
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 11 月 30 日 (火) 

通算第 2990 回例会 

本年度 第 16 回  

場所 せとしんエンゼルホール 

例会次第 

・開会点鐘 

・「君が代」「奉仕の理想」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事  

・報告事項 

・卓話   

RI 第 2760 地区ガバナー  

沓名俊裕君 

「ガバナー公式訪問に因んで」 

第２９８９回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年１１月３０日発行  第２８０９号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区 

前回例会 記録 
2021 年 11 月 17 日 第 2989 回例会 
・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  41 名 

出席率   75.92％ 

・行事 ・年次総会 

          ①会長ノミニー、次年度副会長

選出の件 

          ②会長エレクトに次年度の理

事役員の選出を一任する件 

          ③前年度決算報告および今年

度会計中間報告の件 

         ・出席表彰 

           30 年表彰・・・・加藤五津美君 

        ・マルチプル・ポールハリスフェ

ローピンバッジおよびベネファ

クター感謝状・ウィングピン授

与 

        マルチプル・ポールハリスフェロ

ー…加藤克己君（2012) 

        ベネファクター…山本英雄君 

・本人誕生日    

加藤五津美君  松本哲也君 

・ご夫人誕生日 

加藤克弘君ご夫人紀美子様 

平松啓君ご夫人由美子様 

・結婚記念日 

平松啓君〔祝 60 周年〕  

        山内敏也君  松本哲也君 

              加藤令吉君  高橋信郎君 

              加藤光哉君 

・卓話        

瀬戸労働基準監督署  

署長 浅井文彦様 

 「年次有給休暇の取得義務付け等に

ついて」 

皆さんこんにちは。本日は第 2989 回今年

度 15 回目の例会でございます。本日のゲス

トを紹介いたします。瀬戸労働基準監督署 

署長浅井文彦様でございます。のちほど卓

話をいただきます。そして、もう一人ゲストの

紹介です。入会候補者の東海東京証券株式

会社瀬戸支店長草野真吾様でございます。

どうぞ、ごゆっくり例会をお過ごしください。 
さて、本日はこの後、年次総会がございま

す。役員を選挙するための大事な総会です。

宜しくお願い致します。そして、今日皆さんの

テーブルの上に、ガバナー公式訪問テレビ

収録趣意書を置かせていただきました。4RC
のガバナー公式訪問のタイミングに合わせ

て、テレビ取材を受けるのですが、受けるから

にはロータリーのイメージを高めるものでなく

てはならないと思いました。この趣旨につい

て代表の北クラブの大橋代表に聞いていた

だき、その返答としてガバナー公式訪問テレ

ビ収録趣意書が送られてまいりました。こちら

に記載されてありますように、収録されたもの

が来年 1 月 1 日の朝 7 時 55 分から 8 時の

間に放送されるそうです。さて、11 月はロータ

リー財団月間でございますので、財団につい

てお話をしたいと思います。財団は 1928 年、

昭和 3 年に、当時の RI 会長のアーチ・クラン

フが設立して、ロータリー財団の父といわれる

までになりました。勿論、ポール・ハリスが創

始者でありますが、まだ、ポール・ハリスが健

在のうちにアーチ・クランフが提唱して財団が

できました。個人からの寄付に感謝の気持ち

を表すための認証が色々ございまして、今日

はその認証の種類の中からマルチプル・ポー

ル・ハリスフェローとベネファクターについて、

簡単にお話ししたいと思います。我々は地区

のロータリー財団から年次基金への寄付とし

て、150 ドル以上、そして、ポリオプラスとし

て、30 ドル以上の依頼があります。瀬戸クラ

ブとしましては、今年度の皆さんのクラブ計

画書の予算書の特別寄付を見て頂きます

と、年次寄付の 150 ドルに対して 130 ドル出

しております。ポリオプラスは当クラブから委

員長を出しておりますので 30 ドルに対して

35 ドル出しております。年次寄付の足りない

20 ドルの分は、この後、表彰のある方々が

1000 ドル以上の寄付をいたしますので、そ

れでクリアしています。新人の会員さん以外

は、一番はじめのステージである財団の友

から年次寄付とポリオプラスの合計が 1000
ドルになりますと、自然にポール・ハリス・フェ

ローになります。その後は、1000 ドル以上ご

とに 1 番、2 番、3 番となっていき、加藤陽一

ガバナーはマルチプル・ポール・ハリス・フェ

ロー8 番という最上位でございます。それと

は別に、恒久基金ということで、この基金へ

の寄付は投資され、その収益だけが財団プ

ログラムの支援に使われます。年次寄付の

認証のポール・ハリス・フェローに対し、恒久

基金寄付への認証はベネファクターの称号

がいただけます。皆さんからいただいた 3 年

前の、年次寄付と恒久基金寄付の合計が地

区補助金の原資となります。瀬戸ロータリー

クラブは奉仕プロジェクトに地区の財団のお

金をいただき、グローバル補助金もここから

拠出されますので、我々はそれだけの寄付

をしていることになるのです。これからも、財

団としっかりと連携を取りながら事業を進め

ていく事が大切だと思っています。 
本日はロータリー財団月間にちなんでそ

の仕組みについてお話ししました。今日も宜

しくお願い致します。 

 ガバナー公式訪問 

 

RI 第 2760 地区 2021-2022 年度 

ガバナー  

沓名俊裕君 
安城ロータリークラブ 

チェンジロータリー 

新時代への成長に! 
 



 

  瀬戸労働基準監督署  

署長 浅井文彦様 

 「年次有給休暇の取得義務付け等 

について」 
 

 
 

