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大垣署における労働相談の状況

●相談件数の推移
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●令和３年度の労働相談の内訳

年次有給休暇

関係

17.3%

賃金不払関係

15.3%

解雇関係
11.5%

ハラスメント関係
8.2%

休業手当関係

7.8%

その他
39.8%



大垣署における監督指導結果について

●監督等件数と違反率の推移
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●令和３年度の違反内容の内訳

労働安全衛生関係の法令違反は除いています。

年次有給休暇

関係

24.9%

36協定関係
23.6%割増賃金関係

19.8%

賃金台帳関係

12.4%

その他
19.4%



●年次有給休暇に関する相談事例

年次有給休暇に関する問題

★ 会社から年次有給休暇（以下「年休」といいます。）は年間５
日までしか認めないと言われた。

★ 会社ではお盆休みの前後で従業員が一斉に３日間の年休
を取得することになっているが、従業員には何ら説明がなく、
会社が一方的に決めている。

★ 新型コロナウイルス感染症により仕事を休んだが、一方的
に年休扱いとされた。

☛ 年次有給休暇は、取得促進と与え方がポイントです。



●年次有給休暇の付与について

年休の原則は、労働者が請求する時季に与えることが必要
です。
年１０日以上の年休が付与される労働者には、年５日につ

いて使用者が時季を指定して取得させることが必要です。

労働者が自ら申請して取得した年休の日数や、労使協定による計画
的付与で与えた年休の日数は、５日から控除します。



【計画的付与とは】
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、

労使協定を締結することにより、計画的に休暇取得日を割り
振ることができる制度。

事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

５日 ５日

※年休が１０日の労働者の例



【計画的付与とは】

※詳細は厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。



【使用者による時季指定】

★ 使用者による時季指定ができるのは、１年間に５日までで
あり、これを超える日数の時季指定はできない。

★ 半日単位の年休制度がある場合、労働者の希望があった
場合には日数を0.5日として付与することが可能。

★ あらかじめ使用者による時季指定により年休を与えること
を労働者に明らかにした上で、労働者から意見を聴取しなけ
ればならない。（労働基準法施行規則第24条の６第１項）
☛ 使用者は、聴取した意見を尊重するよう努めなければ
なりません。 （同条第３項）



●年次有給休暇に関するあれこれ

★ 年休の基準日、日数、時季を記載した管理簿を労働者ごと
に作成していますか？

基準日

日数

時季

【管理簿の例】



●年次有給休暇に関するあれこれ

★ 出勤率の算定（全労働日の８割）にあたり、以下に該当する
日は全労働日に入れません。
♦ 会社都合による休業日
♦ 就業規則で会社独自に定めている慶弔休暇等（労働義
務を免除しているもの）
♦ 月60時間超の割増賃金支払に替えて与える代替休暇

★ 業務上の災害で休業した日、育児休業、介護休業、産前産
後の休業日、年次有給休暇取得日は、出勤したものとみなし
ます。

出勤した日数

会社の所定労働日数
（全労働日）

遅刻や早退した日は、一部は就労し
ているため、欠勤として扱うことはでき
ません。出勤した日数に入ります。 ≧８割



●年次有給休暇に関するあれこれ

★ 年休取得日の賃金は正しく払われていますか？
♦ 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
♦ 平均賃金
♦ 健康保険法で定める標準報酬月額の30分の１に相当
する金額（労使協定が必要）

どの方式で支払うかは就業規則等で定め、支払いは必ずその方法で
行う必要があります。

【年休取得日が深夜勤務日の場合】

８時間３交代勤務者が３直（２２：００から翌８：００）に当たって
いる日に年休を取得した場合、「通常の賃金」には深夜割増賃
金を含める必要があるか。

☛ 深夜時間帯を含む２２：００から翌８：００の勤務自体が通
常の所定労働時間となるため、その場合に支払われる深夜
労働に対する割増賃金を含んで支払う必要があります。



