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要約 

日本は国際的に見て年次有給休暇の取得率が非常に低い。年次有給休暇の未消化は労働

者の生活の質の面でも、経済の面でも問題である。本論文では「育児休業や看護休暇など

でケアされるべき取得目的が原因で労働者は年次有給休暇を温存し、取り残すことで取得

率向上を阻害している」との仮説を立て、日本の労働者が年次有給休暇を取得できていな

い原因はどのようなものがあるのかを定量的に分析した。その結果、年次有給休暇以外の

休暇制度の期間や給料の有無が影響を与えていることが分かった。そこで本論文では休暇

制度について政策を提言していく。また、回帰分析では表出しない要素として「職場の年

次有給休暇取得への理解」があると考え、そこに向けても政策を提言していく。 
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はじめに 

現在、日本の労働環境が変わってきている。バブル期には「24時間戦えますか」という

キャッチフレーズが流行するほど、男性は家庭を省みることなく苛烈に働くことが当然で

あり、労働時間が長いことが美徳である。その分女性は企業に入って収入を得るのではな

く、家事や育児に専念することが当たり前とされてきた。その後バブル崩壊に伴い労働市

場の変化が起こると、女性の活躍や多様な働き方が注目されるようになり、ワーク・ライ

フ・バランスという言葉が知られるようになっていった。しかしバブル崩壊から 20年以

上経った今でも現状は大きく変化してはいない。女性社員比率は低く、「男は外、女は内」

といった古い価値観がいまだに社会に残っている。1週間当たりの総労働時間は相変わら

ず長く、サービス残業はするもの、仕方がないもの、という意識は企業側・労働者側双方

に残っている。年次有給休暇の取得率は 50％程度で推移しており、労働者は家族との時間

を過ごすことや仕事のリフレッシュが実現できていない。 

郡司(2011)の調査によると、最近 10年間にかけてもワーク・ライフ・バランスを重視

する傾向は顕著で、仕事のみに重点を置く労働者は少なくなっており、余暇に生きる意味

を求める人々が増えている。2002年に比べ、2010年では「仕事よりも余暇に生きがいを

求める」と回答した割合が 2ポイント増加し、「仕事より、できるだけ余暇を楽しむ」と

回答した割合は 5ポイント増加した。 

 

図 0-11 

しかし現状では、日本は休みが取りやすい国であるとは言いがたい。企業のシステムに

組み込まれているはずの年次有給休暇ですら日本の取得率は国際的に見て低くなっている。

                                                   
1 郡司正人 『年次有給休暇の取得に関する調査』 独立行政法人 労働政策研究・研修

機構 2011 
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北ヨーロッパでは年次有給休暇は完全取得して当然のものであり、そもそも「取得率」と

いう言葉さえ存在しない、という話もある。 

 

図 0-22 

これらの調査から、労働者の意識は変わりつつある一方で、企業側の意識が変わっていな

いために休暇を取ることができない現状が浮かび上がってくる。 

 

 

 

  

                                                   
2 『有給休暇・国際比較調査 2013』 
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第 1 章 現状分析 

第 1節 年次有給休暇の取得状況 

厚生労働省が発表した労働者 1人当たり平均年次有給休暇の取得状況によると、平成 26

年に民間企業で働く労働者が取得した年次有給休暇の割合は平均で 48.8％である。表 1-1

が年次有給休暇の取得率の推移を示しており、毎年 50％未満で推移しているという事実が

浮かび上がってくる。 

政府は 2020 年までに取得率を 70％に引き上げる目標を掲げているが、2014 年度の段

階では 50％にも届かない状態が続いている。実は 2007年に策定された「ワーク・ライフ・

バランス憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では、有給休暇取得率

を 2012年に 60%、2017年には 100%にするという数値目標が掲げられていた。ワーク・

ライフ・バランス憲章とは、仕事と生活が両立しにくい現実に直面している中で、仕事と

生活の調和の必要性、目指すべき社会の姿を示して政労使の合意をもとに策定されたもの

である3。 

 

表 1-14 

この 70%の目標は前回の失敗により引き下げられたものである。労働者 1人当たりに与

えられた年次有給休暇の日数は平均 18.5日であり 2013年度と同じだったが、実際に取得

した日数は 9 日と 2013 年度比でみると 0.4 日増加している。その一因としては、景気の

回復で仕事が忙しくなり、より休暇を取得しにくい環境になったことが挙げられる。医療

法人や協同組合など民間企業以外の法人も含めた取得率は 47.6％であった。与えられた有

給休暇の日数は平均 18.4日、実際の取得日数は 8.8日だった。  

                                                   
3 内閣府 仕事と生活の調和の実現に向けて 

<http://wwwa.cao.go.jp/wlb/>(2015/11/1閲覧) 

4厚生労働省「平成 27 年就労条件総合調査結果の概況」 

<http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html> 

2015/10/31閲覧 
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厚生労働省は、2016 年 4 月から社員に年 5 日分の有休を取得させる義務を企業に課す

方針である。今通常国会に労働基準法改正案を提出する方向で調整を進めている。現行の

年次有給休暇は、6年半以上働けば年 20日が付与される仕組みだが、上述した通り取得率

が 50％に満たないというのが現状である。そこで、労働者の健康確保のほか、休み方改革

による仕事と生活の調和、生産性向上までを狙うようだ。特に、新しい仕組みによって、

有休をこれまで全く取れなかった者、サービス業や中小企業で働く者の取得が期待される。 

 

第 2節 年次有給休暇の設置意義 

現在、国内では少子高齢化や人口減少が問題視されているが、国際的にみると世界はま

だまだ成長の余地がありグローバル化が急速に進んでいると言えよう。つまり、より生産

性の高く高度な経営が求められると言えよう。そこで、効率的かつ創造的な仕事をするた

めには、休暇の果たす役割が非常に重要になってくる。以上を考慮するとリフレッシュや

ストレス解消といった休暇による利点が働きやすく、そして効率の良い職場の形成につな

がる。厚生労働省も年次有給休暇の取得率と生産性の向上に正の相関があると説いており、

本論文でも年次有給休暇が生産性の向上につながるとして論じていく。 

また、厚生労働省は年次有給休暇について業務の非効率な部分をチェックすることが可

能となること、ジョブローテーションの良い機会となること、休暇の有効活用により年次

有給休暇取得者の一層のキャリアアップを図ることができるという意義を挙げている。こ

のように、年次有給休暇の導入は人々の生活満足度(余暇時間)を増加させるだけでなく、

企業の業務効率化を図ることも可能である。 

 

第 3節 休暇制度の定義 

さて、年次有給休暇については、厚生労働省が以下のように説明している。「雇入れの日

から 6 か月継続勤務し、その間の全労働日の 8 割以上出勤した労働者に対して最低 10 日

を付与しなければならない。その後は、継続勤務年数 1年ごとに一定日数を加算した日数

となるが、一般の労働者の場合は次の通りになる。」これを表で示すと、表 1-2のようにな

る。 

継続勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 
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付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20 

