
けいえい ろうむ.com  
 北出経営労務事務所通信 

発行：北出経営労務事務所 
〒910-0011 福井市経田2丁目302-1 ﾌｪﾙﾃｨﾋﾞﾙ203号室 

TEL：0776（58）2470  FAX：0776（58）2480 
発行日：201６年6月１日 

6 
Jun 

201６ 

◆今月のことば◆頼まれごとは試されごとである 
頼まれごとはやらされごとではない。人に頼まれたことは相手の
予想を上回ることに意味がある。試されているんだ。 
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今回は福井市丸山町の株式会社布村薬品 布村泰久様にお話を伺いました。ご家庭に薬箱を預け、 
使われた分の代金だけを頂き薬の補充を行う配置薬販売のプロ集団です。 
創業以来「くすりを通して人々を幸せに」を理念に40年の信頼の歴史を築いてこられました。 
その布村薬品の布村社長の熱い思いをお聞きください。 

   お客様インタビュー 株式会社布村薬品 

創業40年！くすりを通して人々を幸せに！ 

とらえどころのない不思議な雰囲
気を持っていますが、実はとって
も思いやりのある人です。気配り
ができるので仕事ではかゆい所に
手が届く存在です。 

New face 

新井 香織 

あなたは・・・「宇宙犬」 

いよいよ待ちに待った労働保険の年度更新の時期がやってまいりました。 
所長の北出曰く「祭り！！！」の幕開けです((((((o(炎_炎)o))))))ｳｫｵｵｵｯ!! 
スタッフ一同、全力で祭りを盛り上げていきたいと思います。 
皆様にも資料請求や押印等にお時間を割いていただくことがあると思いますので 
その際には何卒、宜しくお願い致します<m(__)m> 

 弊所に新たなスタッフが加わりました☆ 
 実務経験があり、とても頼もしいながらも  
 天然記念物並みのおっと～～～～～りした女性です。 
     占い結果が実在しない宇宙犬！！宇宙って(笑) 
     まさに超大型新人に違いありません！！    
      ((*´∇｀人´∇｀*))) ｽﾘｽﾘ♪ （山本） 

インタビュアー 
北出 

－まず、御社のお仕事内容を教えて下さい。 
医薬品の配置販売をメインに行っています。配置販売というのは、配置という形で薬箱を
お客様の所にお預けし、使った分だけお代金を頂くというシステムです。全て無償で設置
していくので、お客様に負担して頂くのは純粋に使った分だけ。薬にも品質期限や賞味期
限のように「配置期限」というものがありますので、その期限が来る前に全部無償で交換
させて頂き、お客様には常に新しい薬が使える環境でご利用頂いております。 

代表取締役 布村 泰久 様 

－今一番力をいれていることはどんなことですか？ 
事業として常に配置薬の販売に力を入れています。近年、ドラッグストア等で手軽に薬が買えるように 
なり、テレビやネットで見た薬をよく吟味せずに買う方が増えています。 
お客様には正しく最適なお薬を服用して頂きたいので、私どもで確かな情報をお伝えしてお客様に本当 
に合ったお薬を買って頂けるようにしたいです。また人材の育成にも力を入れていて、知識だけでなく 
お客様との対話の中で最適な薬を提案できる「寄り添う営業マン」を育てています。 

－これまで仕事をしてきて一番感動したエピソードを教えて下さい。 
私どもの薦めた商品を飲み続けて頂き「この薬を飲んでいるから健康でいられるわ」や「お薦めさ
れた薬を使ってよかったよ」と言われたときです。お客様に納得して頂いた上でお薬を買って頂き、
それでずっと健康でいてくださるのが一番の喜びです。私どもも闇雲に薬を買ってほしいわけでは
なく、とにかく健康であってほしいという願いが第一にあるのです。お客様から特に何も言われな
くても、健康でいてくれているというだけで嬉しいのです。 
            また、お客様から電話で「あの営業の子良かったよ」などと言われたり、 
            同様に手紙などを送って頂けたときは凄く嬉しかったです。 
 

－今後のビジョンについて教えて下さい。 
お客様から福井で一番信頼される薬屋さんになることです。目標としては３～５年後に達成したいです。
常にお客様の健康に寄り添って相談できるような会社にしていきたいと考えております。 
営業のサービスはもちろんのこと、お客様にとって役立つ情報をニュースレターとして毎月発行して、
常に「お客様のお役にたてることはないか」を考え、お客様からの信頼度NO.1を目指します。 



けいえい 
ろうむ 
相談室 
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◆  ◆  ◆ワンポイントアドバイス◆  ◆  ◆  

