
第７回は「休日と休暇」に関する知識です。 

 

 

休日と休暇は性質が異なります。会社の就業規

則で休日と休暇の規定の仕方が曖昧なため、その

違いを分かりづらくしています。上司には、休日と

休暇は全く別のものであるという理解が必要です。 

「休日とはあらかじめ労働する義務が免除され

た日」であり、「休暇とはもともと労働する義務があ

る日であるが、特別に労働する義務を免除された

日」のことをいいます。 

したがって、上司は「あらかじめ労働が免除され

た日（休日）」に、部下に仕事をさせるようなことを

本来はしてはいけないのです。 

また、休暇の意義を部下に知ってもらうことも必

要です。「休暇の意義は、部下に英気を養ってもら

い、よい仕事をしてもらう（労働の再生産）ために、

会社から与えられた恩恵的な時間」ということです。

年次有給休暇はその最たるものです。 

 

 

上司なら仕事が忙しい時に部下から突然有休の

申請があって、「こんな忙しい時に？」と思った経

験があるのではないでしょうか？ 

しかし、労働基準法では、会社は社員の請求す

る時季に有給を与えなければならないとしており、 

 

 

 

基本的にその請求を拒否することはできません

（労働基準法第３９条）。 

また、有休は取得する際に会社の承認を必ずし

も必要としておらず、社員が事前に申し出ることに

よって取得できる権利です。有休は基本的にその

申請を拒否できないと述べましたが、社員が有休

の申請を事後に行った場合や、次のように事業の

正常な運営を妨げる場合は、その取得する時季を

変更させることができます。（労働基準法第３９条）。 

【事業の正常な運営を妨げる主な事情】 

①「その日に大量の納品業務がある」など、特にそ

の日に行わなければならない業務があるとき 

②シフト制の勤務をしている場合で、シフト変更の

調整をしたが代替要員の確保ができないとき 

③有休取得者がその日に数名かさなり代替要員

の確保ができないとき 

④有休を取得する者以外の社員では、代えがたい

重要な業務をしなければならないとき 

⑤その日に研修・教育訓練の実施がある、もしくは

出張業務があるとき 

以上のように、上司は休日と休暇の意義を部下

と共有し、働きやすい職場、チームワークのある職

場、生産性の高い職場づくりをしていくことが求め

られます。  
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人事労務管理力の知識 
 ⑦休日と休暇 

代表取締役 

近藤圭伸 

隔月発行 

弊社監修の 

新刊書籍 発売中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ＆Ａ院長先生の労務管理 

クリニックの労働トラブル予防と解決 

 

中央経済社 定価：2,310円（税込） 

 

社会保険労務士法人デライトコンサル

ティング[監修] 

税理士法人ブレインパートナー[編]  

吉田 卓生[著] 

 

労務トラブル、メンタルヘルス、

給料や休暇など実践的なＱ＆

Ａ、院長と職員との対話例を通

して、医院、クリニックでおろそ

かになりがちな職員の労務管

理について解説しています。 

具体的な会話例が豊富で、

実践するうえで、とても参考に

なるとご好評を頂いております。 
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2. 年次有給休暇の拒否はできない 

1. 休日と休暇は違う 
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ＴＯＰＩＣＳ 
労働関係情報 

●大企業の今夏賞与は
2.54％減の77万1,040円
（7月27日） 
経団連が今夏の賞与・一時

金の最終集計結果を発表し、

平均妥結額は１人あたり77万

1,040円（前年同期比2.54％

減）となり、３年ぶりに減少した

ことがわかった。大手企業

160社の結果を集計したもの。 

〔関連リンク〕 

http://www.keidanren.or.jp/

policy/2012/056.pdf 

 
●最低賃金 全国平均で 
７円引上げ（7月25日） 
厚生労働省の中央最低賃金

審議会の小委員会は、今年

度の最低賃金について全国

平均で７円引上げる目安を示

した。また、11都道府県で起

きている最低賃金が生活保護

の受給額を下回る「逆転現

象」については、２年以内に解

消することを労使が確認した。 

  

●パートへの厚年適用拡
大 対象者25万人に縮小
（6月16日） 
「社会保障と税の一体改革」

の与野党合意において、厚生

年金適用拡大の対象者（パー

ト社員）が、当初案の「月収

7.8万円以上」から「月収8.8

万円以上」に修正され、規模

が縮小されたことがわかった。

新規に加入対象となる人は当

初案の45万人から25万人程

度に減る見込み。2015年10

月から実施の予定。 

 