              表 1-25 

また、週所定時間が 30 時間未満の労働者に対しても、その勤続日数に応じて比例付与

されている。さらに、これに加えて育児休業、介護休暇、産前産後休暇、看護休暇が存在

する。 

育児休業は、原則として常用雇用、つまり正社員の労働者、契約社員、派遣社員、パー

トタイムの労働者に与えられる。育児休業の取れる期間は、子供が生まれた日から 1年間。

正確には出産から子供が満 1歳になる誕生日の前日までの１年間である。育児休業の間に

ついても会社には給料支払いの義務がなく、産前・産後休暇と同じように、休んでいる間

の扱いはそれぞれの会社の判断に任されている。しかし、給料が支払われない場合や大幅

に減給されてしまう場合は、雇用保険から給料の 30％程度に相当する育児休業給付金を受

け取る事が可能である。 

介護休暇は病院への送迎など用事のために取るもので、対象となる家族が 1人の場合は

年に最大 5 日まで、複数の場合は年に 10 日までの範囲で仕事を休むことができる。原則

として常用雇用、つまり正社員の労働者、契約社員、派遣社員、パートタイムの労働者に

与えられる。介護を要するかどうかについては、一定の規定による「要介護状態」にあた

るかどうかで判断される。この休業期間の給料支払いに関しては、育児休業と同じく法律

上給料支払いの義務付けがない。 

では、なぜこれらのような制度が生まれたのか。厚生労働省が以下のように説明してい

る。「人口減少経済において持続可能な社会を作るためには就労と結婚・出産・子育ての二

者択一構造を捨て、仕事と生活の調和を実現させることが重要である。」そこで、特に子育

てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者について仕事と家庭の

両立支援を進めるべきだという方針が固まった。そのため、育児休業、介護休暇が誕生、

平成 22年の改正が実現された。 

 産前産後休暇については、取る権利を労働基準法において全ての労働者に認めている。

原則として常用雇用、つまり正社員の労働者、契約社員、派遣社員、パートタイムの労働

者に与えられる。産休として休む事が出来る期間は出産予定日の 6週間前から、出産日の

                                                   
5厚生労働省 有給休暇ハンドブック 

<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf>(20

14/10/23閲覧) 
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8 週間後までであるが、これは休める期間であって、必ず休まなければならないのは産後

の 6週間に限定されている。この休業期間の給料支払いに関しては、育児休業と同じく法

律上給料支払いの義務付けがない。 

 看護休暇とは、働く親が小学校就学前の子供の病気やけがの看病のために取る休暇であ

り、年次有給休暇とは別に年間 5日まで取得できる。これは育児介護休業法で定められた

休暇である。原則として常用雇用、つまり正社員の労働者、契約社員、派遣社員、パート

タイムの労働者に与えられる。この休業期間の給料支払いに関しては、育児休業と同じく

法律上給料支払いの義務付けがない。 

 

第 4節 年次有給休暇を取るべき理由  

１項 経済的観点 

では、日本において有休の取得率が低いことはなぜ問題なのだろうか。まず、日本にお

ける週当たり総労働時間について述べる。「社会生活基本調査2010」によると、男性は60.95

時間、女性は 62.28時間となっている。これは、他国と比較しても時間が長い。例えばア

メリカは、男性が 57.74時間、女性は 55.04時間である。長時間労働が経済成長につなが

るのであればむしろ長時間労働は歓迎されるかもしれない。だが、同調査によると、日本

の労働時間 1時間当たりの生産性は OECD加盟国中 20位である。いくら長時間労働を続

けようと、このような低い生産性では経済成長の実現は難しい。また、今後システムの機

械化や人口知能、AI の出現により各企業の業務の効率化や生産性の向上が肝要であろう。

それゆえ、高い生産性を実現するためにも年次有給休暇を従業員が取ったとしても仕事を

回せるような体制を各企業が取る必要がある。 

 

２項 生活の質的向上の観点 

また、年次有給休暇を取得できないということは、生活における満足度が低いというこ

とが言える。「従業員の労働時間と休暇に関する調査(企業調査)」(2013年)からも、週当た

りの労働時間が50時間未満である労働者の生活における満足が63.9％であるのに対して、

週当たりの労働時間が 60 時間以上である労働者の生活における満足は 34.8％である。こ

れは同研究より、週当たりの労働時間が 50 時間未満である労働者と週当たりの労働時間

が 60 時間以上である労働者の主体的健康観においても同様に大きな差が結果として出て

いる。つまり、人々の生活度満足の向上、健康を促進するという意味でも、年次有給休暇
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の取得率が低いことは問題であると言える。表 1-3 は、年次有給休暇の取得率と満足度の

関係を示したものである。年次有給休暇取得日数が 0-5 日以下で希望通りと回答した正社

員は 25.2％であるのに対して、15 日以上取得できた正社員は 40.9％が希望通り年次有給

休暇を取れたと回答している。ここから、年次有給休暇取得日数が増えるにつれて希望通

り取得できたと答える人の割合が増えるということが分かる。 

 

                表 1-36 

第 5節 年次有給休暇の取れていない理由 

なぜこれほどまでに重要な年次有給休暇が取得されていないのであろうか。郡司(2011)7

によると、年次有給休暇を取り残す理由は「病気や急な用事のために残しておく必要があ

るから」であり、64.6％が「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた。また、藤

野(2013)によると男性の 29.2％、女性の 30.0％が「病気など、いざというときに備えるた

め」と答えた。この調査によると女性が年次有給休暇を取れない最も大きな理由であり、

男性が取れない理由の 2 番目に大きな理由である。「急な用事」や「いざというとき」と

は子どもの病気や忌引き、親の介護などが考えられる。 

他にも郡司（2011）の調査では、次いで「休むと職場の他の人の迷惑になるから」が 60.2％、

「職場の周囲の人が取らないので年次有給休暇が取りにくいから」が 42.2％、「上司がい

                                                   
6郡司正人 『年次有給休暇の取得に関する調査』 独立行政法人 労働政策研究・研修機

構 2011 
7郡司正人 『年次有給休暇の取得に関する調査』 独立行政法人 労働政策研究・研修機

構 2011 
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い顔をしないから」が 33.3％であった。また、藤野(2013)8の調査によると「有給休暇をと

ることに対して罪悪感があるから」は男性が 10.0％、女性は 12.8％、「有給休暇のとれな

い雰囲気が職場にあるから」が男性 23.2％、女性 24.8％となった。職場の年次有給休暇取

得に対する理解が年次有給休暇の取得に対して大きな影響を与えていることが分かる。 

そして郡司(2011)によると「仕事量が多すぎて休んでいる余裕がないから」が 52.7％、

藤野(2013)によると「仕事が忙しいから」は男性 39.8％、女性 21.4％となっている。この

回答からわかるのは、企業は、労働者が年次有給休暇を消化するという前提で雇用をして

いないということである。また、郡司(2011)調査における「休みの間仕事を引き継いでく

れる人がいないから」の 46.9％、藤野(2013)調査における「仕事の内容上、有給休暇が取

れないから」の男性 27.2％、女性 21.8％という数字は、職場のシステムにおいて労働者が

休暇をとることを前提としていない現状が浮かび上がってくる。 

また、郡司(2011)調査において「勤務評価等への影響が心配だから」が 23.9％、藤野(2013)

