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<お客様インタビュー> 建築業×キタデ  

－御社のお仕事内容と、今一番アピールしたいことについて教えて下さい。 
弊社は家具・雑貨付き注文住宅の設計施工、新築分譲、リノベーション、不動産売買を行っ
ています。今一番力を入れていることは、新築住宅において福井でオシャレな家具・雑貨付
き住まいを普及させていくことです。今年の7月15日にOPENした家具・雑貨を扱うインテ
リアショップ『ラヴィンライフ』を本社に併設しました。雑貨や照明、DIYグッズを充実さ
せ、またジャーナルスタンダードファニチャーやアクメ、クラッシュゲートなどの人気家具
ブランドを取り扱うことで、今まで都心部にしかなかったオシャレなインテリアショップの
世界観を福井から発信することを実現しています。リノベーションならメゾンデザイン工房
と言われるように、感動するようなリノベーションを提案させて頂きます。 

 －これまでお仕事をしてきて感動したエピソードを教えてください。 
いろいろありますが、十数年お子様に恵まれなかったご夫婦が、新築してからすぐにお子様
を授かったことが何より感動しました。新築時は子ども部屋を作っていなかったので、お子
様が大きくなってからリフォームもさせて頂き、一生のお付き合いができていることは非常
に有難く、嬉しいことです。 

－こういうお客様はぜひご利用ください！ 
お店や事務所を改装したいと思ったとき、住宅を新築したいと思い始めたときに、弊社の
ラヴィンライフをのぞいて頂ければライフスタイルの新しい提案を行っておりますので、
必ず参考になると思います。DIYコーナーもございますので、お客様オリジナルのインテリ
アをつくって頂くことができます。自分好みにアレンジすることを楽しんでもらえると非
常に嬉しいです。お気軽に見学にいらしてください。 
 
 
－将来のビジョンを教えて下さい。 
お客様との一生のお付き合いができるひとつのツールとして、気軽にお越し頂けるラヴィン
ライフをOPENしました。2020年までにカフェやレストランを併設し、お客様の特別な記
念日をお過ごし頂く場所をご提供できるようになることが夢です。建築にこだわっていませ
ん。ライフスタイルを通して私たちは未来を創造し、面白いことや楽しいことをやり続けて
いきます。 

7月15日 
OPEN！ 

AM11:00～PM7：00 

※水曜定休日 0776（52）2280 
〒910-0842 福井市開発 5-806 

http://www.maison-d.jp/lovinlife/ 

メゾンデザイン工房株式会社 
 代表取締役 黒川 剛陽 様 

 

オシャレな世界観 
感動するリノベーション 
家具雑貨選びから決める間取り 

一生のお付き合いは 
メゾンデザイン工房で 

○即行即止○ 
気づいたらすぐする。すぐやめる。 
仕事や日々の生活を振り返りやめるべきものはやめる。 
始めることよりやめることが難しい。 
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北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。 

＜4週4日の落とし穴＞ 
休日は少なくとも毎週1日、または4週間を通じ
て4日を与えなければならないとされています。 
これを聞くと、月に4日の休みを確保すれば、
労働者に対して数十日におよぶ連続勤務をさせ
てもよいと解釈されがちですが、それはあくま
でも労基法上の話です。労働者の健康管理を
しっかりと行い、労災発生リスクを事前に回避
するという意味でも、会社として週1回の休み
を最低限確保していく努力は必要でしょう。 

＜採用している場合＞ 
一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時
間を超えない範囲で行わなければなりません。 
また、労働者代表との協定書を締結する等、 
一定の要件がありますので、注意が必要です。
詳細は、【バックナンバーH26年1月・ 
2月号】をチェック！！ 
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自社の労務管理は 
適正ですか？（前半） 

ここ数年、脳心臓疾患・精神障害の労災請求件数は高水準で推移
しています。また、福井県内においては、労働局・労働基準監督
署に対し、長時間・過重労働に関する労働者からの相談が多く寄
せられています。このような状況を踏まえ、福井労働局では、
「自主点検表」を作成し、労務管理の適正化に向けた取組を実施
しています。今回はその自主点検表の内容を確認し、自社に不足
している部分を確認しながら、自主的な改善に繋げましょう。 