●精神疾患による労災申
請・認定件数が過去最多
（6月15日） 
厚生労働省が平成23年度の

「脳・心臓疾患と精神障害の

労災補償状況」を発表し、仕

事上のストレスで精神疾患に

かかり、労災申請した件数が 

1,272件（前年比91件増）、

認定された件数が325件（同

17件増）となり、それぞれ３年

連続、２年連続で過去最多を

更新したことがわかった。 

〔関連リンク〕 

http://www.mhlw.go.jp/stf/

houdou/2r9852000002cox

c.html 

 

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

フレックスタイムの運用 

〔質問〕 
 当社の所定労働時間は9：00～18：00です。現在フレックスタイム制の
導入を検討しています。朝は9時より朝礼を行うため、始業時間は9時と
定め、退社時間をフレキシブルにしたいのですが、可能でしょうか。   

（通信業Ａ社 総務課長様より）  

〔回答〕 
 フレックスタイム制において、始業時間のみ、終業時間のみをフレキシ
ブルにすることは、制度として認められません。始業時刻・終業時刻とも
にフレキシブルにしておく必要があります。 

◆始業・終業両方の時間を労働者が決定 

 

◆ 就業規則への記載と労使協定の締結が必要 

一般的なフレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯（コアタイム）と、
いつでも出退社してよい時間帯（フレキシブルタイム）とに分けています。始業・終業の時間を
労働者が決定できる時間帯は、フレキシブルタイムの時間内です。 

<例> 

いつでも出社できる時間 いつでも退社できる時間 勤務しなければならない時間 

フレキシブルタイム フレキシブルタイム コアタイム コアタイム 
休
憩 

8：00 10：00 15：00 19：00 

（※コアタイムを定めるか否かは任意） 

★フレックスタイム制を導入するためには手続が必要 
 ①就業規則において「始業及び終業の時刻をその労働者の自主的な決定に委ねる」ことを定める 
 ②労使協定において以下のことを定める 
  「対象となる労働者」 

     ※社員全員に制度を適用する必要はありません。働き方として、フレキシブルタイム制が適用 
       可能であると判断した職種・部署のみを対象労働者とすることができます。 
  「清算期間（1ヵ月以内）とその期間における総労働時間」 
     ※フレックスタイム制において労働すべき期間とその総労働時間を定めます。 
      （例）清算期間は毎月11日を起算とする1ヵ月とし、清算期間中の総労働時間は、8時間に清算 
         期間中の所定労働日数を乗じた日数とする。 

  「標準となる1日の労働時間」 
  「コアタイム」 
    ※コアタイムは定めないこともできます。また、「コアタイムを設ける日と設けない日」「日によって 
      コアタイムが異なる」「部署ごとにコアタイムが異なる」設定も可能です。 
  「フレキシブルタイム」 

    ※フレキシブルタイム時間帯の開始と終了の時刻を定めます。 

フレックスタイム制を導入すると、担当者が不在となる時間が生じることがあります。出退社の時刻
を指定することはできませんが、出社予定および退社予定時間をあらかじめ確認することはできま
す。対外的な問題を生じさせず、制度が継続できるような工夫も検討するとよいでしょう。 

人事労務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
鈴木 久江 

今回の回答者 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/056.pdf
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/056.pdf
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/056.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html


お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 
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でらうまっ！ 簡単！すぐにできる！ 

持ち味カードを使って 

自己啓発！ 

自己分析と行動実践 名古屋市東区の代官町の
交差点から少し西に入ったと
ころにある洋食屋さんです。 
マスターご夫婦によるこだわ

りの料理、アットホームで落ち
着いた店内で、弊社のメン
バーにも人気があります。 
何より、コストパフォーマンス

抜群のランチがお勧めです。 
ランチは「日替ランチ」と「ハ

ンバーグランチ」の2種類。 
どちらもメインのおかず、ご飯、

赤だしの他に、なんと！松花
堂がつきます。マグロ刺身の
他に、揚物、煮物、小菜です。
気になるお値段は、どちらのラ
ンチも衝撃の950円です！ 

洋食「キッチン三喜屋」 

名古屋市東区泉3丁目17-19 
052-934-2908 

ﾗﾝﾁﾀｲﾑ：11:30～14:00 
（ｵｰﾀﾞ-ｽﾄｯﾌﾟ13:30） 

この気持ち伝えたい 

伊藤 守／著  2002.2.20 
（ディスカヴァー21、税込￥1,050） 

読み終えるのに10分とかか
らない小さな絵本のような本
です。古い本ですが、今でも
多くの大人に読まれています。 
コーチングの第一人者が、

キャッチボールになぞらえて、
コミュニケーションの本質やそ
の大切さを、イラストとともにわ
かりやすく伝えてくれています。 
頭ではわかっているつもりで

も、職場や家庭でなかなか実
践できていないことが多く、コ
ミュニケーションの原点に立ち
返るべく、年に何度か読み返
したくなる本です。 
最後に１つこの本から引用。