調査において「査定や昇給に影響するから消化しなかった」が男女ともに 3.2％となって

いる。本来、労働基準法第 136条において年次有給休暇取得を理由とした労働者の不利益

取扱を禁止している。しかし、職場が年次有給休暇をとることに寛容でなければ、このよ

うな不安が生まれるのも致し方ないといえる。 

年次有給休暇を取らない理由として、病気などの急な用事に対する備えの他は、職場の

理解、仕事量や代替要員などの職場におけるシステムといった、いずれも勤め先の要因に

よって生じている理由といえる。 

では、企業にとってデメリットはなにが考えられるのであろうか。社会保険労務士 AF

事務所9は年次有給休暇のデメリットについて、「取得日の賃金の支払い、取得された日の

仕事の穴埋め、有給休暇の保有日数の管理」の三点を挙げている。また、労働基準法の変

更により、「半日単位での有給休暇の取得、時間単位での取得、計画的付与」も認められる

ようになり制度がより複雑になった。つまり、「人事の残業が増えて残業代がかさむ、人事

の退職率が上がる、有給や給与計算の計算ミスが増えて労働者のモチベーションを下げる、

社内的に殺伐とする」(原文ママ)といった負の側面が生まれている。中小企業にとっては

                                                   
8藤野敦子 『我が国における正社員の有給休暇及び連続休暇の取得要因に関する実証分析』 

京都産業大学論集 2013 
9社会保険労務士 AF事務所 使用者のための労働法・社会保険の実務解説サイト 

<http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6

%9A%87%E3%81%AE%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95>(2015/10/

27閲覧) 

http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%3e(2015/10/27
http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%3e(2015/10/27
http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%3e(2015/10/27
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従業員をぎりぎりのラインで営業している企業も多いため大きな負担となる。残念ながら

年次有給休暇は大企業向けの制度だという理解が多いことも現状である。 

 

                 表 1-410 

第 6節 仮説の設定 

このように年次有給休暇を取れない理由はさまざまあるが大きく 2 つ、「制度」と「職

場の理解」に分けられると考えられる。しかし、「職場の理解」について定量的に分析する

ことは非常に難しく、また、代替変数も見当たらなかった。一方、「制度」という阻害要因

は傷病休暇や介護休暇、育児休業などの特別休暇制度について調査すれば分析は可能と考

えられる。 

そこで、本論文では表 1-5 で示されている「病気などいざというときのため」という理

由に注目した。各調査に共通して多くの回答者がこれを選択しているためである。具体的

にどのような用途のために年次有給休暇を温存しているかを検討する際、年次有給休暇取

                                                   
10郡司正人 『年次有給休暇の取得に関する調査』 独立行政法人 労働政策研究・研修

機構 2011 
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得が 1 日以上の正社員に年次有給休暇の用途を尋ねた調査結果を参考とした11。この図か

ら、病気の治療や急用だけでなく、家事・育児、介護などのほとんどの人々の経験するラ

イフイベントが見られた。これらのライフイベントの多くは予め訪れることが分かってい

るケースが多く、企業側もそのための休暇を設置しており、その制度は政策でも保証され

ている。しかし、休暇制度が十分に機能しているのであれば、本来年次有給休暇の取得目

的とはなり得ないはずである。以上より本論文では、会社側の休暇制度の整備に何らかの

不備があり、それが年次有給休暇の取得に影響を与えていると考える。具体的には、本来

休暇制度でケアされるべきこれらの取得目的が労働者に年次有給休暇を温存させ、結果的

に取り残しという形で取得率向上を阻害しているのではないか、との仮説を立てて検証す

る。この仮説は、例えば看護休暇の給料の有無と年次有給休暇の取得率に正の相関が認め

られれば、「看護休暇を取得するならば年次有給休暇は取得できる」という事ができ、仮説

は立証される。 

 

               表 1-512 

 

 

                                                   
11郡司正人 『年次有給休暇の取得に関する調査』 独立行政法人 労働政策研究・研修

機構 2011 
12郡司正人 『年次有給休暇の取得に関する調査』 独立行政法人 労働政策研究・研修

機構 2011 
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第 2 章 先行研究 

第 1節 小倉(2004)の研究 

小倉(2004)の調査はアブセンティズムに関する研究を踏まえてアンケートの質問項目を

作成し、男女計 2120人を分析対象とした。 

 質問項目は以下のとおりである。 

①基本属性 

性別・年齢・学歴・配偶者の有無(仕事の有無)・世帯主・家族人数(構成)・転職回数・健康

状態・飲酒頻度・職務満足度・仕事(余暇)観・業種・従業員数・所在地・通勤時間・職種・

役職・勤続年数・労組の有無(所属の有無)・年収・週当たり所定労働時間・週当たり実労

働時間・週休制・勤務時間制度 

②特別有給休暇 

自分の病気・家族看護・慶弔・夏季特別・年末年始・リフレッシュ・教育訓練・ボランテ

ィア 

③年休関連項目 

付与日数・取得日数・用途別日数・未取得の理由 

④年休に関する希望 

期間・頻度・時期・行動の種類 

分析結果によると、男女混合では、1000人以上、実労働時間13、付与日数(以上 0.1%水

準有意)、女性、年収、通院、４大・院卒、余暇に生きがい、県別失業率、管理職、お酒を

毎日飲む(以上１%水準有意)、卸・小売・飲食店、仕事に不満、仕事に少し不満、健康状態

の悪い家族がいる、なるべく余暇をとりたい(以上５%水準有意)に相関関係が見られた。 

男性のみでは、実労働時間、付与日数(以上 0.1%水準有意)、４大・院卒、通院、1000

人以上、組合有、余暇に生きがい(以上１%水準有意)、仕事に不満、仕事に少し不満、サー

ビス業、県別失業率、管理職、営業販売等、お酒を毎日飲む、なるべく余暇をとりたい(以

上５%水準有意)に相関関係が見られた。 

女性のみでは、付与日数(0.1%水準有意)、年収(１%水準有意)、1000 人以上、余暇に生

きがい、通院、職種・その他(以上５%水準有意)に相関関係が見られた。 

                                                   
13 小倉(2004)は、この変数には自由な時間の喪失が示されているとし、休暇取得の余裕も

無い、年休を取れないほど働いていると解釈している。 



ISFJ2015 最終論文 
 

そして、年休の取得を促進するための様々な方策について、政策レベル、企業レベル、

個人・家庭生活のレベルに区分して、それぞれの課題を検討している。まず政策レベルで

は、長期連続休暇の普及促進のために計画年休制度の義務化や周知徹底を図ることや、法

定の最低付与日数を引き上げることなどの労働基準法の改正を中心に述べている。また、

労働基準法以外の分野では、労働者の家族構成や家庭状況による年休取得状況を考慮し、

育児休暇や介護休暇などのいわゆるファミリー・フレンドリーな諸施策を拡充させる必要

性を指摘している。次に、企業レベルの施策については、①短期の私傷病休暇制度の設置、

②要員管理の見直し、③積立年休制度の設置を取り上げている。続いて、個人・家庭 レベ

ルの課題として日本の労働者の余暇の過ごし方に関する調査の結果を利用しながら、日本

の労働者の余暇の過ごし方が受動的であることを示し、年休を活用した積極的な余暇の過

ごし方が、様々な効用をもたらすことを指摘している。 

小倉(2004)はサンプル数も質問項目も多く、現在の社会的傾向を知るうえで示唆に富ん

だ分析をしているが、さまざまな休暇制度に関して、導入されているかいないかのみに着

目し、それぞれの取得状況や取得が促進されているかについては触れられてもいないこと

に課題が残った。 

 

