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年次有給休暇
労働基準法では、年次有給休暇と休暇手当を
労働者の権 利として認めています。

資格
雇用日数が暦日５日未満の場合、年次有給休
暇手当は認 められていません。収穫の出来
高払いを採用している農 業労働者に支給さ
れる休暇手当は、出来高払いの賃金に 含ま
れています。農業以外に従事する労働者の休
暇手当 は、雇用開始日から起算した賃金を
基に計算されます。
雇用後丸 12 ヵ月を経過すると、年次有給休
暇の取得が認 められます。
雇用主が基準法で定められている有給休暇日
数または休 暇手当より多くの日数または額
に同意している場合、雇 用基準管理局は同
意した事柄を守るように徹底します。
被雇用者にボーナスあるいは疾病手当金を支
給した、ま たは最低日数以上の休暇を与え
たなどの理由で、年次休 暇日数もしくは休
暇手当を減らすことはできません。

年次有給休暇の権利
雇用された日から１年間勤務すると、２年目
に使える有 給休暇の権利が発生します。雇
用されてから丸 12 ヵ月経

過した時点で、次の年に使える年次休暇を２
週間もらえ ます。つまり２年目から前の年
にもらった有給休暇を取 得する権利ができ
ます。
雇用後５年経過したら、３週間の年次有給休
暇が認めら れます。
付与された年次有給休暇は、12 ヵ月以内に
消化します。
年次有給休暇の権利がまだなくても、休暇取
得願を出す ことはできます。雇用主が同意
した場合、この有給休暇 の「前借り」日数
は、有給休暇をとれる資格ができた時 点に
認められた合計日数から差し引かれます。

休暇の日程を決める
雇用主は従業員が取得する年次休暇の日程を
、従業員が １週間より短い日程を要求しな
い限り、１週間以上の単 位で決めなければ
なりません。
雇用主は従業員が休暇の権利を取得してから
12 ヵ月以内 に休暇をとれることを保証すれ
ば、自分のビジネス業務 の要件に従って休
暇の日程を決める権利があります。
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有給休暇期間中に法定休日がある場合、従業
員は休日手 当の受給資格があればその日の
休日手当をもらえる権利 があります。ただ
し休日手当の代わりに別途休日をもら うこ
とはできません。
基準法では、年次休暇を取得する代わりに休
暇手当だけ をもらうことを従業員に対して
禁止しています。雇用主 には、従業 員に以
下を 保証するこ とを義務付 けてい ます。
• 年次有給休暇を必ず取得すること、およ
び
• 休暇手当の支給を受けること

休暇手当
従業員が前年度に認められた年次有給休暇を
とる場合、 雇用主は従業員に前年度の全所
得額の最低でも４％の額を休暇手当として支
給するものとします。

雇用主の記録
雇用主の賃金支払い記録簿には、従業員が取
得した年次 有給休暇の日付、支払い済み休
暇手当の金額、並びに有
給休暇の未消化日数と休暇手当支給予定額が
必ず記載さ れていなければなりません。
休暇手当支給額は、従業員に渡す給与明細に
必ず記載す ることが義務づけられています

休職および陪審義務
基準法で認められている休職中の従業員の勤
続年数につ いては、年次有給休暇日数を計
算する際、休職中の期間 も勤務が継続した
ものと見なされます。

ビジネスの売買もしくは譲渡
ビジネスの売買、リース、譲渡が発生しても
、ビジネス

従業員に支給される休暇手当は、当該年度に
支払われた 合計所得の一部となります。

の処分中従業員は雇用されているため、その
勤続期間に は影響を与えません。

休暇手当は年次休暇の初日の少なくとも７日
前に支払う ものとします。

歩合給

雇用主と従業員の間で書面による同意がある
場合、休暇 手当は毎回の賃金の支払い時に
一緒に支払ってもよいこ とになっています
。
休暇手当は雇用後５年経過したら、前年度の
全所得額の 最低６％になります。
雇用の終了時に休暇手当の未払い分があれば
、最終賃金 支払い時に一緒に支払われます
。

歩合給で働く従業員は、他業種の従業員と同
じように年 次有給休暇と休暇手当が認めら
れています。休暇手当は手数料率に組み入れ
ることはできません。従業員が年次 休暇を
取っている間に支払われるはずの手数料は、
休暇 手当にはなりません。休暇手当は手数
料の合計金額に対 して計算して支払うもの
とします。
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具体例
1. ロビンさんは 2008 年 3 月 1 日に採用され
ました。2009 年 2 月 28 日には雇用後丸１
年経過するため、年 次有給休暇の権利が
発生します。雇用主は、ロビンさ んが
2010 年 2 月 28 日までに有給休暇を取れる
ように 計らうことが義務づけられていま
す。
ロビンさんが 2009 年 7 月に２週間有給休
暇をとるときに、雇用主は 2008 年 3 月 1
日から 2009 年 2 月 28 日までのロビンさ
んの総所得に対して４％の休暇手当 を支
払います。休暇中の２週間ロビンさんは
働かない ので、通常の賃金は払ってもら
えません。この休暇手 当の額は 2009 年 3
月 1 日から 2010 年 2 月 28 日まで の１年
の総所得の一部になります。

2. サム君は３カ月勤めて仕事を辞めました
。最後の賃金 には仕事に就いた初日から
のすべての賃金に対して ４％の休暇手当
が含まれています。
3. スーさんは 2008 年 7 月 2 日に就職しまし
た。2009 年1 月 31 日に休暇の「前借り」
願いを提出し、雇用主は 同意したため、
2009 年 3 月に１週間の休暇を取りまし た
。2009 年 7 月 1 日に就職後丸１年経つこ
とにな
り、有給休暇を取る権利を得ます。この
時点でのスーさん に認められる休暇日数
は残りの 1 週間となります。

