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2019 年 2 月 22 日、第 22 回プレミアムフライデーセミナー「～働き方改革実践編第４弾～社員

が会社にスマホでらくらく申請」を東京オフィスセミナールームにて開催し、「DirectHR」をご紹

介させていただきました。 

 

【DirectHR で何ができるの？】    ※一部の機能は順次リリース予定です 

従業員の繁雑な労務関係手続が このシステム１つでらくらく処理できます。 

１．入社・マイナンバー収集・諸手続きなど、従業員が直接入力するので手間も時間も省力化！ 

２．従業員が必要な書類（労災通知書や離職票など）は mybox で直接確認できます。 

  ３．給与明細や源泉徴収票は WEB で自由に閲覧・印刷できます。 

４．年末調整申告はスマホやパソコンで簡単に処理できます。作業時間は手書きの１/３以下に。 

＜昨年導入いただきました企業様は間違いも少なく問合せ対応も激減したとのことでした＞ 

５．経費精算も一括管理！                        など 

 

「こんなシステムを待っていた！ぜひ、使ってみたい！」 

という声をいただきましたので、ぜひご活用いただきたく、顧問契約企業様限定《先着 5000 ラ

イセンス限定》「DirectHR スタートキャンペーン」！を企画いたしました。 

2019 年 3 月末日までに利用申し込みいただいた企業様には『超特別価格』にてご提供させてい

ただきます。顧問契約企業様限定の『超特別価格』のため、担当者にご相談ください。 

☆総務担当者は、従業員が入力した情報を確認し、社労士事務所に送信するだけです。 

 

 

 
平成 30 年 12 月 5 日に社会保険労務士制度創設 50 周年

になりましたが、弊事務所会長の出口聰の永年表彰に続
き、代表の出口裕美も東京都社会保険労務士会より感謝状
を拝受しましたのでご報告させていただきます。 

 
 現在は東京都社会保険労務士会の理事として、また、社
会貢献委員会の委員長として小中学校、高等学校等の学校
教育機関を対象に、「出前授業」を実施しています。 
 
皆様のお役に立てるよう精進してまいりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。 

発行：社会保険労務士法人出口事務所 TEL 03-6205-5405 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-24-16 内田ビル 3 階 

h t t p : / / w w w . d e g u c h i - o f f i c e . c o m / 

バックナンバー http://www.deguchi-office.com/blog/ 

  

経営・労務に役立つ・・・ 

M o n t h l y  T o p i c s   
 

プレミアムフライデーセミナー ～働き方改革実践編 第４弾～社員が会社にスマホで申請 

社労士制度創設 50 周年 代表出口裕美が感謝状授与しました 
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働き方改革関連法が順次施行されることに伴い、4月から年10日以上の年次有給休暇（以下、

「年休」という）が付与される従業員について、会社は年5日の年休を確実に取得させること

が義務となります。この年休の取得義務化に関する通達が、昨年12月に厚生労働省より発出

されたことから、実務上の注意点を確認しておきましょう。

年次有給休暇の取得義務化に
関する実務上の注意点

労働基準法情報

2.取得義務化の対象者

2019.3

年休の取得義務化では、従業員に確実に年休を取得させる必要があります。仮に、会社が

指定した取得日に、従業員が取得を希望せず勝手に勤務をするというケースも想定されます。

その場合は、その日について年休を取得したとは判断されません。その結果、年5日の年休

を取得しない従業員が発生したとしても、法違反の指摘を免れることはできません。罰則が

定められた制度であり、法律の施行が4月に迫っていることから、対応に向けてお困りのこ

とがあるときには、当事務所までお気軽にご相談ください。

3.年5日の対象となる年休の単位

1.取得日の指定と就業規則の変更

年休の取得義務化により、会社は年5日の年

休について、従業員に取得を希望する時季を

聞き、その希望を尊重しつつ取得日を指定し、

取得させる必要があります。ただし、従業員

が自ら取得した日数や労使協定による計画的

付与で取得した日数（いずれも取得する予定

の日数を含む）はこの5日から差し引くことが

できます。

なお、今回新設された使用者による時季指

定を行う際には、就業規則に時季指定の対象

となる労働者の範囲や時季指定の方法などを

記載する必要がありますので、就業規則の変

更を忘れずに行うようにしましょう。

今回の取得義務化の対象者には、管理監督

者や年10日以上の年休が付与されるパートタ

イマーも含まれます。また、年度の途中に育

児休業等から復帰した従業員も対象者となる

ため、復帰後に年5日を取得させる必要があり

ます。ただし、復帰した日によっては、年休

を取得させることとなる残りの期間の労働日

数が、会社が取得日の指定を行う必要のある

年休の残日数より少なく、5日を取得させるこ

とが不可能なこともあり、このような場合は

対象になりません。

年休は、1日単位で取得することが原則です

が、通達で半日単位での取得も認められてい

ます。また、労使協定を締結することで時間

単位での取得も認められています。今回の取

得義務化では、半日単位の年休については、

取得義務化となる5日から差し引くことが認め

られます。これに対し、時間単位の年休につ

いては、会社が取得日を指定する年休に含め

ることはできず、従業員が自ら取得したとき

であっても、取得義務化となる5日から差し引

くことはできません。

既に時間単位の年休の制度を導入している

会社はもちろんのこと、年休の取得率を向上

させるため、より柔軟に取得できる時間単位

の年休の導入を検討する会社も、導入前にこ

の点を押さえておきましょう。
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そうですね。そのような方法ができると比較的、手間を掛けずに年休管理簿
の作成・保存をすることへの対応が終わりそうですね。法律で作成・保存が
必要な帳簿に年休管理簿が加わることで、今後、労働基準監督署の調査が行
われるときに、賃金台帳や出勤簿とともに提出が求められることが想定され
ます。そのような視点においても確実な作成・保存をお願いします。
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このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長と
の会話形式で、分かりやすくお伝えします。

