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【お問合せ】弁護士法人よつば総合法律事務所 

0120‐916‐746（フリーダイヤル） info@yotｓubasougou.com http://www.yotsubasougou.jp/ 
【柏事務所】〒277－0005 千葉県柏市柏 1 丁目 5 番 10 号 水戸屋壱番館ビル 4 階（マツモトキヨシの向かい） 

【千葉事務所】〒260－0015 千葉県千葉市中央区富士見 1 丁目 14 番地 13 号 千葉大栄ビル 7 階（三越の向かい） 

受付時間：午前 9 時～午後 6 時  ※土曜・日曜・祝日 応相談 

 

 

 

弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 

２０１７年１月ｖｏｌ．９２ 

正月休みって何なんですか？ 

 

あけましておめでとうございます。よつばは２０１７年も精力的に活動して参りますので変わ

らぬご愛顧よろしくお願いいたします！！ 

   

ところで，みなさんお正月休みはとれましたでしょうか？今回の年末年始は曜日の並びが良く

なく，例年に比べて年末年始休暇が少ないですね・・・トホホ。 

また，お正月休み・お盆休みなどの長期休暇に限って急ぎの事件が入ったりして１月１日の休

みもままならないというのが弁護士あるあるです。１月２日付で訴状を裁判所に出して，その

年の事件番号１号をゲットしたこともあります。その時は「１号取った！やった！」と思いま

したが，振り返って考えるとあまり嬉しくないですね。 

そんな正月休みですが，法律的にはどのような扱いになるのかご存じでしょうか。 

毎年当たり前のように設定されている正月休みですが，法律上では意外な取扱いがなされてい

るのです。 

 

☛年末年始休暇・正月休みというものは法律上存在しない！！ 

 法律上規定されているのは，１月１日が元日で国民の祝日とされていることだ

けです。それ以外の日については，法律上何らの規定もないので，労基法上定め

られた１日８時間労働，１週間４０時間以内労働，週に１日の休日，というルールを守ってい

れば別に休みにしなくてもいいのです。 

☛労使協定があれば，年次有給休暇として年末年始休暇にすることも可能！！ 

 一般的には特別休暇として，年末年始休暇を設定している会社が多いかと思います。が，労

使協定と就業規則があれば，年次有給休暇（６カ月以上働くと１０日間もらえるアレです）と

して年末年始休暇を取得させることもできます。 

 が，この場合，年次有給休暇５日分は協定と規則があっても会社から一方的に取らせること

ができなかったり…など細かい規定もあるので，この扱いにする場合には専門家に１度相談し

ましょう。 

ともあれ，働きすぎの世の中と言われていますので，休むべきときに十分に休んで来る新しい

年に精力的に働けるように備えましょう♪ 

（文責 前原 彩） 
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弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 

２０１７年１月ｖｏｌ．９２ 

今月号では，当事務所の近況報告・千葉周辺のおすすめスポット情報をお届けします！ 

☆ 事務所の近況ご報告 ☆ 

【☆セミナー情報☆】 

よつば総合法律事務所では様々なテーマでセミナーの開催，講師としての参加をしていま

す。ご参加いただいた皆様，企画いただいた皆様，どうもありがとうございました！  

 

★「過失割合を有利に交渉するための７つのポイント」 

 （１１月１７日 講師：今村公治） 

 千葉の保険代理店様向けのセミナーを開催しました。実際に弁護士が経験した具体例を

もとに，交通事故の案件で問題になりやすい「過失割合」にテーマを絞って基礎知識を中

心にお話しさせていただきました。ご参加いただいた皆様，セミナー後の懇親会を盛り上

げていただいた皆様，どうもありがとうございました！来年２月１６日にも代理店様向け

のセミナーを開催しますので，“次回”もぜひよろしくお願いします。 

 

★「交通事故と高次脳機能障害」 

 （１１月１９日 講師：今村公治） 

 「ちば高次脳機能障害者と家族の会」という，高次脳機能障害をもつ当事者の方とその

ご家族の方たちが日常生活で困っていること等を話し合ってお互い支え合う活動をしてい

る会の定例会にお招きいただきました。弁護士業務の内容や，交通事故の被害者救済，成

年後見制度等についてお話させていただきました。 

 

★「整形外科医が押さえておきたい交通事故診療と後遺症 - 患者・保険会社対応と法的

諸問題 - 」（１１月２５日 講師：川﨑翔） 

 柏市整形外科医会学術講演会にて，当事務所の川﨑が上記テーマで講師を務めさせてい

ただきました。交通事故分野に詳しい弁護士として，大勢の整形外科医の先生方の前でお

話しさせていただきました。その後の懇親会では，整形外科医

の先生方から貴重なお話を伺うことが出来ました。 

 