第 2節 藤野(2013)の研究 

 藤野(2013)は日本の有給休暇取得日数や 1 週間以上の連続休暇の取得に影響する要因の

分析を行っている。2010 年に正社員男女 1300 人を対象に Web 上で実施した「正社員の

仕事と休暇に関するアンケート」から得られたデータを用いた。 

トービットモデルを利用した年次有給休暇取得日数の分析、プロビットモデルを用いた

連続休暇の分析を藤野(2013)は行っている。そこでの分析からは、雇用者個人の属性や家

族状況、雇用者の勤務する企業の属性が大きく影響していることが考察された。 

 特に年次有給休暇の取得日数について、分析から分かった正の影響を与える変数は、女

性であること、配偶者が正規雇用であること、余暇志向であること、小売・卸売・飲食以

外の業種であること、300 人以上の大企業勤務者であること、管理職以外であること、専

門・技術職であること、勤続年数が長いこと、労働組合のある企業であること、仕事量が

少ない(労働時間が短いこと)、年次有給休暇付与日数が多いが保有日数は少ないこと、で

ある。 

 また、藤野(2013)は年次有給休暇の取得日数改善のため、雇用環境や個人の意識改善に
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関する議論と現行の労働基準法の改善に関する議論の両方の必要性を説いた。 

 年次有給休暇の保有日数、労働者の余暇志向に触れていた点は新しく、連続休暇の取得

という切り口から書かれた論文は珍しい。しかし、取得日数のそれ以外の点に関して新規

性はあまり感じられず、特に企業の特徴を示す変数はごく一般的なものに限られた。 

 

第 3節 本論文の独自性 

 本論文の独自性は、「会社側の休暇制度の整備が不十分であり、年次有給休暇の取得が阻

害されている」という仮説に基づいて休暇制度の日数やそれらの給料の有無など企業側の

要因を詳しく見ることで、どのような企業にいる労働者が年次有給休暇を取りやすいのか

を詳細に理解しようとし、育児休暇や産前産後休暇などの休暇について詳細に言及した点

である。 
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第 3 章 分析 

第 1節 使用データ 

1項 データの概要 

今回使用したデータは東洋経済新報社出版の「CSR企業総覧 2013」「CSR企業総覧 2012」

である。上場・未上場を合わせた約 1000社からなる CSRデータに加え、東洋経済所有の

企業データを合わせて刊行された。調査の時期は 2012年 6月から 10月、2011年 6月か

ら 10月である。調査票は、雇用・人材活用編、CSR 全般・社会貢献・内部統制等編、環

境編の 3分野で構成され、全項目の記入を依頼している。 

 

2項 使用箇所の説明 

本論文では雇用・人材活用編を活用した。以下では、分析に使用したデータベースにお

いて特に着目した箇所について触れる。 

 

①基礎データ 

「従業員」 

従業員数:役員・臨時雇用者を除く従業員数。 

臨時雇用者数:年間の平均人員数。派遣社員・パートタイマー・期間従業員などの合計。 

平均年間給与:平均年収で税込み、残業料・賞与も含む。 

「新卒採用」:2011 年 4 月入社および 2012 年 4 月入社の最終学歴別でみた採用人数。大

卒男、大卒女、短大・専門学校、高卒・他、の表記。大卒は大卒以上(修士・博士も含む)

を指す。 

②多様な人材活用 

役職登用状況:管理職は、部下を持つ職階以上の者並びに部下を持たなくてもそれと同等の

地位にある者、を指す。人数や比率を記載している。 

③ワーク・ライフ・バランス 

「産児・育児」 

産児休暇:産前・産後別の期間と期間中の給料情報について。その際に会社給料と健保・共

済会などの出産手当金とは区別している。 
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育児休業:最長で取得できる期間を記載している。 

配偶者の出産休暇制度:制度の有無と最長期間を記載している。 

取得者数:産児、育児、介護休業それぞれの 2009 年から 2011 年度の取得者数。分析では

2010年度を採用した。 

「3 歳～就学前の子を持つ社員利用可能制度」:短時間勤務制度、フレックスタイム制度、

始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ、所定外労働をさせない制度、事業内託児施設の運

営、育児サービス費用を補助する制度、などが挙げられる。 

「看護・介護」:看護休暇・介護休暇の状況:法定、法定で有給、他(最大日数)、の 3つから

表記を選択。本論文の分析では、「法定」は無給扱いとした。 

④賃金・休暇・諸制度 

「30 歳平均賃金」:大卒・総合職の「実在者平均の月例賃金」、または「モデル月例賃金」

を記載。「モデル賃金」の場合はベースとなる賃金にモデルとなる役職給と家族給が足され

る。時間外勤務手当、賞与は含まれない。 

「残業時間」:従業員一人当たりの月平均残業時間。 

「有給休暇」:毎年新たに付与される有給休暇の日数。(繰り越し分は除く)、実際に労働者

の取得した日数、および取得率(小数第一位まで)。 

「勤務柔軟化への諸制度」:勤務形態の柔軟化を目的に導入している諸制度の名称。制度導

入の具体的な予定のある場合も含む。 

 

第 2節 実証分析 

 

1項 仮説・分析について 

前述のとおり、企業側の休暇制度の整備の程度が年次有給休暇の取得に影響を与えてい

ると考える。「休暇の取りやすさ」が年次有給休暇の温存要因が少ないことを意味し、年次

有給休暇の取得に「休暇の取りやすさ」が正の相関を示すことが仮説からは考えられる。

具体的にどの休暇制度がどの程度の影響を及ぼすかについて分析では確認する。 

分析に使用したデータは「CSR企業総覧 2013」「CSR 企業総覧 2012」の本章第 1節 2

項で挙げた項目のものである。小売業、建設業、情報通信業、電気ガス業の 4つの業種を

分析に用いた。前者の 2業種は全業種の中で取得率が特に低く、後者の 2つは特に高いこ

とが(表 3-1)から分かる。電気・ガス・熱供給・水道業は取得率の平均が 69.8%であり、全
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業種中で最も高い。また、情報通信業も 55.0%と取得率が高い。他方、卸売業・小売業は

34.5%、建設業は 38.1%であり業種間の取得率の差は大きい。全業種を満遍なく対象とす

るのではなく、データの取得が可能な 4つの業種に絞ることで、より業種に即した現実的

な解決策を探ることができると考えたためである。データの欠損などを整理した上で最終

的に使用したサンプルは小売業 58、建設業 47、情報通信業 64、電気ガス業 11の合計 180

である。 

分析には OLS(最小二乗法)の重回帰分析を用いた。また、統計ソフト Stataを用いて分

析を行った。データの欠損については、本章第 1節 2項における①、②、④には業種別の

平均値を代入した。③には施策が行われていないものとみなし、ゼロまたは法定の期間を

入れた。なお、年次有給休暇の取得率に欠損のある企業のデータは用いなかった。 

 

