特集

「時間外労働の上限規制」と
「年５日の年次有給休暇の
確実な取得」について
福岡労働局労働基準部監督課

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
（平成30年７月６日公布）に基づき、
労働基準法等が改正されました。本号では、その中の「時間外労働の上限規制」及び「年５日の年次有
給休暇の確実な取得」について解説します。リーフレットやＱ＆Ａは、厚生労働省ホームページ「働き
方改革の実現に向けて」をご参照ください。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html）

Ⅰ

時間外労働の上限規制

１ 改正の趣旨
長時間労働は、健康の確保を困難にするとと
もに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子
化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男
性の家庭参加を阻む原因となっています。長時
間労働を是正することによって、
ワーク・ライフ・
バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就き
やすくなり労働参加率の向上に結びつきます。
このため、今般の働き方改革の一環として、
労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法
律に規定されました。
大企業は2019年４月から、
中小企業は2020年４月から導入されます。
２ 労働基準法における労働時間の定め
（Point１）時
 間外労働・休日労働をさせるため

には、36協定の締結が必要です。
●労 働基準法では、労働時間は原則として、１

日８時間・１週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。また、休
日は原則として、毎週少なくとも１回与える
こととされています（これを「法定休日」とい

います。
）
。
●法 定労働時間を超えて労働者に時間外労働

をさせる場合や法定休日に労働させる場合に
は、
☞労 働基準法第36条に基づく労使協定（36
（サブロク）協定）の締結
☞所轄労働基準監督署長への届出
が
 必要です。36協定では、
「時間外労働を行

う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを
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決めなければなりません。
（Point２）こ
 れまで、時間外労働の上限は大臣
告示によって基準が設けられていま
した。
●これまで、36協定で定める時間外労働につい
ては、厚生労働大臣の告示によって、上限の
基準が定められていましたが、臨時的に限度
時間を超えて時間外労働を行わなければなら
ない特別の事情が予想される場合には、特別
条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を
超える時間まで時間外労働を行わせることが
可能でした。
●今 回の改正によって、これまで告示にとど
まっていた時間外労働の上限が、罰則付きで
法律に規定されました。

３ 改正内容
（Point１）臨
 時的な特別な事情がある場合にも
上回ることができない上限が設けら
れます。
●今 回の改正によって、法律上、時間外労働の
上限は原則として月45時間・年360時間とな

り、臨時的な特別の事情がなければこれを超
えることができなくなります。
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する
場合（特別条項）でも、以下を守らなければな
りません。
☞時間外労働が年720時間以内

☞時間外労働と休日労働の合計が月100時間
未満
☞時間外労働と休日労働の合計について、
「２

（例）36協定の始期が
2018/10/1の場合

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けるこ
とで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰
則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることの
できない上限が設けられます。

2019/3/31以前と2019/4/1以後に跨がる期間
の協定は、１年間は引き続き有効。

上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。
 以下の事業・業務については、上限規制の適用が５年間猶予されます。

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。

 上記に違反した場合には、罰則（６か月以下の懲役または万円以下の罰金）が科され
●上
記に違反した場合には、罰則（６か月以下
るおそれがあります。
の懲役または30万円以下の罰金）
が科される
特別条項の有無に関わらず
、１年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月
！
時間未満、２～６か月平均時間以内にしなければなりません。
おそれがあります。
（※）例えば時間外労働が時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働＝

猶予期間中の取扱い

猶予後の取扱い

（年３月日まで）

（年４月１日以降）

建設事業

自動車運転
の業務

災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がす
べて適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労
働と休日労働の合計について、
月時間未満
２～６か月平均時間以内
とする規制は適用されません。

特別条項付き協定を締結する場合の年間の時
間外労働の上限が年時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、
月時間未満
２～６か月平均時間以内
とする規制は適用されません。
時間外労働が月時間を超えることができる
のは年６か月までとする規制は適用されません。

上限規制は適用されません。

（※）

時間、休日労働＝時間、のように合計が月時間以上になると法律違反となります。

（改正前）

（改正後）

法律による上限
特別条項年６か月まで

上限なし
年６か月まで

年時間
複数月平均時間＊
月時間未満＊

大臣告示による上限
（行政指導）

法律による上限
（原則）

月時間
年時間

＊休日労働を含む

月時間
年時間

医師

集

80時間以内
☞時間外労働が月45時間を超えることができ
るのは、年６か月が限度
 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなけれ
ばなりません。
 時間外労働が年時間以内
 時間外労働と休日労働の合計が月時間未満
 時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か月平
均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり時間以内
 時間外労働が月時間を超えることができるのは、年６か月が限度