退職時の未消化有給休暇の処理に関するトラブルなど年次有給休暇をめぐっては、会社側と労働者側
で対立するケースも多くあります。労使双方にとって納得できる社内体制づくりを目指しましょう。 

年次有給休暇について、法律上定められている
ルールについて教えて下さい。 

■■年次有給休暇の基本的な考え方■■ 

 年次有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した 
労働者に対して最低10日を付与しなければなりません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定
日数を加算した日数となりますが、一般の労働者の場合は次の通りとなります。 

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 

付与日数 10 11 12 14 16 18 20 

■■年次有給休暇の比例付与■■ 
 パートタイマーなど、週の所定労働時間が30時間未満で働く労働者に対しては、その勤務日数
に応じて年次有給休暇が比例付与されます。 

①週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日 

付与日数 7 8 9 10 12 13 15 

②週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日 

付与日数 5 6 6 8 9 10 11 

③週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73日から120日 

付与日数 3 4 4 5 6 6 7 

④週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日 

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5以上 

付与日数 1 2 2 2 3 

■■年次有給休暇の基本ルール■■ 

 法律上、労働者に付与される年次有給休暇の「5日を超える日数分」を会社が計画的に付与できる
制度があります。計画的に付与することで、事業の運営を正常に保つことができる、労働者の未消化
分の年次有給休暇を減らすことができ、休みがとれないといった不満の解消に繋がるなどのメリット
が考えられます。ただし、この計画的付与制度の導入には、①自社の就業規則にその旨を定めること、
②労働組合または労働者代表と労使協定を締結することの2つが必要です。また、本来の年次有給休
暇は1日もしくは半日単位で取得することが原則ですが、労働組合または労働者代表と労使協定を締
結することで、「時間単位での年次有給休暇付与」が可能となります。 

■■労働基準法の改正について（年次有給休暇の取得促進）■■ 

１分間ろうむスタディ 

※年次有給休暇の買取りは  
 原則として認められていない  
 ため、注意が必要です。 

 平成28年4月より施行予定だった改正労働基準法では、年次有給休暇の付与が10日以上の労働者
を対象に、付与した年次有給休暇日数のうち、年5日分については企業が1年以内に時期を定めるこ
とで与えなければならないとされています。しかし現在は、国会審議の先送りにより、具体的な施行
時期が不明となっていますので、今後の動向に注目です。 

■■年次有給休暇に関する労使協定の締結について■■ 

 年次有給休暇の取得条件である、「全労働日の8割以上出勤」について、①業務上の療養のための
休業期間、②育児・介護休業法に規定する育児・介護休業期間、③産前産後の休業期間については出
勤したものとみなすことができます。また、年次有給休暇の請求権は2年で、労働者が請求する時季
に与えることが原則ですが、年次有給休暇の取得により、事業の正常な運営を妨げる場合には「時季
変更権」により、他の時季に変更することができます。 



 知っ得情報 27年監督署調査結果発表！ 
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☎0776(58)2470 
北出経営労務事務所 

担当：北出まで 

ご不明な点は… 

平成27年４～12月に行われた労働基準監督署の調査結果が公開されました。 
昨年の11月に行われた過労死に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる 
事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施した内容も含まれています。 

■■全体の76％が法違反■■ 
6,501事業場（全体の76.2％） で労働基準法などの法令違反が認められました。 
主な法違反としては、違法な時間外労働…4,790 事業場、賃金不払残業…813 事業場、 
過重労働による健康障害防止措置が未実施…1,272 事業場あり、労務管理の見直しが 
求められました。 

■■違法事例２（卸売業）■■ 
始業・終業時刻を全く把握しないまま、36協定の締結・届出をせず、複数の労働者に月約100時間の 
違法な時間外労働を行わせるとともに、割増賃金を全く支払っていなかった事業場に対し指導を実施  

出典：厚生労働省 

■■違法事例１（飲食店）■■ 
36協定の締結・届出をせず、最も長い労働者で月約120時間の違法な時間外労働を行わせるとともに、
一定の金額以上の割増賃金を支払わず、かつ、学生アルバイトについて、労働条件を書面で明示して 
いなかった事業場に対し指導を実施 

■■違法事例３（小売業）■■ 
年少者（満18歳未満）である学生アルバイトについて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え
付けていなかった事業場に指導を実施 

「表２」を見ると調査が実施された8530事業所
のうち50人未満の事業所がそのうちの6割を占
めています。 
労務管理は大小にかかわらず必要なものですので
一つずつ理解、実施していきましょう。 
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 やっと衣替えの季節ですね  (≧∇≦)ﾉ 暑がりの私は５月に入ると、 
『あぢーよー(´Д`|||) 早くクールビズでノーネクタイ勤務にならんかなー(*´д｀)=з 』って思い続けます。    