表 3-114 

                                                   

14 厚生労働省「平成 27 年就労条件総合調査結果の概況」 

<http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html> 
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2項 変数の説明 

①従属変数: 年次有給休暇の取得率 

労働者に企業が付与した年休の日数のうち、実際に取得される割合を示す。％表記であ

る。 

②独立変数(表 3-2) 

また、平均、標準偏差、最大値・最小値は表 3-3に記載した。 

                                                                                                                                                     

2015/10/31閲覧 
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表 3-2 

変数名 予想される符号 備考

労働者数 ＋
小倉(2004)から、「1000人以上」と取得日
数に正の相関

女性割合 ＋
小倉(2004)から、ダミー変数:「男性」と取
得日数に負の相関。

労働者平均年齢 ？

労働者平均勤続年数 ？
勤続年数の増加によって付与日数は増
加ずる。

労働者平均賃金 ？

臨時雇用者数 ＋
代替要員の確保のしやすさを示す指標と
して捉える。

大卒者割合 ―
大卒人数/新卒採用人数。(小倉2004)か
ら、高学歴と取得日数には負の相関。

女性の管理職比率 ＋

産前産後休暇(給料の有無) ＋
休暇の整備の具合を示す。ただし産後休
暇は取得が強制されるため、産前休暇を
変数と捉える。ダミー変数。

配偶者の出産休暇制度 ＋
休暇の日数。産前産後休暇とは別に企業
の用意した休暇であると捉える。

産前産後休暇(利用者数) ＋ 休暇の取りやすさを示す。

育児休業(期間) ＋
休暇の年数。法定では1年である。休暇
の整備の具合を示す。

育児休業(利用者数) ＋ 休暇の取りやすさを示す。

親の利用可能制度 ＋
3歳以下の子を持つ親のための利用可能制
度。制度の数。

看護休暇(期間) ＋
休暇の日数。法定では5日間である。休
暇の整備の具合を示す。

看護休暇(給料の有無) ＋ 休暇の整備の具合を示す。ダミー変数。

介護休暇(期間) ＋
休暇の日数。法定では5日間である。休
暇の整備の具合を示す。

介護休暇(給料の有無) ＋ 休暇の整備の具合を示す。ダミー変数。
介護休暇(利用者数) ＋ 休暇の取りやすさを示す。
30歳平均賃金 ？
平均残業時間 ― 仕事量の代理変数と捉える。

勤務柔軟化のための制度 ＋
制度の個数を用いる。業務の引継ぎのし
やすさの指標と捉える。

小売業 ― ダミー変数。
建築業 ＋ ダミー変数。
情報通信業 ＋ ダミー変数。
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表 3-3 

変数名 平均 標準偏差 最小値 最大値

労働者数 2638.87 3645.80 21 20484

女性割合 0.20 0.14 0.0158531 0.799242

労働者平均年齢 38.62 4.11 30 50.4

労働者平均勤続年数 12.96 5.45 2.7 23.4

労働者平均賃金 6016794.00 1602495.00 2747286 1.15E+07

臨時雇用者数 1999.80 12879.83 0 171065

大卒者割合 0.74 0.30 0 1

女性の管理職比率 3.49 5.08 0 25.6

産前産後休暇(給料の有無) 0.30 0.46 0 1

育児休業(期間) 1.58 0.91 0.83 6

配偶者の出産休暇制度 1.64 1.67 0 7

産前産後休暇(利用者数) 22.27 39.66 0 289

育児休業(利用者数) 28.44 53.37 0 360

親の利用可能制度 2.36 1.50 0 8

看護休暇(期間) 5.65 2.27 5 20

看護休暇(給料の有無) 0.18 0.39 0 1

介護休暇(期間) 7.96 27.78 5 370

介護休暇(給料の有無) 0.13 0.34 0 1
介護休暇(利用者数) 1.13 2.55 0 13
30歳平均賃金 343494.80 372125.00 212250 4655681
平均残業時間 22.99 10.85 0 65.9

勤務柔軟化のための制度 3.05 2.25 0 12

小売業 0.32 0.47 0 1
建築業 0.36 0.48 0 1
情報通信業 0.26 0.44 0 1
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3項 分析結果 

 

表 3-4 

表 3-2の独立変数を用いて分析を行った結果が表 3-4である。休暇の期間は、法定の期

間と企業が独自に設定した期間の間に大きな差が生じ、線形だけでなく二乗項も用いて分

析した。以下で項目別に詳しく説明を行う。それ以外の変数については線形モデルを仮定

した。 

なお、従属変数の相関係数については絶対値が 0.4以上となる組み合わせを全て排除し

た。分析中に多重共線性は見られないと考えられる。 

① 労働者数 

係数は 0.0009となった。5%水準で有意である。従業員が 1人増えた場合には、年次有給

休暇の取得率は 0.0009%高くなる。また、100人増えた場合には、取得率は 0.09%高くな

るといえる。労働者数(企業規模)が大きい企業ほど、つまり大企業ほど取得率が高い。こ

れは先行研究とも合致する。 

② 産前産後休暇(給料の有無) 

係数は 8.824となった。5%水準で有意である。産前産後休暇が有給である企業は、無給で

ある企業に比べて年次有給休暇の取得率が 8.824%高くなる。符号は正であり、仮説とも

合致する。 

③ 30歳平均賃金 

R-squared = 0.2652
Root MSE = 19.607

説明変数 係数 頑健標準誤差 t 値 P値

労働者数** 0.0009 0.000439 2.06 0.041
女性の管理職比率 0.521 0.367 1.42 0.158
産前産後休暇(給料の有無)*** 8.824 3.384 2.61 0.01
配偶者の出産休暇制度** 1.784 0.884 2.02 0.045
30歳平均賃金*** -8.49E-06 9.52E-07 -8.91 0
平均残業時間 0.117 0.147 0.8 0.426
大卒者割合*** -14.843 5.425 -2.74 0.007
(介護休暇・期間)^2*** 0.000208 0.0000193 10.76 0
(育児休業・期間)^2*** 1.060 0.198 5.35 0
定数項 42.788 5.606 7.63 0

注1:*は10%、**は5%、***は1%水準で有意。

注2:労働者数、30歳平均賃金、(介護休暇・期間)^2を除き、小数点以下は3桁までとした。
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係数は-8.49E-06となった。1%水準で有意である。30歳平均賃金が高い企業ほど、年次有

給休暇の取得率は低くなる。影響力は小さい。 

④ 大卒者割合 

係数は-14.843となった。1%水準で有意である。労働者のうち、新卒に占める大卒者の割

合が 1%増加した場合に、年次有給休暇の取得率は 0.15%減少する。符号が負であり、先

行研究とも一致する。 

⑤ 介護休暇(期間) 