皆さん、こんにちは。今、ご紹介いただきました瀬戸労働基準

監督署浅井でございます。お招きありがとうございます。このお

話をいただきましたときは、コロナが収束しつつあったのです

が、正直どのようになるかという状況でした。いざ、当日になって

みますと、感染者数が非常に少なくなり、落ち着いた状態で開

催に至り、私もここに来ることができました。マスコミ等の報道に

もありますように、いわゆる第 6 波が来るであろうということで、

様々な準備をしておかなくてはいけない、と言われております。

引き続き手洗い消毒とマスクの着用、密を避けるといったことは

やっていかなくてはいけないと考えております。 

 本日の講演の主題ということで、年次有給休暇の取得というこ

とでお話させていただきます。お手元の資料に従って、ご説明

させていただきます。年次有給休暇は労働者の権利として認め

られています。どういう方が年次有給休暇を取れるか、付与され

るかということですが、前提の条件は雇入れから 6 か月が経過

した方、尚且つ、その 6 ヶ月の出勤率が 8 割以上です。改正前

は、労働者の方から「いついつ年次有給休暇を取りたいです」

という申し出をして、支障が無ければ、事業主はそれを認めなく

てはならないというルールでした。言い換えると、労働者の方か

ら取りたいという申し出が無ければ、1 日も取らなくても別段、問

題が無い、法律違反にはなりません。我が国の年次有給休暇

の取得率は 52.4％で 50％を少し超えた程度というのが実情で

す。このままではいけない、取得率が低いということで、法律が

改正された改正後は、年次有給休暇は 5 日以上取得させなさ

い、と改正されました。2019 年 4 月 1 日から施行ということにな

っております。年間 5 日は全員が、ということになります。週 5 日

の方が標準的だと思いますが、そういう方は、半年経過で 10 日

というのが、最低限の規則、法律の義務となります。週の所定勤

務が 4、3、2、1 日と少ない方でも、勤続年数が長くなってくると

10 日付与されるというケースが出てきます。そうなった場合、年

間 5 日以上の有給休暇を取らせなければならない、ということ

になっております。 

 1 年間というのはいつからなのかということですが、例えば

2019 年 4 月に入社したとすると、半年後の 2019 年 10 月 1 日

の時点で、年次有給休暇を取得する権利が 10 日間発生しま

す。権利が発生した 2019 年 10 月 1 日から 1 年間、つまり

2020 年 9 月 30 日までに、最低 5 日間取得させないと法律違

反になります。 

 では、いつ取らせればいいのか、という話で、時期指定という

ものが可能です。ただ時期指定をする場合は、労働者の意見

を聞いた上で決めていくということが必要になってきます。積極

的に年次有給休暇を取得しない労働者については、「いつ取

るのか」と事業主からお尋ねをして、具体的に取る日程を決め

ていくということが必要になってきます。 

 時期指定をしなくてもよいケースですが、積極的に年次有給

休暇を取りたいですということで、「5 日以上既に取っていま

す」とか、「取る予定です」という方です。事業主がわざわざ「こ

の日を休んでください」という時期を指定する必要はないという

ことになっております。皆さんの職場でも私の職場でもそうです

が、年次有給休暇を必ず使い切る人と、逆に取らない人はな

かなか取りません。私もどちらかと言うと取らない方で、今、署

長という立場になったので、「取れ」と下の者に言わなくてはい

けませんが、自分自身が一般の職員の時には、仕事が忙し

