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日本中！そして世界から集結する踊り子たちの熱気が新潟を包み込みます
～２０１２にいがた総おどり祭 9 月 15～17 日で開催決定！～

溢れるチームに、新潟県知事賞（創人）
・新潟市長賞（想人）・
大会会長賞（奏人）が贈られます。
踊り会場は、万代シテイ（十字路・２Ｆ）
、古町（１～８番
町）、本町６、下本町商店街、山ノ下商店街、新潟駅
前弁天通、駅南けやき通、こんぴら通、ふるさと村、ピア万
代など延 13 会場（下表参照）です。
なおＮＨＫ ＢＳプレミアム「千人の力」という番組で 15
日夕方の「新潟下駄総踊り」を特集することが決まっ
ており、すでに会議や打ち合わせ風景などの取材や撮影が始
まっています。
踊り会場では踊り子たちや観客の熱気と感動が皆さんを待
っています。どうぞパワー溢れる「２０１２にいがた
総おどり祭」にご期待下さい。
※ 一口２万円の企業協賛を募集中。詳しくは『新潟総おどり
祭実行委員会』まで。℡211-2285

新潟総踊り祭実行委員会（会長：敦井会頭）は、今年も新
潟市の商業活性化と交流人口の増大、コミュニティの再生と
生きがい作り、後世に残す新しい地域文化の創造を目指して
「２０１２にいがた総踊り祭」を、9 月 15～17 日の３日間
にわたり開催します。
昨年は２３０団体、延１万５千人の踊り手が参加し、観客
は延べ 28 万人余を数えましたが、11 回目の開催となる今
回も、昨年を上回る規模となるよう鋭意準備を進めています。
今年は、この先の 10 年 20 年を築き上げる「次世代を育
てる」ことをキーワードに、様々なジャンルの踊り子たちが、
新潟県内はもとより日本全国、あるいは海外からも新潟に集
い、感動あふれる「踊りの祭典」を開催します。
具体的な取り組みとしては、15 日に初めての試みとして、
小学生・中学生・高校生による「ジュニア大会」を万代
シテイ２Ｆで開催をするほか、16・17 日にはフランスのナ
ント市から踊り団体が参加します。
また、これまでと同様、中日となる日曜日（16 日）の万
代シテイ会場では、新潟らしさや力強さ、オリジナリティ

★☆★ 日程表（予定）★☆★
内容及び会場
日程
9 月 15 日（土）
・チーム演舞（10 時開始予定）
「想う祭り日」
万代シテイ、山ノ下商店街、
こんぴら通、ふるさと村
・ジュニア大会 万代シテイ２Ｆ
・下駄総踊り行列 古町１～８番町
9 月 16 日（日）
・チーム演舞（10 時開始予定）
「奏でる祭り日」
万代シテイ、山ノ下商店街、
こんぴら通、古町５・７
下本町商店街、駅南けやき通
ピア万代、弁天通、ふるさと村
・下駄総踊り行列、審査・受賞式等
万代シテイ
9月17日（月・祝） ・チーム演舞（10 時半開始予定）
「創る祭り日」
万代シテイ、弁天通、ふるさと村
本町６、古町５・７

平成 24 年 7 早期景気観測（日本商工会議所）調査結果のポイント
業況ＤＩは、悪化。先行きは好材料に乏しく、慎重な判断
７月の全産業合計の業況ＤＩは、▲２５．２と、前月から▲３．９ポイントの悪化。エコカー補助金等の経済対策による
下支え効果が弱まっているうえ、超円高や電力不足等を背景に取引先の海外移転・調達が加速していることや、海外経済の
減速に伴う輸出減から受注低迷が続く。また、天候不順等により夏物商品が不調だったことに加え、大手専門店（ドラッグ
ストア・ホームセンター等）やコンビニ等が客層を多様化していることなどから競争が激化し、地域流通業の業況は一段と
厳しさを増している。
先行きについては、先行き見通しＤＩが▲２４．８（今月比＋０．４ポイント）と、ほぼ横ばいとなる見通し。欧州の財
政金融不安を背景に再び円高が進んでいることに加え、電力料金の値上げによるコスト増や、エコカー補助金終了による内
需の反動減等、先行きへの不安は払しょくできず、好材料に乏しいことから、依然として慎重な見方が続いている。
詳しくは、http://www.jcci.or.jp/lobo/201207.html
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★★労務管理マメ知識

MR 通信★★

法定休暇・休業の取扱い整理

松沢社会保険労務士事務所・ライフサポートまつざわ

松澤真弓

～年休、産休、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇～

休暇には、法律で付与が義務付けられている法定休暇（年次有給休暇等）と、会社が任意で定める法定外休暇（慶弔休暇等）
があります。休暇とは、労働契約上、就労義務のある日の就労を免除するもので、年次有給休暇を除き、原則として、賃金を
支払う義務はありません。
名