【歩合給を支払っている場合の通常の賃金】

基本給、諸手当のほかに販売実績に応じて販売手当（歩合給）
を支給してるが、通常の賃金を払う場合にはどのように計算すれ
ばいいか。

☛ 歩合給の計算
歩合で計算された賃金総額 ÷ 当該賃金計算期間の総労
働時間 × 当該賃金計算期間の１日平均所定労働時間

※所定労働時間は１日８時間。基本給が月給３０万円。
年休を取得した月に時間外労働を含めて２００時間働き、４万円の販売手当を得

た場合。

４万円÷２００時間＝２００円
２００円×８時間＝１，６００円（１日の年休に対して支払う歩合給部分の賃金）



割増賃金に関する問題

就業規則の変更が必要になります。



●月６０時間を超える時間外労働の割増率について

【深夜・休日労働との関係】

★ 月６０時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金の率
が５０％以上になります。



【具体的な算出方法（例）】

★ １か月の起算日から時間外労働時間数を累計して６０時間を
超えた時点から５０％以上で計算します。

【例】
・１か月の起算日は１日
・法定休日が日曜日
・所定休日が土曜日
・カレンダーの青字は時間外
労働時間数を示す



【代替休暇の付与】

年次有給休暇とは別の有給の休暇を与える必要があります。

★ 労使協定を締結する必要があります。

★ 実際に代替休暇を取得するか否かは、個々の労働者の意思
によります。

★ 代替休暇を与えることができる時間数の算定方法や代替休
暇の単位、休暇を与えることができる期間、取得日の決定方法
などを決めておくことが必要です。



●是正勧告した事例１

★ 割増賃金の計算方法が誤っていたもの。

【月給制で間違いが多い部分】



【歩合給を支払っている場合の計算方法】
基本給、諸手当のほかに販売実績に応じて販売手当（歩合）

を支給しているが、割増賃金はどのように計算すればいいか。

☛ 歩合給に対する割増賃金の計算 ※時間外労働の場合

歩合で計算された賃金総額 ÷ 当該賃金計算期間の総労
働時間 × 0.25 × 時間外労働時間数

※所定労働時間は１日８時間、年間２６０日労働。

基本給が月給３０万円。時間外労働３０時間を含めて１か月２００時間働き、４万円
の販売手当を得た場合。

８時間×２６０日÷１２か月＝１７３．３３時間≒１７３時間
（１か月の平均所定労働時間）

３０万円÷１７３時間×１．２５×３０時間＝６５，０２９円

４万円÷２００時間×０．２５×３０時間＝１，５００円（歩合給に対する割増賃金）

６５，０２９円＋１，５００円＝６６，５２９円（時間外労働に対する割増賃金）



賃金不払い残業の是正勧告事例

★ 始業時刻前に行う機械設備の稼動準備や参加を義務付け
ている朝礼、昼休み中の電話当番の時間を労働時間として取
り扱わず、賃金（割増賃金）を支払っていなかったもの。

●是正勧告した事例２

☛ 業務に伴い当然に発生する準備作業や片付けは、一般
的に労働時間に該当します。
電話当番は、実際に電話がかかってこなかった場合で

も労働時間となります。

労働時間に該当するかどうかは、労働者が使用者の指揮監督のもと
に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に決まるも
のです。

☛ 特殊健康診断に要した時間や、安全衛生委員会の開催
時間についても、労働時間に該当します。



★ 残業手当を毎月固定で支払っていたが、実際に行った時間
外労働に対し本来支払うべき割増賃金額より低い金額になっ
ていたもの。

☛ 固定で支払っている場合には、毎月不足が生じていない
か確認する必要があります。不足分は別途支払う必要があ
ります。

●是正勧告した事例３

賃金台帳には労働時間数などの法定項目を記入する必要がありますが、
このケースは時間外労働時間数が記入されていないことが多いです！



●是正勧告した事例４

★ 基本給や手当の中に割増賃金を含んでいるからという理由
で、割増賃金を支払っていなかったもの。

☛ 就業規則や労働者との個別の労働契約の中で、どの種類
の割増賃金をどれだけ含んでいるのかを明確にしない限り、
割増賃金を支払っていることにはなりません。

ある手当の支払いをもって割増賃金が支払われたと言えるためには、
その手当が時間外労働などの対価として支払われているものと認めら
れること（対価性）という観点も大切です。