く、取れなかった、取らなかったのが実情です。今、現状、月に

1 日以上取りなさい、ということが命令ではないですが、目標と

して掲げられております。目標と言いながらも、今ですと瀬戸

監督署内の職員の状況として 1 日以上取った人が何人いるの

か、職員の何％が取ったのかを報告しております。これがあま

り良くないと、またその理由を書いて報告するようなことを義務

付けられています。1 年トータル 10 日もらって、5 日間使えな

いということは、そんなにあるのかなあ、と個人的には思ってい

ます。ただ、実際に取れていないということも起こっています。

現実に年次有給休暇 5 日間取れなかったということで、書類

送検となった事案がございます。これは今年の 7 月、津島監

督署内の事業所において、年次有給休暇を 5 日間取れてい

なかったということで検察庁への書類送検となりました。県内初

ということです。法律自体が 2 年前 2019 年 4 月からですか

ら、そこから最低 1 年経たないと 5 日取れたかどうかわからな

いので、2 年以上経ち、このようなケースも出てくる頃だろうと

考えています。結果、最終的には罰則の適応や罰金刑となっ

たかまでは確認できておりませんので何とも言えませんが、一

般的には法律が施行されて 2 年程度ですので、いきなり罰金

が来るとは考えられないかと思います。こういう事案も徐々に出

てきています。 

 リーフレットの裏面に年次有給休暇についての Q&A が書い

てございます。よく監督署に問い合わせのある事項です。特

に、いまだにあるのかというのが、Q の 4 つ目です。「うちの会

社に有給は無いと言われました」というもので、いまだにあるの

が悲しいというか、これだけ色々言われているのにという思い

がしますが、会社の規模が小さいとか、そもそも会社組織でな

く個人経営ですとなると事業主の知識という部分で追い付いて

ないのかなと思います。年次有給休暇については以上です。 

 お手元の資料について説明を少しさせてください。最低賃金

に関する資料となります。今年は大幅な賃上げで、最低賃金

が 28 円上がり、時間当たり 955 円という金額になっておりま

す。昨年は 1 円しか上がらなかったので、それを取り戻すかの

ように大幅なアップとなっております。 

 それから、もう 1 枚が愛知県特定最低賃金というものです。こ

れは業種別のもので、裏側に金額の改定状況が書かれており

ます。12 月 16 日から適用ということが決まっております。それ

から「目指すゴールは過重労働ゼロ」というリーフレットも入れ

ております。実は 11 月がこの過重労働の解消月間キャンペー

ンとなっております。11 月ももう後半に入っておりますが、色々

な取り組みをしております。一度、読んでおいていただけれ

ば、と思います。過重労働の関連ということで、もう一枚、「スト

ップしわ寄せ」というものを入れております。主に取引関係の話

ですが、過重労働に関連する部分として、急な納品発注や短

期間の発注、発注内容の頻繁な変更とかによって、仕事を受

けた方の会社が苦労する、長時間の労働を強いられるというこ

とがありうるでしょうということで一緒に入れておきました。 

 それから、あと 2 つほどあります。「リスクアセスメント推進事

卓 話 
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例会予定 
 

12 月 8 日（水） 
2021 学年度米山奨学生 タイ・リン様 

「留学生学生生活で得たものや感じたこと」 
 

12 月 15 日（水） 
規定休日 

 