称

法定休暇・休業の付与要件と付与日数

年次有給休暇
（労基法 39 条）

雇い入れ後 6 ヶ月間（雇い入れ 6 ヶ月後は 1 年間）継続勤務し、全労働日の 8 割以上出勤したときに、10
日～20 日（継続勤務期間による）付与される（下記参照）
。パートタイマー等には比例付与制度あり。有給。

産前産後休業
（労基法 65 条）

「妊産婦」に対する母性保護を目的とした休業制度。産前（出産日は産前に含める。）6 週間（多胎妊娠
の場合は 14 週間）は、女性が休業を請求した場合のみ就業禁止。産後 8 週間は、原則就業禁止。ただ
し、産後 6 週間を経過した時点で本人が就労を希望し、医師が許可した場合のみ就労禁止が解除。就業
規則等で特段の定めをしない限り休業期間中は無給。ただし、健康保険から「出産手当金」（標準報酬
月額の 3 分の 2 の額）が支給される。

育児休業
（育介法 5 条）

1 歳未満の子を養育する従業員が、最大で 1 年 6 ヶ月まで取得できる。就業規則等で特段の定めをしない限
り休業期間中は無給。ただし、雇用保険から「育児休業給付」（休業開始前賃金の 50％）が支給される。

小学校入学前の子を養育する従業員に対して、子の負傷・疾病の看護または子に予防接種、健康診断を
子の看護休暇
受けさせる場合に付与。年 5 日（未就学児が 2 人以上の場合 10 日）を限度に付与。就業規則等で特段
（育介法 16 条の 2）
の定めをしない限り無給。
要介護状態にある対象家族（要介護状態にある配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養する祖
介護休業
父母、兄弟姉妹および孫）を抱える従業員に対し、要介護者 1 人につき要介護状態に至るごとに 1 回、
（育介法 11 条）
最大で 93 日を限度に付与。就業規則等で特段の定めをしない限り休業期間中は無給。ただし、雇用保
険から「介護休業給付」
（休業開始前賃金の 40％）が支給される。
介護休暇
対象家族の介護をする場合に、年 5 日（対象家族が 2 人以上の場合 10 日）を限度に付与。就業規則等
（育介法 16 条の 5） で特段の定めをしない限り無給。
生理休暇
整理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに付与。日または時間単位での付与も認められている。
（労基法 68 条）
就業規則等で特段の定めをしない限り無給。
※ 上記すべてにおいて、法を上回る取り扱いとすることも可能です。
≪ 年次有給休暇の付与日数 ≫
● 一般労働者（週の所定労働日数が 5 日以上または週の所定労働時間が 30 時間以上）
継続勤務年数

６か月

付与日数

１０日

１年
６か月
１１日

２年
６か月
１２日

３年
６か月
１４日

４年
６か月
１６日

５年
６か月
１８日

６年
６か月以上
２０日

●パートタイム労働者の比例付与日数（週所定労働時間が 30 時間未満）
継続勤務年数
３年
４年
６か月
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

９日

１０日

１２日

１３日

１５日

６日
４日
２日

８日
５日
２日

９日
６日
３日

１０日
６日
３日

１１日
７日
３日

週所定
労働日数

年間所定
労働日数

６か月

１年
６か月

２年
６か月

４日

169～216 日

７日

８日

３日
２日
１日

121～168 日
73～120 日
48～72 日

５日
３日
１日

６日
４日
２日

≪ 年次有給休暇の取扱い ≫
◎年次有給休暇の付与単位は、1 日ずつが原則です。ただし、労働者の請求で使用者が任意に与える限り、半日単位でも差し
支えありません。
(※)平成 22 年４月１日より、年次有給休暇のうち５日分は、労使協定の締結を前提として、時間単位での付与も可能となりました。

◎個々の入社日で管理するのではなく、会社で基準日を設けてその日に一斉に付与することも認められています。
◎パートタイム労働者であっても、年次有給休暇は付与しなければなりません。
◎労働者には時季指定権、使用者には時季変更権があります。
◎年次有給休暇の買上げは原則として禁止されています。ただし、法定の日数を上回る部分や、退職の際に労使が合意すれば
未消化分を買い上げることは可能です。
◎年次有給休暇には時効があります。（権利発生から２年間）
◎「年次有給休暇の計画的付与」制度があります。
(※)労働者が保有する付与日数のうち５日を除いた残りの日数を、労使協定に基づいて計画的付与の対象とすることができます。

☆★

詳しい内容については労務管理の専門家にお聞き下さい！
新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp
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★☆

にいがた市民大学
平成 24 年度 第 18 期生募集案内
＜8～12 月開講＞
●現代の社会問題コース
国際ニュースの先を読む
－世界の中の日本と新潟。その未来－
●人間理解コース（定員に達したため受付締切）
人間関係の臨床心理学
－人との関わりの中で生きていく私たち－
●新潟学コース
湊町新潟の食文化
●新潟学コース（市民企画講座）
（定員に達したため受付締切）
市外（そと）からみた新潟の歴史
－隠れた人物や史実を読み解く―
●新潟学コース（地域連携講座）
福島潟学 －潟文化の魅力と展望－
●生命・自然科学コース
身近なところから自然災害を
知る・防ぐ・備える
●生命・自然科学コース
（大学コンソーシアム連携講座）
環境共生 －さまざまな視点から、
持続可能な社会の構築を考える－