賃金不払い残業の是正勧告事例

★ 始業終業時刻をタイムカードで管理しているが、１５分単位
で計算しているため、実際に行った労働時間が日々切り捨て
られていたもの。

☛ 実際に働いた時間が切り捨てられるような単位で労働時
間を管理することはできません。
１か月の労働時間を集計した際、３０分単位の端数が出

た場合にこれを切り捨て、３０分以上の端数を１時間に切り
上げる場合には違反になりません。

●是正勧告した事例５



賃金不払い残業の是正勧告事例

★ 出退勤時にICカードを打刻し、残業を行う場合には自己申告
制であったが、ICカードに打刻した時刻と自己申告との間に大
幅な乖離があり、賃金不払残業が生じていたもの。

●是正勧告した事例６

☛ 自己申告による労働時間は労働者自身で記録を調整する
ことができるため、賃金不払残業につながる場合があります。
そのため、労働時間管理の原則は、ICカード等の客観的な
記録に基づき管理することが必要です。

☛ ICカードと自己申告制を併用する場合には、乖離している
実態を放置しないことが重要です。

残業時間中に実際には休憩を取得していなくても、休憩を取得したも
のとして、自己申告の残業時間を少なく申告している事例もあります。



賃金不払い残業の是正勧告事例

★ 始業終業時刻をICカードで管理しているが、所定の始業時
刻よりも大幅に早く出勤し業務を開始していたことから、賃金
不払残業が認められたもの。

☛ 始業時刻より前に業務を行っていることを中止させずに
黙認している場合、黙示の指示があるものと解されます。

●是正勧告した事例７

休日出勤や持ち帰り残業なども黙認している場合には、労働時間と
解される場合があります。



賃金不払い残業の是正勧告事例

●是正勧告した事例８

★ 始業終業時刻をパソコンのログイン・ログアウト時間により
管理するシステムを使用していたが、時間外労働は労働者
の申告によるものであり、賃金不払残業が生じていた。

☛ 残業時間の途中に実際には取得していない休憩時間を
取得した（または実際の休憩時間よりも多く休憩を取得し
た） として、労働時間から休憩時間を差し引いて残業時間
数を申告していた。



賃金不払い残業の是正勧告事例

★ 始業終業時刻を指紋認証により管理していが、退勤処理後
もなお業務を行っていたことから、賃金不払残業が認められた
もの。

☛ 特定の者に過剰な業務負荷がかかっていた。
☛ 労働時間に対する上司の不適切な指示があった。

●是正勧告した事例９

残業を行っているにもかかわらず、会社の指示で従業員のタイム
カードを定時にまとめて打刻させている悪質な事案も認められました。



賃金不払い残業の是正勧告事例

★ 自己申告により労働時間を入力、あるいは休憩時間を差
し引くことができること。

●事例に共通して見られる問題点

★ 事業場への入退館記録等と労働時間の記録との間に生じ
ている乖離について、十分に確認が行われていないこと。

★ 事業場への入退館記録等と労働時間の記録との間に生じ
ている乖離について確認している場合でも、その理由が労働
時間に該当するものかの検討が十分に行われていないこと。

★ 上司等が労働時間の実態を把握していながら、労働時間
が正確に申告されていない状況を放置していること。

残業は自己申告により管理し、パソコンのログの記録との乖離があ
る場合には確認することとしている事業場でも、その確認が十分に行
われていないことが原因で賃金不払いとなっている事例もあります。



賃金不払い残業の是正勧告事例

★ ３６協定の１か月の限度時間の締日近くになると、不適切
な労働時間の自己申告が認められることが多い。

●事例に共通して見られる傾向

★ 割増賃金の対象とならない管理監督者について、正確な
労働時間を申告しない場合が認められる。

★ 所定休日に出勤している者が認められても、明確に休日
勤務を命令していないことを理由に、その実態が放置されて
いることがある。

★ 労働時間と事業場内に滞在している時間について乖離が
ある場合、その乖離の合理的な説明がつかない状態のまま
放置されている。

自己研鑽をしていた、インターネットを見ていた、同僚と話をしていた

と言うが、それをどう証明できるのか…。



賃金不払い残業の是正勧告事例

労働時間管理の考え方

● 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に
関するガイドライン

平成２９年１月２０日改定の新たなガイドライン



賃金不払い残業の是正勧告事例