 ノーネクタイになるだけで体の熱が開放されて一気に涼しく感じますからね。 
 でも半袖は、エアコン効きすぎ対策が出来ない、見た目が好きではないという理由から 
 着ないんです  ┐(-｡ｰ;)┌ あまりに暑いと葛藤ありますけど、、 

雑学 
LABO 

おすすめ本紹介！！   

  

 

 妊娠・出産・育児中のママだけでなく、たくさんの方にぜひ読んで
ほしい山本おすすめの本は『きみは赤ちゃん』です。 
 世間では出産そのものがゴールみたいに扱われがちですが、本当に
肉体的にも精神的にも大変なのは産後だということを、もっと知って
ほしくてこちらの本を強くおすすめします。とにかく涙なしでは見れ
ません。 号(┬┬ω┬┬)泣  世の中のママがそして将来を担う子供
たちが笑顔いっぱいで過ごしやすい世の中になりますように… 

山本おすすめ本 
『きみは赤ちゃん』 

著 川上未映子 
     （文藝春秋） 

高間おすすめ本 
『赤ちゃんと僕』 
作者：羅川真里茂 
       （白泉社） 

これ何につかうの？？     （ウインドウズキー） 
利用されていないという方も多いのではないかと思いますが、 
このウインドウズキーはスタート画面を開く以外に、いろんなショートカットがあるんですよ。 
一例をご紹介しますね。（もちろんWindows限定ですよ） Σ(･口･)   

型が古いと使えないこともありますが、試してみてくださいな @(^-^)@ 
  ＋F（ファイル検索）   ＋L（パソコンのロック） 
  ＋R（ファイル名を指定して実行）  ＋Pause（システム呼出） 
  ＋Space（表示ファイルの透過）  ＋Home（使用中以外の全てを最小化） 
  ＋Tab（起動中ファイルの3D表示）  ＋M（全てを最小化） 
  ＋D（全てを非表示）  ＋↑（ファイルの最大化）  ＋↓（ファイルの最小化） 
  ＋T（タスクバー表示）  ＋＋（拡大）  ＋－（縮小）  ＋Esc（拡大解除） 
 

労働保険 
年度更新 

社会保険 
算定基礎届 

全被保険者の３か月間（４～６月）の総支給額の平均額を届出し、この届出内容に基づ
いて毎年１回、標準報酬月額を決定し直します。これは被保険者の実際の報酬と標準報
酬月額との間に大きな差が生じないようにするためのものです。 
決定し直された標準報酬月額は、９月から翌年８月までの各月に適用されます。 

 
平成２７年度確定保険料及び平成２８年度概算保険料の年度更新の時期となりました。
今年は、６月１日から７月１１日までが申告・納付期間となります。 
年度更新に必要な書類は、５月末に労働局より定形外封筒にて郵送されています。 
同封されているお知らせやパンフレット等をご覧いただき、期間内に申告・納付をして
ください。   
 

住民税の納付 
(納期の特例) 

住民税を給与から天引き（特別徴収）している事業所で、従業員が１０人未満の場合は、
源泉所得税と同様に「納期の特例」として半年に一度納めることが可能です。 
（別途、申請が必要です。詳細は各市町村にお問い合わせください。） 
１２～５月分の納付は６月１０日（金）が期限となっています。 

６月上旬に「健康保険被扶養者状況リスト」が協会けんぽから送付されます。 
これは本来扶養から外れるべき人が扶養に入ったままになっていないかを確認するもの
です。対象は、４月1日現在１８歳未満の被扶養者及び４月1日以降認定を受けた被扶養
者以外の方です。リストを確認し、扶養から外れる方がいる場合は同封の「異動届」を
提出して下さい。また、該当者がいない場合も返送が必要ですので、いま一度ご確認く
ださい。 

健康保険 
被扶養者 

状況リスト 
の提出 

 絵本に続きまして・・・漫画です(笑)皆さんご存知、王道中の王道か
もしれませんが、「赤ちゃんと僕」をご紹介させて頂きます(*´艸`*) 
確か小学生か中学生のころに出会ったのが最初で、この漫画を読んで
たくさん泣いたり笑ったりした事を覚えています(๑´ㅂ`๑)母を亡くした

家族の奮闘を描いた物語です(*^_^*)お兄ちゃんの拓也が自分だって母
親を亡くして悲しくて寂しくて甘えたいのに、それをグッと堪えて弟
の世話をする姿や葛藤する姿が胸に込み上げるものがあります・・・。 
親になってから読むとまた切なさもひとしおで・・・(T_T)切ないだけ
ではなく心が温かくなるような話もありお勧めです！ 