係数は 0.000208となった。1%水準で有意である。介護休暇の期間が長く与えられる企業

ほど、年次有給休暇の取得率は高くなる。影響力は小さい。最頻値が 5(法定の日数)をとり、

5以外では急激に値が大きくなるため線形と想定することは難しい。また尖度が極めて大

きな値をとったことから、分析では二乗項を使用した。 

⑥ 育児休業(期間) 

係数は 1.060となった。1%水準で有意である。育児休暇の期間が 1年間増えると、年次有

給休暇の取得率は 1.06%高くなる。また、1か月増えた場合であれば約 0.09%高くなる。

⑥と同様に最頻値が 1(法定の年数)をとり、やはり 1以外では急激に値が大きくなってし

まうために、分析では二乗項を使用した。 

 

4項 考察 

分析から、仮説どおりに年次有給休暇の取得率と各休暇制度の間に相関関係が見られる

ことが分かった。有意な値として現れたのは、産前産後休暇、育児休業、介護休暇である。

以下では分析結果から導かれる考察を列挙する。 

・産前産後休暇 

給料の有無が有意となった。「企業の産前産後休暇が有給であれば、労働者は年次有給休

暇の温存の必要がなくなり、取得率が高まる」と考えることができる。この仮定のもとで

は、休暇の取得期間中に健康保険から支給される賃金の 3分の 2相当よりも年次有給休暇

での給料の取得の方が、効用が大きいと予測できる。しかし、前述のとおり産後休暇の取

得は強制がされるため、労働者が年次有給休暇を充てることは考えにくく、産後休暇は変

数として扱うことができない。産前休暇と産後休暇を明確に区別した上での分析がさらに

必要である。 
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また、産前産後休暇取得期間中はこれに加えて厚生年金・健康保険料の免除などが行わ

れることが決定した(平成 26年 4月 1日より施行)。これらを踏まえた最新のデータを利用

することが可能になれば、更に差筋の実情に即した分析が可能になると考えられる。  

・育児休業 

育児休暇の期間が有意となった。「育児休暇の期間(年数)が十分にあれば、年次有給休暇

での追加、そのための温存の必要がなくなり、年次有給休暇の取得率は高まる」と考える

ことができる。 

また、特に本論文で使用したデータベースでは育児休暇中の給料の有無・支給額・支給

期間などが存在していなかった。育児休業制度は他の休暇制度と比較して期間は長く、給

料の有無や支給額だけでなく、全期間に渡って同じ額で支給がなされるかについても検討

が必要となる。これらの 3つの要素を踏まえて、データを用いて他の休暇制度と同様に休

業期間の影響についても検証したいと考える。 

・介護休暇 

介護休暇の期間が有意となった。育児休暇と同様に「介護休暇の期間(日数)が十分にあ

れば、年次有給休暇での追加、そのための温存の必要がなくなり、年次有給休暇の取得率

は高まる」と考えることができる。 

さらに、これらすべての背後に考えられる要素として、休暇制度に対する企業側の理解や

取り組みの姿勢、つまり職場の雰囲気が挙げられる。実際に休暇制度に関する変数の平均

値はあまり大きな値ではなく、取り組みを行っている企業の方が珍しいと推測ができる。

これらの企業間での休暇制度に対する理解や取り組み方の違いは大きく、それが年次有給

休暇の取得率の差にもそのまま表れているということは十分に考えられる。解決策を検討

際には、各休暇の整備を強化するというだけではなく、休暇の整備をとおして企業全体で

休暇に対する理解や考え方を変えていくという観点も必要である。 
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第 4 章 政策提言 

第 1節 政策提言の基本方針 

年次有給休暇の取得率向上を目的とした提言を行う際に、分析で見られた独立変数の与

える影響力とそれらの背後に存在する測定不可能な変数の二つの切り口からの検討が必要

となる。そこで、「傷病休暇や育児休暇などの各休暇制度の整備・補強」、そして「休暇

制度に対する理解の醸成」の二つを軸に提言を行う。本論文はこの両者の実現を目標とす

るが、後者の実現が前者に影響を与えることが考えられ、中長期的な視点での政策となる。 

「傷病休暇や育児休暇などの各休暇制度の整備・補強」は、具体的には休暇制度の有給

化・期間の延長を検討する。しかし企業側の負担が大きく反発が予想されるため、彼らの

理解、つまり「休暇制度に対する理解の醸成」を目的とした政策の効果が必要となる。 

また、「休暇制度に対する理解の醸成」に関しては、年次有給休暇を取得することの意

義を社会に発信すること、企業に労働者の取得状況を報告させ社会に発表することが必要

となる。また、目標実現のためには「計画的付与制度15」のような既存の政府の制度を勧

めるほか、改善の兆しの見られない企業に対しては短期間に限定した強制的な政策も提案

する。 

企業が労働者に年次有給休暇を取らせることがメリットとなる状況を作り出し、企業側

に自律的な施策を打たせる動機づけをすることが上記の政策の狙いだ。ただし、長期的に

は褒賞や懲罰の制度ではなく、企業あるいは社会全体に年次有給休暇の取得の意義や必要

性を理解させることが必要であることを強調する。次節 2項で提言する政策パッケージの

最終的な目標は、人々が企業の優秀さを計る「指標」として「年次有給休暇の取得率」を

捉えるという社会の実現である。 

                                                   
15 「計画的付与制度」とは、使用者が労働者の 5日を超える分の年次有給休暇を予め取得

する日にちを指定して付与する制度のこと。労使協定の締結による利用が労働基準法で認

められている。これにより、企業や事業場全体での一斉付与、班・グループ別での交替制

付与などが可能になり、業務に支障をきたさずに年次有給休暇の取得を促すことができる。 
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図 4-1 

 

第 2節 政策提言の概要 

1項 休暇制度の整備・補強政策 

①休暇制度の有給化 

育児休業や産前産後休暇、看護休暇などの有給化は年次有給休暇の取得率向上への効果

が見込める。実際に分析から、産前産後休暇中に給料が出ることと年次有給休暇の取得率

との間には正の相関が見られた。これらの休暇の利用を検討する労働者はその時点で大き

な出費があるか、近い将来出費が大きくなっていくであろうことが推察できる。そのため、

調査(藤野 2013)における「病気などいざというときに備えるため」の回答者は、「いざと

いうとき」には収入が途絶えてしまう、または減ってしまうため年次有給休暇を使いたい、

と考えていることが予想できる。これらの休暇制度の有給化により、労働者は収入減少の

不安を取り除くことができるため年次有給休暇ではなく育児休暇等を利用するようになる。

育児や介護の目的での年次有給休暇の温存の必要がなくなり、取得率の向上も見込める。 

しかし現時点での導入は、企業への負担が大きく、反発も予想される。実際に現在ほと

んどの企業では、これらの休暇は無給である(表 4-1、4-2)。段階的な有給化、あるいは年

次有給休暇取得に対する理解の定着後の導入が現実的である。 
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表 4-116 

 