事業・業務

特

さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限
か月平均」
「３か月平均」
「４か月平均」
「５
が設けられます。
 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月時間・年時間と
か月平均」
「６か月平均」が全て１月当たり
なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

上限規制の
イメージ

１年経過以後は（2019/10/1開始の協定からは）
上限規制が適用。

具体的な上限時間は今後、省令で定めることとさ
れています。

鹿児島県及
び沖縄県に
おける砂糖
製造業

時間外労働と休日労働の合計に
ついて、
月時間未満
２～６か月平均時間以内
とする規制は適用されません。

上限規制がすべて適用されます。

 新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発
●
新技術・新商品等の研究開発業務については、
業務については、 １週間当たり時間を超えて労働した時間が月時間を超えた労働
者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。
上限規制の適用が除外されています。
事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更
や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。

法定労働時間

ᵔ

（Point５）3
 6協定届の新しい様式
●今回の法改正によって法律に時間外労働の上

１年間＝か月
ᵒ

（Point２）中
 小企業への上限規制の適用は１年
間猶予されます。
●上限規制の施行は2019年４月１日ですが、中
小企業に対しては１年間猶予され2020年４
月１日からとなります。
●中 小企業の範囲については、
「資本金の額ま
たは出資の総額」と「常時使用する労働者の
数」のいずれかが以下の基準を満たしていれ
中小企業への上限規制の適用は１年間猶予されます。
ば、
中小企業に該当すると判断されます。な
お、事業場単位ではなく、企業単位で判断さ
 上限規制の施行は年４月１日ですが、中小企業に対しては１年間猶予され年
４月１日からとなります。
れます。
 中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者

の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
業種

資本金の額または
出資の総額

常時使用する
労働者数

小売業

万円以下

人以下

サービス業

万円以下

人以下

卸売業

１億円以下

その他
（製造業、建設業、運輸業、その他）

３億円以下

または

人以下
人以下

※業種の分類は、日本標準産業分類に従って判断されます。
※
業種の分類は、日本標準産業分類に従って判断されます。
業種

小売業

日本標準産業分類

大分類,（卸売業、小売業）
のうち

中分類（各種商品小売業）、中分類（織物・衣服・身の回り品小売
業）、中分類（飲食料品小売業）、中分類（機械器具小売業）、中
分類（その他の小売業）、中分類（無店舗小売業）

大分類0（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち

中分類（飲食店）、中分類（持ち帰り・配達飲食サービス業）

（Point３）
上
 限規制の施行に当たっては、経過
サービス業
大分類*（情報通信業）のう

中分類（放送業）、中分類（情報サービス業）、中分類（映像
情報制作・配給業）、中分類（音声情報制作業）、中分類（広告
制作業）、中分類（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス
業）

ち

措置が設けられています。
大分類.（不動産業、物品賃
貸業）のうち
●2019年４月１日
（ 中 小 企 業 は2020年４月１
中分類（駐車場業）、中分類（物品賃貸業）

大分類/（学術研究、専門・

技術サービス業）
日）以後の期間のみを定めた36協定に対して
大分類0（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち
上限規制が適用されます。
2019年３月31日を
大分類1（生活関連サービス
業、娯楽業）
含む期間について定めた36協定については、
大分類2（教育、学習支援
業）
その協定の初日から１年間は引き続き有効と
大分類3（医療、福祉）
中分類（宿泊業）

ただし、小分類（旅行業）は除く

大分類4（複合サービス業）
なり、上限規制は適用されません。
大分類5（サービス業＜他に
分類されないもの＞）

卸売業

大分類,（卸売業、小売業）

中分類（各種商品卸売業）、中分類（繊維、衣服等卸売業）、中分
類（飲食料品卸売業）、中分類（建築材料、鉱物・金属材料等卸売
業）、中分類（機械器具卸売業）、中分類（その他の卸売業）

のうち
（Point４）
上
 限規制の適用が猶予・除外となる
その他（製造業、
建設業、運輸業、 上記以外のすべて
事業・業務があります。
その他）
（参考）日本標準産業分類（年月改定（第回改定））
●
以下の事業・業務については、
上限規制の適
KWWSZZZVRXPXJRMSWRXNHLBWRXNDWVXLQGH[VHLGRVDQJ\RLQGH[KWP
（大分類）
用が５年間猶予されます。
$農業，林業 %漁業 &鉱業，採石業，砂利採取業 '建設業 (製造業 )電気・ガス・熱供給・水道業
*情報通信業 +運輸業，郵便業 ,卸売業，小売業 -金融業，保険業 .不動産業，物品賃貸業
/学術研究，専門・技術サービス業 0宿泊業，飲食サービス業 1生活関連サービス業，娯楽業
2教育，学習支援業 3医療，福祉 4複合サービス事業 5サービス業（他に分類されないもの）
6公務（他に分類されるものを除く）
7分類不能の産業