「心をこめて、やさしいボール
を投げたのに、相手がけり返し
てきた……。そんな経験ありま
せんか。」 

今号では、持ち味カードを使って、キャリアアップやスキルアップのために、自分の持ち味を自覚し、
実践し、磨いていく方法をご紹介します。 

1. 現在の持ち味の棚卸し（自己分析） 

2. 持ち味を磨く（行動実践） 

持ち味カードを使って、現在の持ち味は何か？発揮度合いはどうか？会社・周囲が期待している
ことは何か？を分析・整理すると、キャリアプランを実現するために、これから伸ばすべき持ち味、身
につけるべき持ち味が明確になります。 

持ち味カードは、携帯したり、掲示することによって、常に意識づけできるため、忘れることなく継続
的に取り組むことができます。またカード記載の具体的な行動例を繰り返し実践すれば、その行動が
習慣化し、再現可能な自分の持ち味になります。 



〒461-0001 

名古屋市東区泉2-26-4高岳パレットビル 
TEL  052-937-5615  FAX  052-937-5620 

URL : http://www.delight-c.com/ 

E-mail : info@delight-c.com 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

Ｄ ｅ ｌ ｉ ｇ ｈ ｔ 

Ｍｏｖｅｍｅｎｔ 

弊社では人事・労務・人材
育成等に関するセミナー・
研修の企画・実施も行って
おります。 

ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/（社長とスタッフのブログ 随時更新中！） 

Editor's note 
ロンドンオリンピックのサッカー男子日本代表が予選リーグで、優勝候補の
無敵艦隊スペインを相手に1-0の大金星をあげました! 
スペインのメディアも日本を称賛する記事が多かったようです。 
試合をTV中継したTVE（スペイン国営放送）の解説者は、「FW永井ら日
本の前線は“ＮＩＮＪＡ”だ」と表現し、同じくスペインのスポーツ紙は、「永井
と東はまるで“キャプテン翼”だ」と、２人の連係に驚嘆。東を「まるでメッシ
のような１０番」と称賛したようです。 
男女ともに金メダルも夢じゃない！がんばれ日本！ （ヒ） 

社会情勢の変化や雇用形態の多様化などに伴い、労使間のトラブルが増加しています。愛知労働局

発表の個別労働紛争の年間相談件数は、平成21年度は約13,500件、平成22年度は約14,400件と

高く推移し、また相談内容も解雇、いじめ・嫌がらせ、労働条件引き下げを主にして多岐にわたっていま

す。労使間のトラブルが発生した場合、従業員は事前に準備をしてから行動へ移すことが多いのに対し、

経営者はトラブル発生後、慌てて対応を考える傾向にあります。また、トラブル解決までに要する時間や

精神的負担等を考えれば、未然に対策を立てておくことが重要と考えます。 

トラブルを未然に防ぐ対策を中心に、トラブルが発生した場合の対応を含めてお話します。  

 

v 開催日時 平成24年9月12日（水） 18：00～20：00 

v 講 師 社労士法人ﾃﾞﾗｲﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 社会保険労務士 森宏之  

v セミナー内容 

  

  

  

  

1. よくおこる労務トラブル 

2. 労務トラブルの予防策 

3. 労務トラブルが発生した場合の対応策 

4. 労務トラブルにおいて利用できる制度 

v 対象者    経営者、経営幹部、管理職  

v 会 場    デライトコンサルティング４Ｆ会議室（参加者多数のとき会場変更）  

    愛知県名古屋市東区泉2-26-4 高岳パレットビル4F 

    地下鉄桜通線「高岳」駅1番出口より徒歩2分 

v 参加費用    弊社顧問先：3,000円（税込） ビジター：5,000円（税込）   

v 申込・問い合わせ     デライトコンサルティング TEL 052-937-5615  

  またはinfo@delight-c.com まで 

職場のトラブルをなくし「いい会社」にしましょう！ 

職場のトラブル未然防止セミナー  

〈主催〉デライトコンサルティング 