万代くんとつばさくんの
“ロダン・タイムズ”
税理士：八百板

誠

◎ 申し込み締め切りは 平成 24 年８月 31 日（金）
FAX 025-223-4572 （にいがた市民大学事務局）
※ホームページからもお申し込みできます。
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/manabishogak
u/sonotashientorikumi/shimin/index.html

九州で一番天候に左右される観光スポットは、ここだ。
＜万代くん＞
この夏、豪雨被害があり、皆さまも心配している観光地の阿
蘇山です。阿蘇山の雄大さは、晴れた日に実感したいもので
す。なお、阿蘇山カルデラ湖は、本当に晴れた日に行かない
と見れません。九州旅行に行ったが、阿蘇山を満喫できなか
った観光客は沢山います。

夏休みと９月の連休にて九州旅行を計画している『とあるお
じいさん』の巻
＜万代くん＞
ロダン・タイムズ『とあるおじいさんの旅』は車での旅がほ
とんどです。新潟～九州へも車で出かけます。
（良い子は、ま
ねをしないでください。
）
九州には行ってみたいが、後悔しないですむ旅行を考えてい
る方へ

＜つばさくん＞
九州は、通常２泊以上で旅行計画をするから、日帰り旅行感
覚で、阿蘇山のお天気な日を待つことは、実は計画的な旅行
ともいえます。天気予報により、遊牧民のような旅行です。
＜万代くん＞
阿蘇山を見れるなら、宿泊地を変更するのも、また自由です
ね。お天気で阿蘇山を見たら、そのまま別府に向かいます。
この場合は、熊本には帰りません。（本当に自由な旅です。
）
別府に泊まって、日帰り温泉に行こう。
とあるおじいさんは、どろ湯日本一『別府温泉保養ﾗﾝﾄﾞ』を
一押します。

九州へは、事前に旅行先や宿泊先を決めて旅行される方がほ
とんどです。とあるおじいさんは、熊本市を拠点として、そ
こからの日帰り旅行をします。熊本市を拠点とする理由は、
位置が九州の中央、フェリー船も使えるためです。
「長崎県へ
は、佐渡旅行」
、「天草半島は、能登半島旅行」感覚で旅をし
ます。
それでは、九州旅行を日帰り感覚で出発

②

申し込み用紙は、下記よりダウンロードしてください。
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/manabishogak
u/sonotashientorikumi/shimin/index.files/H24boshuu
annai.pdf

近くのビジネスホテル（翌日のｷｬﾝｾﾙができるホテル）に泊ま
って、居酒屋に向かいます。
とあるおじいさんの行きつけ店は、「憲」が付くお店か、
「HIRO 海」です。
熊本市を拠点に九州旅行をする理由は、他にもあります。
天候のよい日だけに行く、旅行先があるからです。

とあるおじいさんの 旅人シリーズ
九州旅行とかけて 日帰り旅行ととく
『そのこころは』
『どちらも 自由計画で旅を楽しみます』

①

＜＜第 18 期（平成 24 年度）にいがた市民大学の特色＞＞
・市民の高度で専門的な学習要求に応えるとともに、その成
果を地域に還元していく場を目指します。
・時代と社会の要請に応えるとともに、新潟の地域性や方向
性を考慮したテーマや課題について、多様な学習ができる
場を目指します。
・学習意欲のある方なら、どなたでも応募できます。
・１年を前期と後期の２期に分け、前期を多人数の講義形式、
後期は少人数のゼミナール形式で行います。後期ゼミナー
ルでは、テーマや課題を掘り起こし、意見の発表や討論、
グループでの調査・研究、現地学習なども取り入れます。

連休時、
『関門峡を渡ると断続的な渋滞予想の場合』には、自
由ついでに別府発カーフェリー（朝９時４５分発）で四国経
由からも帰宅ルートをとります。
せっかく別府に来たんだから、朝風呂体験もしたくなります。
別府市内は多くの朝風呂に入れますが、砂むし風呂はどうで
すか？
『竹瓦温泉』は、朝８時から。
『別府海浜砂湯』は、朝９時か
ら入れます。朝のカーフェリーに間に合うよう、早めに並ん
で一番客を目指します。
カーフェリーでは、仮眠を取り、リフレッシュ気分で四国路
も一考です。

熊本から長崎県の島原方面にカーフェリーが２航路あり
ます。長崎県までカーフェリーに乗れば３０分ほどで着
きます。
天草半島を一周するには、一日がかり（能登半島を一周
ぐらい）です。

これ以外に、高速道路を利用すれば、鹿児島県も宮崎県に行
くことも、全て、日帰り旅行ができてしまいます。
日帰りで熊本に戻ってきたら、繁華街【下通りや、上通り】

-3-

佐賀県呼子名物活イカ料理や、指宿の砂むし風呂などの情報
は、別の機会に。
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