管理方法■■ 
  年次有給休暇の管理方法は大きく2つあります。 
 
  ①入社日を基準に管理する方法 
  
                           
 
 
 
 
 
  ②基準日を設け、管理する方法 
  
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 いずれの場合においても自社でどのような管理方法にするのか、ルールをしっかりと決めておき 
 ましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

年次有給休暇の時効は２年間。 
最大で４０日までの日数分が 
与えられる。 

☎０７７６（５８）２４７０ 
北出経営労務事務所 
担当：北出まで 
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勤続年数 ６か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月 

日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

勤務時間の短いパート労働者さんでも正社員に
比べ日数は少なくなりますが、時間に応じた 
年次有給休暇が発生します。パートさんの実態
に合わせた就業規則が必要になりますので、 
詳細はお問い合わせくださいませ。 

4月1日 

4/1 6か月 10/1 

（例）４/１入社 

６か月経過 
※有給休暇の権利発生 

１０/１ 

例えば 4月1 日に入社した者が10日の年
次有給休暇の日数を与えられるのは10月
1日と 
 いうことになります。 
 その後継続勤務1年を経過するごとに上
記の表にしたがって年次有給休暇が与え
られます。 
 この例によると、毎年10月1日が「基
準日」となります。 
 ただし、社員によって入社日が違うこ
ともあるため、人数が多いと管理が複雑
になることも 
 考えられます。 

 

例えば、10月1日を統一した基準日とし
ます。この統一基準日のポイントは、い
ずれの 
 入社日においても、労働働基準法で定
める基準を下回らないことです。（6か月
で10日という基準） 
 よって年に1回、10月1日に基準日を設
定する際には、 
１．基準日までの期間が6ヶ月に満たない
4月1日から9月30日までに入社の社員 
  基準日である10月1日に初年度の10
日の年次有給休暇を与える 
２．それ以前の前年10月1日から当年3月
31日までに入社の社員 
  基準日である10月1日よりも前に6ヶ
月が経過してしまうため、少なくとも6ヶ
月を 
  経過した時点で10日の年次有給休暇
を与え、10月1日に2年度目の年次有給休
暇である 
  11日を付与する必要があります。 
 
以上のように基準日を設定すれば基本的
に年に1回、年次有給休暇の日数管理を行
えば良いので事務負担の軽減を図ること
ができますが、前述のように労働者に
よって前倒しで与える必要があるため、
法定の日数に比べ、日数は確実に増加し
ます。 
また入社日による社員間の不公平（10月
1日基準日の場合、3月31日入社の者は
10月1日の時点で21日、4月1日入社の
場合は10日の有給付与とな り、たった1
日の入社日の違いによって、11日も年休
日数が変わることになる）が発生するな
ど、問題も少なくありません。よって実
務的には基準日を年に1 回とするのでは
なく、初年度の年休が6ヶ月で付与される
ため、年に2回の基準日設定をするなどの
工夫が必要となります。 

１０/１ 
基準日 

① ４月１日から９月３０日までに入社の社員 
 →１０月１日に初年度の１０日分の権利が発生。 
② １０月１日から３月３１日までに入社の社員 
 →基準日である１０月１日より以前に６か月が 
  経過するため、初年度は６か月を経過した 
  時点で１０日分の権利が発生。 
  次の１０月１日に２度目の権利が発生 
  （２年目は１１日） 

【注意点】  
◆初年度だけ注意すれば、事務負担は   
 軽減される。 
◆労働者によっては法定以上の日数が 
 与えられる。 
◆入社日による社員の不公平感がある。 
  
⇒年2回の基準日設定で対応するなど 
 工夫が必要 

【注意点】 
◆社員ごとに有給休暇の発生日が違う 
 可能性がある。（中途入社） 
◆人数が多いと管理が複雑になる。 

（例） 



  
今年は１０月８日（月）が体育の日ですね。 
この体育の日は「スポーツに親しみ、健康な心身をつちかう」 
ための国民の祝日で、もともとは１９６４年１０月１０日の東京 
オリンピック開会式を記念して１９６６年に制定されたものです。 
そもそも１０月１０日は観測史上晴れる確率の高い晴れの特異日
だったことから開会式がその日になったそうですよ。 

１０月の 
おしらせ 

最低賃金が 
変わりました。 

福井県の地域別最低賃金は、６９０円に変わりました。（平成２４年１０月６日より） 

※特定の産業には産業別最低賃金が定められています。 
詳しくはこちら 
http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=17 

 
 

厚生年金の 
保険料が  

変わりました。 

 
 

厚生年金保険の保険料率が、平成２４年９月分（同年１０月納付分）から、0.354％
（坑内員・船員は0.248％）引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の
保険料率は、平成２４年９月分（同年１０月納付分）の保険料を計算する際の基礎と
なります。１０月支給の給与から変更となりますのでご注意ください。 
保険料額表はこちら 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982 

  10月の 
   お仕事 
 カレンダー 

◆年次有給休暇発生 ４月に入社された方は、今月より有給休暇が発生します。 
◆３１日 ・７月～９月の労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限です。 
      【提出先：労働基準監督署】 
     ・労働保険料（延納第2期分）の納付期限です。 
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所長 北出慎吾 

  橋本友美 

  高間亜希 

  佐藤早智代 

つい最近、通勤途中ですごくはっきりと鮮やかな色をした虹を見ました
（*^_^*）人生で初めて見たかも知れないくらい濃くてとっても綺麗な虹
でした♪思わず運転しながら目がくぎづけに・・・(^_^;)科学的に説明が
つく現象だとしても、説明されても分からない私には不思議な現象です
(笑)子供の頃、本気で虹は地面から生えていると思っていた私と友達は、
虹の付け根(？)を目指して、延々と虹に向かって歩いたりしました(笑)雨
の切れ目を探してみたり(笑) そんな事を思い出しながら運転していたら、
いつの間にか渋滞のイライラもなくなっていました（*^_^*） 

いよいよ10月に入りました。秋と言えば食欲の秋ということで、今年初

めて松茸を頂きました（＾◇＾）焼き松茸に、松茸ごはん。松茸づくしの

食事に何とも言えない味わいを感じました。焼き松茸にすだちが抜群なん

ですよね～。えっ？その松茸は日本産かって？ 

それはわかりません(笑) 

 なにはともあれおいしく頂いた松茸、今年最初で最後になるかもしれな

いので、大いに味わって頂きました。 

お誕生日、皆さんは子供のころ何をもらったか覚えていますか？今月誕生
日を迎える娘から「ママは子供のころ何をもらった？」と聞かれ、はたと
困りました。あまり記憶にないんですね…(+_+)小さいころはあんなに 
ワクワクしていたはずなのに。唯一覚えているのは6歳の時のリカちゃん
のスーパーマーケットぐらいですかね(*^_^*) ちなみに娘のプレゼントは、
候補はいくつかあるようですが、まだ決まっていません。 
娘よ、誕生日が終われば、またすぐにクリスマスがやってくるよ…(^_^;) 

読書の秋ですね～♪少し前から私の中で読書の秋が始まってました。私は

本の中でも小説をよく読みます。一人の作家の本を集中的に読むのが好き

みたいです。（というか、読みたい本♪と思うと自然とそうなる～(^^)）

そして、その作家の世界にどっぷり浸かる(^^♪もう、辛抱たまりません。

最近はある作家にめちゃめちゃやられました。その作家の本で泣かされて

しまいました(T_T) 心理描写が綿密で私の琴線にふれるのです。ホント、

感情を揺さぶられるのは溜まりませんね(^^) 読書の秋～♪楽しみます。  

まめ知識 

http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=17
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