法定事項について定め、書面を交付している 〇 

一部法定事項の不足はあるが、書面で交付している △ 

交付していない × 

１．労働者への労働条件の明示はできていますか？ ＜法定事項とは＞ 
①労働契約期間 
②有期労働契約を更新する場合の基準 
③就業の場所・従事すべき業務 
④始業終業の時間・休憩時間 
⑤賃金の計算・支払いの方法・支払いの時期・  
 昇給に関する事項 
⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

２．就業規則の届出と労働者への周知はできていますか？ 

就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出ている 〇 

就業規則を届け出ていない（常時使用する労働者が10人未満） 〇 

就業規則を届け出ていない（常時使用する労働者が10人以上） × 

３．1週間の所定労働時間の定めは適正ですか？ 

40時間以下 〇 

40時間を超えているが、44時間以下 △ 

44時間を超えている × 

採用していない － 

採用している 

週休2日制（毎週、月3回、隔週、月1～2回等） 〇 

週休1日制 〇 

4週4日 △ 

4週3日以下 × 

＜就業規則の周知とは＞ 
就業規則を作成したら、その写し
を労働者へ交付する、もしくは、
社内に掲示する等の方法により、 
労働者へ周知する必要があります。 
 
＜常時使用する労働者とは＞ 
雇用形態に関係なく、常態として
雇用している労働者をさします。 

５．変形労働時間制を採用していますか？ 

４．所定休日の定めは適正ですか？ 

（ア）労働者数10人未満の商業・接客娯楽業等の事業場 
   →「×」に該当した場合には、改善が必要です。 
     所定労働時間を週44時間以下に定めて下さい。 
   商業・・・小売業、理美容業、不動産管理業等 
   映画演劇業・・・映画の映写、演劇等 
   保健衛生業・・・病院、保育園、老人ホーム等 
   接客娯楽業・・・旅館、飲食店、遊園地、ゴルフ場等 
（イ）上記（ア）以外の事業場 
   →「△」or「×」に該当した場合には、改善が必要です。 
     所定労働時間を週40時間以下に定めて下さい。 
 

次回後半へ続く！ 
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今後、家族の介護が必要とな
りそうな従業員が多くいます。
介護休業給付金について教え
てください。 

  支給対象者   .     
◇雇用保険の一般被保険者であること（週20時間以上の勤務をするもの） 
◇介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要。 
 ※有期契約労働者については、以下の要件も追加されますのでご注意を！雇用契約書もご準備ください。 
  介護休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること、かつ、介護休業開始予定日 
  から起算して93日を経過する日から6か月を経過するまでに、その労働契約が満了することが明らかでないこと。 
◇会社の介護休業を事業主に申し出て、介護休業終了後の職場復帰を前提として取得した休業であること。 

 

  介護給付の対象となる家族   . 
◇負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族。 
 ～常時介護を必要とする状態って？～ 
  歩行、排泄、食事等の日常生活に介護を必要とする状態であること。 
 ～介護する家族の範囲は？～ 
  被保険者の■配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む） 
       ■父母（養父母含む）■子（養子含む） ■兄弟姉妹 
                     ■配偶者の父母（養父母を含む）■祖父母 ■孫 

 

  支給対象期間  。  
◇支給対象となる同一の家族について93日を限度（最大3回まで分割取得可能）として、介護休業開始日から1か月 
 後ごとに区切った期間を単位として支給されます。 
 ～2週間以上休業をしないと給付を受けられないの？～ 
 ”2週間以上常時介護を必要とする状態にある家族の介護”とありますが、2週間以上の介護休業の期間が必要と 
 いうことではありません。2週間とは、あくまで対象家族が常時介護を必要とする期間をいいます。 
 ～同一の家族で、介護の内容が変わった時は、93日を超えて給付を受けられるの？～ 
 同一対象家族について1回です。同一家族について給付93日の限度を過ぎ、同一家族について要介護状態が変わ 
 った場合でも、給付金の再取得はできません。 