表 4-217 

②休暇制度の期間延長 

分析結果から、介護休暇・育児休業の取得可能期間と年次有給休暇の取得率の間に正の

相関があることが分かった。つまり、現状の介護・育児休業の日数は労働者の実際に欲し

ている日数よりも少なく、年次有給休暇を充てる必要が生じてしまうため、年次有給休暇

の温存の要因となっていることが考えられる。介護休暇に関しては、休暇制度の有給化と

ともに付与日数を増やす必要があるだろう。 

また、育児休業は、夫婦で育児休業を取得することによって期間の延長が可能となる「パ

パママ育休プラス18」という制度が現状で存在している。同制度は、男性の育児参加によ

って夫婦での育児休業の取得可能期間を通常の 1年間から 2か月間の延長ができるという

制度であり、夫婦一人当たりの育児休業の期間は変化しない。しかし、男性の育児休業取

得率は非常に低い(図4-2)。平成26年度の女性の育児休業取得率が86.6%であるのに対し、

男性は 2.3%で、依然男性の育児参加が進んでいないことが予想できる。つまり、これと比

例して、「パパママ育休プラス」の活用も少ないことが考えられる。本論文では、男性の育

児休暇取得の阻害要因を分析することはないが、育児休業給付金19の少ないこと、つまり

                                                   
16 平成 24年度雇用均等基本調査<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-24e.pdf> 

2015/10/29閲覧 
17 平成 24年度雇用均等基本調査<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-24e.pdf> 

2015/10/29閲覧 
18 「パパママ育休プラス」とは、平成 21年の育児・介護休業法改正の愛称。夫婦が共に

育児休暇を取得する場合には、休暇の期間を子供が 1歳 2か月になるまでと延長できる。 

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-24e.pdf
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-24e.pdf
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①で言及した給料の有無が原因の一つと考えられる。 

 

図 4-220 

③有給の傷病休暇制度の新設 

現状病気での欠勤は認められており、不利益取り扱いを受けることはない。しかし有給

にする義務はなく、年次有給休暇を充てたり、温存の要因となったりしている可能性が高

いことは図からも容易に想像できる。また、病気の治療を目的とした年次有給休暇の消費

は、育児や介護と同様に年次有給休暇の意義に反する。ILO条約第 132号21(日本は未批准)

でも、年次有給休暇と病気の治療目的の休暇とは明確に区別される必要があると定められ

ている。①の段階的な導入の先駆けとして、病気による年次有給休暇の利用禁止・傷病休

暇制度の設置を提案する。 

 

                                                                                                                                                     
19 休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない場合に受けるこ

とができる。支給額は原則として支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金

日額×支給日数の 67%(※)(育児休業の開始から 6か月経過後は 50%)相当額。 

ハローワークインターネットサービス

<https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2> 2015/10/29閲覧 
20 平成 26年度雇用均等基本調査(確

報)<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-26r-07.pdf> 2015/10/31閲覧 
21 国際労働機関 条約一覧

<http://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239047/lang--ja/index.

htm)>2015/10/29閲覧 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-26r-07.pdf
http://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239047/lang--ja/index.htm
http://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239047/lang--ja/index.htm
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2項 休暇に対する理解醸成の政策 

①政府による知名度向上のためのキャンペーン 

(具体的には:企業・国民に対してのセミナーや広報活動) 

消費活動や雇用の増大など、経済効果の面でも大きな潜在的可能性をもつ年次有給休暇

は、国民から正しく評価を受けていないように感じられる。経済成長を目的とした年次有

給休暇の有効活用のためには、企業のみでなく国民に対してもその意義を発信することが

必要である。アベノミクスの「成長戦略」の中に年次有給休暇の項目を設けるなど、アジ

ェンダセッティングも重要である。 

企業に対しても労働生産性や、心と体の健康の観点から取得の意義を伝える必要がある。

取得促進のために、企業に合った好事例の紹介や、コンサルティングを目的としたセミナ

ーを行っていくべきである。 

②次世代育成支援対策推進法“年休版行動計画”の作成 

 

図 4-322 

                                                   
22次世代育成支援対策推進法の概要と改正のポイント

<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku

/kurumin01.pdf>2015/10/31閲覧 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kurumin01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kurumin01.pdf
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次世代育成支援対策推進法は、平成 17 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの 10

年間の時限立法であったが改正により、平成 37年 3月 31日まで 10年間延長が決まった。

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次

世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。一般事業主は、行動計

画指針に基づき「一般事業主行動計画23」(以下行動計画)の策定・届出を義務付けられる。

また、行動計画の目標設定・実績などを鑑みた上で、厚生労働大臣からの「くるみんマー

ク24」の認定・付与を受けることができる。 

改正によって、非正規雇用の労働者も対象とすることや働き方自体の見直しがコンセプ

トに加えられた。「くるみんマーク」に加えて、男性の育児休業取得、働き方の見直しに資

する多様な労働条件の整備、女性の継続就業、育児をしつつ活躍する女性を増やすための

取組に関する新たな認定制度の創設が決まっている。 

行動計画の提出用の用紙では、「妊娠中の労働者および子育てを行う労働者等の職業生活

と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備」「働き方の見直しに資する多様な

労働条件の整備」の項目から 1つを選択し行動計画の策定が求められる。年次有給休暇の

取得率向上の観点から、後者の項目中の年次有給休暇の項目の必須化が必要であると考え

られる。現行政策についてのその他の問題点・改善策は以下で列挙する。 

(2)(認定制度申請の有無にかかわらず)年次有給休暇取得状況の公表義務化 

現在施行されている行動計画は、問題のある分野について解決策を事業主が検討し提出、

「くるみんマーク」の申請の際にその実績を提出するという形を取っている。つまり事業

主は実績の提出の義務を負っていない。公表義務化の意義は 2 点あり、1 点目はランキン

グ作成のためのデータ収集、2点目は事業主(企業)に現状を把握させ、管理をさせるという

点にある。調査25より、年次有給休暇の取得率の高い企業の多くでは、部署の上司および

人事担当者が取得状況の管理に努め、時に面談などを行っている。取得率向上のためには

管理体制の構築が必要であると考えられる。事業主に取得状況の公表を義務化させるとい

                                                   
23 「行動計画」とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、

子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計

画期間、目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるもの。従業員 101人以上

の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている。 
24 行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たし

た企業が申請によって「子育てサポート企業」として認定を受けることができる。平成 27

年 3月末時点で、2138社が認定を受けている。子育てサポートのための投資に対しての

税制優遇措置、広告などに載せることによるアピールなどのメリットがある。 
25 厚生労働省労働基準局賃金時間課(2006)「年次有給休暇取得促進好事例集」 
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う形で、取得状況の確認・管理を進めさせることが目的となる。 