限が規定されたため、36協定で定める必要が
ある事項が変わりました。このため、36協定
届の新しい様式を策定しています。
●中 小企業は適用が１年間猶予されますので、
その間の36協定届は従来の様式での届出でか
まいません。

Ⅱ 年５日の年次有給休暇の確実な取得
１ 改正の趣旨
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュ
を図ることを目的として、原則として、労働者が
請求する時季に与えることとされています。しか
し、同僚への気兼ねや請求することへのためら
い等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年
次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019

年４月から全ての事業場において、年10日以上
の年次有給休暇が付与される労働者（管理監督
者を含む）に対して、年次有給休暇の日数のうち
年５日については、使用者が時季を指定して取得

させることが義務付けられました。

２ 年次有給休暇の付与や取得に関する基本的
なルール
（Point１）年
 次有給休暇の発生要件と付与日数
●使 用者は、労働者が雇入れの日から６か月間

継続勤務し、その６か月間の全労働日の８割
以上を出勤した場合には、原則として10日の

年次有給休暇を与えなければなりません。
●パートタイム労働者など、所定労働日数が少
ない労働者については、年次有給休暇の日数
は所定労働日数に応じて比例付与されます。

ᵓ
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Feature articles

１日８時間
週時間

（Point２）年
 次有給休暇を与えるタイミング
●年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与

えることとされていますので、労働者が具体
的な月日を指定した場合には、原則として、そ
の日に年次有給休暇を与える必要があります。

３ 改正内容

をする必要はなく、また、することもできません。
●労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の
日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて
与えた年次有給休暇の日数（計画年休）につ
いては、その日数分を時季指定義務が課され
る年５日から控除する必要があります。

（Point４）年
 次有給休暇管理簿の作成、就業規

2019 年３月まで

則への規定
●使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿
を作成し、３年間保存しなければなりません。

年休の取得日数について
使用者に義務なし

2019 年４月から
年５日の年休を労働者に取得させることが
使用者の義務となります。
（対象：年休が10日以上付与される労働者）
（Point１）対象者
●年次有給休暇が10日以上付与される労働者が
対象です。法定の年次有給休暇付与日数が10
日以上の労働者に限ります。
●対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者
も含まれます。
（Point２）年
 ５日の時季指定義務、時季指定の
方法
●使 用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付
与した日（基準日）から１年以内に５日につい
て、取得時季を指定して年次有給休暇を取得
させなければなりません。
●使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見
を聴取しなければなりません。また、できる限り労
働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取し
た意見を尊重するよう努めなければなりません。
（Point３）時季指定を要しない場合
●既に５日以上の年次有給休暇を請求・取得して
いる労働者に対しては、使用者による時季指定

●休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記
載事項（労働基準法第89条）であるため、使
用者による年次有給休暇の時季指定を実施す
る場合は、時季指定の対象となる労働者の範
囲及び時季指定の方法等について、就業規則
に記載しなければなりません。
※規定例は、厚生労働省ホームページをご覧
ください。

４ 年休を全部または一部前倒しで付与してい
る場合における取扱い
以上が基本的なルールです。ここからは、新入
社員に入社と同時に年次有給休暇を付与する場
合など、法定の基準日より前に年次有給休暇を
10日以上付与した場合について、どのように取
り扱えばよいか、確認していきます。法定の付与
日数が10日以上の方であれば、法定の基準日よ
り前倒して付与する場合であっても、付与日数の
合計が10日に達した時点で義務が発生します。
（ケース１）法
 定の基準日（雇入れの日から６か

月後）より前に10日以上の年次有給
休暇を付与する場合
→ 労働者に対して法定の基準日より前倒して
10日以上の年次有給休暇を付与した場合に
は、使用者は、その日から１年以内に５日の年
次有給休暇を取得させなければなりません。

■時季指定義務のポイント
労働者の申出による取得
（原則）

使用者の時季指定による取得
（新設）
使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者が使用者に
取得時季を申出

労働者

「○月×日に
休みます」

使用者

労働者

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

１０日付与
（基準日）

「○月×日に
休んでください」

【
（例）
4/1入社の場合】
4/1
入社

10/1

4/1
１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。
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9/30

使用者

（例）
4/1入社時に
（ケース１）

10日付与する場合

4/1入社

１０日付与

法定の基準日

10/1

3/31

法定の基準日
５日取得

4/1入社

10/1

3/31

9/30
通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させること
になるが、
４/１に前倒しで付与した場合には、
４/１～翌３/３１
までの１年間に５日取得させなければならない。