12 月 22 日（水） 
クラブフォーラム 

 

12 月 29 日（水） 
休会（年末年始） 
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ニコボックス報告 
2021 年 11 月 17 日例会 
瀬戸労働基準監督署 署長 浅井文彦様の卓話を楽しみにし

ています。宜しくお願い致します。会長 鈴木政成、幹事 松

本哲也 

誕生日を祝っていただいてありがとうございます。78 才になり

ました。あと 2 年がんばって傘寿を無事迎えたいと思っていま

す。加藤五津美 

誕生日並びに結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。

お陰様で無事に 35 年がたちました。松本哲也 

家内の誕生日をお祝い頂き有難うございます。平松啓 

家内の誕生日を祝って頂き、誠にありがとうございます。加藤

克弘 

63 回目の結婚記念日をお祝い賜り衷心より感謝しています。

加藤光哉 

結婚記念日をお祝い頂き有難うございます。平松啓 

今年も無事記念日を迎える事が出来ました。お祝い頂き有難

とうございます。加藤令吉 

結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。12 月 4 日当

日は大好きな三重県志摩市にいます。国内旅行づくしです。

高橋信郎 

早いもので 16 周年になります。お祝いいただきありがとうござ

います。山内敏也 

久し振りに出席しました。元気です。加藤五津美 

同伴者、天候、なによりハンディに恵まれ、ゴルフ部会コンペ

で優勝することが出来ました。ありがとうございました。刑部祐

介 

スミマセン。早退します。刑部祐介 

瀬戸労働基準監督署 署長 浅井文彦様の卓話を楽しみにし

ています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、梶野輝雄、勝谷哲

次、加藤五津美、加藤克弘、加藤恵子、加藤定江、加藤唐三

郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤太伸、加藤令吉、金谷康正、

小池芳樹、小林稔、高橋信郎、田中靖達、玉井徹、戸田由

久、牧オサム、増岡錦也、松村晋也、山口記由、山本英雄 

卓 話 
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業場宣言」というカラーのリーフレットですが、愛知労働局内での

リスクアセスメントの推進ということに力を入れております。日頃か

ら労働災害防止に力を注いでいただいていると思いますが、更

に、ということで、水準の向上を図ることを目的としております。こ

のリスクアセスメント宣言をしていただくことにご協力いただけれ

ばと思います。色々と難しいことが書いてありますが、宣言の要

件の 3 つ目、労働局労働基準監督署が実施するリスクアセスメ

ント実施出前講座云々について、出前講座は 10 社以上集めな

くてはというのが単独の会社でも OK で尚且つ動画を見ることで

研修を受けたということになるということ、簡略化されたということ

になりました。宣言したから、後からできたのか、できなかったの

かの追及は一切ございません。安全対策に取り組んでいますと

いうことを内外に示していただきたいというものでございます。 

最後に、改正育児・介護休業法を契機にする女性活躍推進の改

正育児・介護休業法等セミナーがありますので、ご都合のつく方

はご参加いただきたいと思います。日時は 12 月 3 日金曜日の

13 時 30 分から 15 時 30 分で愛知労働局のホームページから

申し込みいただけます。今、盛んにいわれています女性活躍と

いうことで、今回のテーマは「男性育児休業が労働力不足解消

につながる？」としてパネルディスカッション形式で行われます。

以上であります。 

 

    30 年表彰・・・・加藤五津美君 

   

    マルチプル・ポールハリスフェロー

…加藤克己君（2012) 

   

        ベネファクター…山本英雄君 

   