当事務所では年間２０回以上のセミナーを行っております。 

セミナー講師の依頼も受け付けておりますのでどしどしお問い合わせください。 

（過去のセミナー実績の一部：http://www.yotsubasougou.jp/218/） 
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弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 

２０１７年１月ｖｏｌ．９２ 

～ 千葉周辺でオススメのお店紹介 ～ 
今月号では，千葉周辺のお勧めのお店紹介コーナーをお送りします♪ 

 

☆ 蔵王 

アットホームなイタリアンのお店です。 

なかでも，生地がふわっともちもちしている“ピザ”が人気 

メニューです。種類もたくさんあるので，みんなでシェアしな

がら食べるのも楽しいですね♪ 

アクセス：千葉県千葉市花見川区花園２－１－３ 

ＪＲ総武線 新検見川駅から徒歩２分 

 

☆ 屋台拉麺一’s 

看板メニューの「牛骨塩らーめん」は，某口コミサイト 

上位常連のラーメン店です。           

さっぱりとしていながらコクがありとてもおいしいです。 

店内はお洒落な雰囲気で女性同士でも入りやすいです。 

アクセス：千葉県千葉市稲毛区小中台２－３－３ 

ＪＲ総武線 稲毛駅から徒歩１分 

 

☆ 龍馬 

人気の博多料理の居酒屋です。いつも大勢のお客さんでにぎわっています。 

もつ鍋がおいしいのはもちろんのこと，こだわりのゴマサバも

人気です。 

寒さが深まるこの時期，お鍋で温まってみてはいかがでしょう

か。 

お店の場所が少しわかりづらいですが，千葉駅から歩いて行け

る距離にあります。 

アクセス：千葉県千葉市中央区富士見２丁目１４－４ 

バーニングビル２階                

ＪＲ総武線 千葉駅から徒歩５分 

次号のお店紹介コーナーもお楽しみに！！
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弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 

２０１７年１月ｖｏｌ．９２ 

新年，明けましておめでとうございます。 

  本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

＜弁護士より新年のご挨拶＞ 

大澤 「よつば」は幸せの象徴です。２０１７年も皆様が幸せになれるよう精一杯努力し

ています。２０１７年も宜しくお願いします。 

川﨑 あけましておめでとうございます。昨年はおかげ様で千葉事務所を開設することが

できました。今年も様々な分野に挑戦していきたいと考えております。本年も宜しくお願い致

します。 

前原 あけましておめでとうございます。よつば千葉事務所ができて早９ヶ月！おかげさ

まで北は佐原・銚子から南は館山まで多くの方からご依頼・ご相談をいただいております。２

０１７年ますますパワーアップする千葉事務所を皆様よろしくお願いします！私は今年も明る

く楽しく元気よく精力的に頑張ります！ 

小林 旧年中はたくさんの方に大変お世話になりました。ご相談頂いた方のお役にたてる

よう，今年もこれまで以上に頑張りたいと思っておりますので，宜しくお願い申し上げます。 

前田 昨年はご縁があって，地元の柏レイソルの選手たちとお会いする機会があり，スタ

ジアムで応援もさせていただきました。今年も，地域に根ざした弁護士として活動して参りた

いと思います。本年も，どうぞよろしくお願い致します！ 

松村 昨年は大変お世話になり，ありがとうございました。今年も，一生懸命お仕事に励

み，皆様のお役に立てますよう頑張りますので，何卒宜しくお願い致します。 

佐藤 昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。本年も皆様にご満足頂ける

リーガルサービスをご提供できるよう励んで参りますので，引き続き宜しくお願い致します。 

今村 ご依頼いただいた皆様のご期待にお応えできるよう精一杯精進いたします。本年も

どうぞよろしくお願い致します。２０１７年がみなさまにとって幸多き一年となりますよう。 

三井 昨年はこれまで以上にたくさんの方に支えて頂きながら日々業務をしてきました。

本年はお世話になった皆様に様々な形で恩返しをしていきたいと思います。宜しくお願い致し

ます。 

粟津 今年も，日頃支えてくれる皆様への感謝の気持ちを忘れず，丁寧かつ迅速に案件に

あたりたいと思います。どうぞ，宜しくお願い致します。 

加藤 明けましておめでとうございます。酉年は商売に縁起のいい年らしく，私も仕事を

頑張っていきたいと思います。本年もどうぞ宜しくお願い致します。 
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