 

    給付支給額 . 
   休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67％ ＝ 給付支給額 
 

介護休業給付金とは、 
雇用保険の被保険者である労働者が、 
家族に介護が必要になり、働きながら家族の介護を支える場合に、 
介護休業を利用している間の休業分の賃金を保障するものです。 

（会社に提出した介護休業申出書の写し添付が必要です） 

（介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日がわかる書類（住民票など）の添付が必要です） 
 

介護休業開始前6か月間の 
総支給額を180で除した額 

（例）日給月給20万円の人が、93日介護休業を取得した場合 
    200,000円×休業前6か月÷180＝6,666円 
    6,666円×93日×67％＝介護休業給付金総額415,358円  

介護休業給付金＊Point＊ 

“93日間”は、介護と仕事の両立のための準備期間です。 
介護休業給付金の支給日数は93日間。93日後も介護を必要とする場合が多いため、短すぎる！という声もよく聞きます。
介護は先が見えないため、介護休業中に自分が介護に専念してしまうと仕事に復帰できなくなる、これが介護離職者が多く
なる要因です。介護が必要な方は今後増えていくことが予想されます。 
介護休業は、緊急対応のための介護を担うと同時に、仕事と介護の両立のための準備（要介護（要支援）認定の申請、地域
包括支援センターへ相談に行く、ケアマネジャーを決める、介護施設の見学など）を行うための期間として捉え、賃金の保
証を得られる93日間を有効に活用しましょう。会社側も労働者の介護への理解を示して、介護休業後も職場復帰をしやす 
い安心できる職場づくりができるように、介護休業以外の制度も含め、今一度介護休業規程の見直し、社内への周知を行い
ましょう。 

**常時介護とは？？** 要介護認定の有無にかかわらず、 
「2週間以上、日常生活に、歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣 
などの介助が必要な状態」を指します。 
介護休業の相談があった場合には、厚生労働省が公表している
『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』と労働者の
個々の事情を勘案して柔軟に運用することが望まれます。 
 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000145708.pdf
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あなたのアイデアを募集します。「な、なに～！」と北出スタッフを 
唸らせてください！！！ご応募頂いた方にはささやかなプレゼントを♪ 
〒910-0804 福井県福井市高木中央2丁目701 ウイング高木2F  
北出経営労務事務所 ＨＡＭＥKOＭＩ部 まで!(^^)! 北出スタッフへの手渡しもＯＫです！ 

 

～来月のお題～ 

～今月のお題～ 
 

この形から 

想像できる 

ものを書いてください!(^^)! 
 

*́ 艸 *` 待っとるゾ～ 

HAMEKOMIシリーズ 

 
E 

夏期休業の 
お知らせ 

当事務所は8月１１日（金）から１５日（火）まで夏期休業期間となっております。 
８月１６日（水）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。 

 
9月22日（金）～23日（土）に「内定者合同合宿研修2017」を開催します。 
詳細、お申し込みはホームページにてご確認くださいませ。 
https://kkr-group.com/seminar 
 

＊今月のお知らせ＊ 

賞与支払届 
の提出 

内定者研修の 
お知らせ 

*́ Д` * 

「 HAMEKOMIシリーズ E（絵） 」第14弾！！ 
 今月のピカソは誰でしょう～か♪♪ 
 

     『誰？』 
アーチェリーですよ!!（北出） 

     『ころ先生』 
ビビビっときました！（髙間） 

  『パラシュート部隊』 
こんなお兄さんのイメージ 
 ありませんか？（坂野） 

     『てまり』 
 こういうのありますよね 
（´∀｀）！（竹内） 

    『BANANA』 
 夏は栄養が大事！！ 
     （アライ） 

    『狂犬現る』 （佐藤） 
 イメージは銀牙-流れ星銀- 
 だったんだけどなー(笑) 
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