4月より作成が必要となる
年次有給休暇管理簿

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2019.3

【ワンポイントアドバイス】

1. 4月よりすべての会社に年休管理簿の作成が義務付けられる。

2. 年休管理簿には、労働者ごとに年休を取得した日、基準日、取得日数を記載する。

3. 年休管理簿は、年休を付与する期間中および期間満了後3年間の保存義務がある。

4月より年10日以上の年次有給休暇（以下、「年休」という）が付与される
従業員に対し、年休を付与した日（基準日）から1年以内に少なくとも5日の
年休を取得させることが必須になると聞きました。今のところ 初から年休
の取得日を会社が指定するのではなく、従業員が自主的に5日の年休を取得
することにより対応したいと考えています。よって従業員が確実に年次有給
休暇を取得するための管理が必要だと考えています。

総務部長そうですね。全従業員が自主的に5日以上の年休を取得できれば問題はありま
せんが、1人でも5日未満の従業員がいると法違反になります。まずは5日以上
の年休を確実に取得するように周知するとともに、基準日から一定期間が過
ぎたときに、取得日数が5日に満たない従業員を洗い出す必要があるでしょう。
その後、必要に応じて会社が取得時季を指定する方法も考えることになりま
す。

社労士 なるほど。そのような流れになると、年休の取得日数の管理が重要になりま
すね。

はい。今回の法改正で、会社には年次有給休暇管理簿（以下、「年休管理
簿」という）を作成し、3年間保存することが義務となりました。年休管理簿
には従業員ごとに、①年休を取得した日、②基準日、③基準日から1年以内に
取得した年休の日数を記載することになります。決められたフォーマットは
ないため会社ごとに自由に作成でき、労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成
することも認められています。

なるほど。現在は勤怠を管理するためのシステムを導入しており、そのシス
テム上で従業員が年休取得の申請を行う流れになっています。システムで従
業員ごとの基準日を設定することにより、勤続年数に応じた年休日数の付与
も自動的に行われるため、このシステムから年休管理簿が出力できるかを確
認しようと思います。
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有期事業は、その事業ごとに労働保険の成

立手続きを行う必要があります。ただし、そ

れぞれの有期事業が次のすべての要件に該当

したとき、それらの事業は法律上、一つの事

業とみなされ、継続事業と同様に保険料の申

告等を行うことになります。これを一括有期

事業と呼んでいます。

一括有期事業においてそれぞれの事業を開

始したときには、翌月10日までに一括有期事

業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出す

る必要があります。

今回の改正では、一括有期事業開始届が廃

止され、2019年4月1日以降に開始する有期事

業は、提出が不要となります。

1.の⑤に挙げたとおり、一括有期事業が可

能となる事業には、地域要件が定められてお

り、定められた地域の

範囲外で行われる事業

は一括することができ

ず、個別に有期事業と

して労働保険の事務手

続きを行う必要があり

ます。

この地域要件も廃止され、2019年4月1日以

降に開始する有期事業は、遠隔地で行われる

有期事業も含めて一括して事務手続きを行う

ことができます。
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労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織として独立性を持った

経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用を行うことを原則としています。この事業は、事

業の性質上、事業の期間が予定されているか否かにより、継続事業と有期事業に分けられます。

建設の事業や立木の伐採の事業等は、一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業であ

り、有期事業に分類されます。2019年4月から、この有期事業に関する事務手続きが一部変更に

なることから、変更内容を確認しておきましょう。

1.一括有期事業の対象となる事業

2019年4月より事務手続きが
大幅に簡素化される
一括有期事業の手続き

労働保険情報

2019.3

有期事業が多くある企業では、一括有期事業開始届を毎月作成し、届出することの事務手

続きの負担はかなり大きいものです。また、広域で有期事業を行っている企業では地域要件

を満たすことができない有期事業について一括することができず、この事務手続きの負担も

かなり大きいものでした。変更点を踏まえ、適切な事務手続きを進めることにしましょう。

3.一括有期事業の地域要件の廃止

2.一括有期事業開始届の廃止

①事業主が同一人であること。
②建設の事業または⽴⽊の伐採の事業であること。
③事業の規模について、概算保険料額が160万
円未満であって、かつ、建設の事業においては、
請負⾦額（消費税額を除く）が1億8,000万
円未満、⽴⽊の伐採の事業においては、素材
の⾒込⽣産量が1,000⽴⽅メートル未満であ
ること。

④建設の事業においては、事業の種類が、労災
保険率表における事業の種類と同一であること
（一部例外あり）。
⑤事業に係る保険料納付の事務所が同一で、か
つ、一括事務所の所在地を管轄する都道府
県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する
都道府県労働局の管轄区域内で⾏われるも
のであること（地域要件）。
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