特

（例）
4/1入社時に
10日付与する場合

１０日付与

9/30

集

通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させること
になるが、
４/１に前倒しで付与した場合には、
４/１～翌３/３
５日取得
②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、
５日の指定義務がかかる
１年間の期間に重複が生じる場合
（全社１
までの１年間に５日取得させなければならない。

的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）
⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間
（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）
の長さに応じた日数
（比例
（ケース２）

按分した日数）
を、当該期間に取得させることも認められます。
②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、
５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じる場合
（全社
（例）
的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）
１年目の付与日（10日付与）
２年目の付与日（11日付与）
４/１入社で、
⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間
（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）
の長さに応じた日数
（比例
初年度は１０/１に付与
按分した日数）
を、当該期間に取得させることも認められます。
翌年度は４/１に付与する場合
4/1入社
10/1
4/1
9/30
3/31
（例）
１年目の付与日（10日付与）

この場合には、
１０/１～翌々３/３１までの期間
（18箇月）
に、
通常は１年目の１
０/１～翌９/３
０までの１年間に５日取得さ
５
日÷12×18＝７．
５日以上取得させることも認められる。
せ、
２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。
この場合には、
１０/１～翌々３/３１までの期間
（18箇月）
に、
５日÷12×18＝７．
５日以上取得させることも認められる。

（ケース２）入
 社した年と翌年で年次有給休暇の
付与日が異なるため、５日の指定義

務がかかる１年間の期間に重複が生
じる場合（全社的に起算日を合わせ
るために入社２年目以降の社員への
付与日を統一する場合など）
→ 期間に重複が生じた場合には、重複が生じ
るそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の
始期から後の期間の終期までの期間）の長さ
に応じた日数（比例按分した日数）を当該期
間に取得させることも認められます。

５ Ｑ＆Ａ
（Ｑ１）2019年４月より前（例えば2019年１月）
に10日以上の年次有給休暇を付与している
場合には、そのうち５日分について、2019年
４月以後に年５日確実に取得させる必要が
ありますか。
（Ａ１）改正法が施行される2019年４月１日以
後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付
与する日（基準日）から、年５日確実に取得

させる必要があります。よって、2019年４月
より前に年次有給休暇を付与している場合

は、使用者に時季指定義務が発生しないた
め、年５日確実に取得させなくとも、法違反
とはなりません。

（Ｑ２）使用者が年次有給休暇の時季を指定する
場合に、半日単位年休とすることは差し支え

ありませんか。また、労働者が自ら半日単位
の年次有給休暇を取得した場合には、その日
数分を使用者が時季を指定すべき年５日の年
次有給休暇から控除することができますか。

（Ａ２）時季指定に当たって、労働者の意見を聴
いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得

２年目の付与日（11日付与）
５日取得

4/1

５日取得

9/30

3/31

7.５５
日以上取得
日取得
５日取得

の希望があった場合には、半日（0.5日）単位
で取得することとして差し支えありません。

7.５日以上取得

また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇
を取得した場合には、取得１回につき0.5日
として、使用者が時季を指定すべき年５日の
年次有給休暇から控除することができます。
（なお、時間単位の年次有給休暇については、
使用者による時季指定の対象とはならず、労
働者が自ら取得した場合にも、その時間分を
５日から控除することはできません。
）
（Ｑ３）パートタイム労働者など、所定労働日数
が少ない労働者であって、１年以内に付与さ
れる年次有給休暇の日数が10日未満の者に
ついて、前年度から繰り越した日数を含める
と10日以上となっている場合、年５日確実に
取得させる義務の対象となるのでしょうか。
（Ａ３）対象とはなりません。前年度から繰り越し
た年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付
与される法定の年次有給休暇の日数が10日以
上である労働者が義務の対象となります。
（Ｑ４）前年度からの繰り越し分の年次有給休暇

を取得した場合には、その日数分を使用者が
時季を指定すべき年５日の年次有給休暇か
ら控除することができますか。
（Ａ４）労働者が実際に取得した年次有給休暇が
前年度からの繰り越し分の年次有給休暇で
あるか当年度の基準日に付与された年次有
給休暇であるかについては問わないもので
あり、ご質問のような取扱いも可能です。

（お問い合わせ先）
福岡労働局労働基準部監督課（℡ 092-411-4862）
又は最寄りの労働基準監督署へ
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４/１入社で、
通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ
せ、
２年目の４/１～翌３/３
初年度は１
０/１に付与 １までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、
期間の重複が生じるため管理が複雑になる。
翌年度は４/１に付与する場合
4/1入社
10/1