(3)業種別取得率ランキングの発表 

(2)に加え、現行政策の問題点は、希望者のみが評価の対象となる、つまり希望者しか土

俵に上がっていないという点である。公表の義務化と業種別ランキングの作成により、各

業種の(101 人以上の)全企業が参加しているという建前を作ることができる。取得率の高

い企業は認定制度のほかに順位によって施策のアピールができる。他方取得率の低い企業

は、競合に対し遅れを取っていることが明確になるため、取得率を引き上げるための圧力

となる。ランキングの作成は、現在施行されている「くるみんマーク」「プラチナくるみん

マーク」とは全企業を巻き込んでいるという点で異なる。 

また、企業ごとに個別でアピールする「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」に

対し、全業種を一括してみることができるような、厚生労働省によるホームページの整備・

運営も必要であると考えられる。 

③未消化分の年次有給休暇の買い上げ制度 

労働者が未消化分の年次有給を繰り越さず、企業側に売ることができるよう認める制度

である。この政策の根拠は二点ある。 

一点目は、現状企業側には生産性や企業外へのアピールを度外視した場合に、年次有給

休暇を取らせるとデメリットが発生するのに対し、年次有給休暇が未消化でもデメリット

が発生しないという点である。つまり、企業にとって制度上年次有給休暇を取らせないこ

とが最適の状態となっている。このような企業に年次有給休暇の取得を促進させるために

は、未消化の際に年次有給休暇を取った場合よりも大きいデメリットを与える必要がある。

ゆえに、未消化分の年次有給休暇は一日あたりの給料を割り増しした価格で企業に買い上

げをさせるべきである。 

二点目は、労働基準法で保障されている 10 日分の年次有給休暇から、労働者がその効

用を得られていないという点である。最低付与日数の 10日は、「年次有給休暇」という枠

で労働者が最低でも得ることのできる効用を保証していると考えるべきであり、年次有給

休暇の未消化によって効用が得られていない現状は制度の目的が達成できていないと判断

できる。ゆえに、労働者の得ている効用分の費用を、未消化分の年次有給休暇から得られ

るようにする必要がある。 

 この制度は特に一点目の根拠に基づき、年次有給休暇取得促進のカンフル剤として 5年

以下の短期での運用を行う。長期的には(1)の制度が整備されることにより、年次有給休暇
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の未消化がデメリットにつながる状況ができ、買い上げ制度が必要でなくなるためだ。買

い上げの価格は、通常の一日当たり給料の割増した額が望ましい。 

④管理職層の取得義務化 

管理職層26の取得率の目標を設け、その達成を義務化する。政府の「2020年までの取得

率 70%実現」という目標に合わせ、1，2 年おきに段階的に目標値を引き上げていく。こ

の政策は狙いが 2つある。 

1 つ目は職場の年次有給休暇取得に対する理解を醸成することによる取得率向上効果で

ある。前述の郡司(2011)の調査での「上司がいい顔をしないから」や「勤務評価等への影

響が心配だから」、藤野(2013)調査における「査定や昇給に影響するから消化しなかった」

という項目への回答に現れているように、上司が休暇を取らない場合、部下が休暇を取る

ことは難しい。上司に強制的に休暇を取らせることにより、休暇の好影響を実感させ、休

暇取得への理解を促すことができる。上司が休暇取得への理解を示せば、職場全体での理

解にも近づくと考えられる。実際に図 4-4から「上司は積極的に年休を取る」「どちらかと

いうと年休を取る」職場において、年次有給休暇の取得日数が「希望どおり取れた」「大体

希望どおり取れた」ケースが 70%に及んでいる。 

2 つ目は直接的な取得率向上効果である。小倉(2003)によると、管理職であることと年

次有給休暇の取得率は負の相関関係が存在する。これは仕事量以外にも、仕事に埋没して

いく中で休暇にすることが無くなっているといった管理職層特有の原因が考えられ、政策

の意義は十分にあるといえる。 

政府は現在、2016 年 4 月に全労働者に 5 日間の年次有給休暇取得を義務化する法案を

検討しており、ここから取得の義務化は取得率向上のためには必要であり現実的だという

政府の考えを認めることができる。しかし、全労働者に 5日間の取得を義務化するよりも

職場への波及効果などを踏まえると、管理職の取得を義務化した方が取得状況の改善は大

きいと考えられる。 

                                                   
26 管理職の定義は曖昧で企業ごとにも異なるが、ここでは「部下の管理をするリーダー」

を想定し、課長や部長だけでなくプロジェクトのリーダーなども含むものとしたい。 
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図 4-427 

 

3項 政策案のまとめ 

この項では、本論文で提案する政策とその意義について確認する。 

休暇制度の整備・補強による年次有給休暇の取得率向上 

・休暇の有給化 

・休暇の期間延長 

・傷病休暇制度の新設 

休暇制度に対する理解の醸成による年次有給休暇の取得率向上 

<長期> 

・知名度向上のキャンペーン 

・“年休版行動計画”の作成 

①年次有給休暇の取得状況の公表義務化 

                                                   
27郡司正人 『年次有給休暇の取得に関する調査』 独立行政法人 労働政策研究・研修

機構 2011 
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②業種別取得率ランキングの作成 

<短期> 

・年次有給休暇の買い上げ制度 

・管理職層の取得義務化 

分析結果も踏まえ、育児や介護を目的とした年次有給休暇の温存を減らすため、休暇制

度の整備・補強を行う。休暇中に給料が出ないあるいは少ないこと、休暇の期間が労働者

の必要としている期間よりも短いことにより、年次有給休暇の温存が発生していると考え

上記の政策を提案した。また、傷病休暇については、病気の治療のための年次有給休暇の

利用は本来の趣旨と異なること、病気の治療の目的の年次有給休暇の温存が多いこと、病

気に対する企業側のケアの制度が存在しないことが政策の根拠となる。 

また、分析結果には数字としては現れない、休暇に対する社会の理解が年次有給休暇の

取得率向上に必要である。長期的には年次有給休暇の取得率が、企業の優秀さを表す指標

となる状態が理想となる。そのために年次有給休暇に関する正しい認識の共有、各企業の

取得率の把握、社会への各企業の情報の発信を政策によって実現させる必要がある。 

長期的な年次有給休暇の理解の醸成のために、短期的な視点では企業を支援・刺激する必

要がある。未消化の年次有給休暇に対する買い上げ制度は、年次有給休暇の未消化を企業

にとってのデメリットである状態にすることが狙いである。管理職の取得の強制は、管理

職を巻き込むことを強制するという形で企業の年次有給休暇の取得に向けての体制を作る

ことを支援するという狙いもある。 
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おわりに 

本研究では、年次有給休暇の阻害要因について分析した。それは、会社側の休暇制度の

不備が年次有給休暇の阻害要因になっていると考えたからである。 

まず、東洋経済新報社出版の「CSR企業総覧 2013」「CSR企業総覧 2012」のデータ

より重回帰分析を行った。そして、分析から年次有給休暇の取得率と各休暇制度の間に相

関関係が見られることが分かった。列挙すると、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇であ

る。その相関関係とは、企業の産前産後休暇が有給であれば、労働者は年次有給休暇の温

存の必要がなくなり、取得率が高まる。そして、育児休暇、介護休暇の期間(年数)が十分

にあれば、年次有給休暇での追加、そのための温存の必要がなくなり、年次有給休暇の取

得率は高まるということである。 

次に、分析結果をもとに政策提言を行った。分析で有意となった「傷病休暇や育児休暇

などの各休暇制度の整備・補強」と、測定不可能な変数である「休暇制度に対する理解の

醸成」の二点を軸とし、いくつかの具体的な政策を提言した。 

最後に本研究の課題を述べる。分析に関しては、育児休暇中の給料の有無・割合・支給期

間や、産前産後休暇取得期間中の新たな料金制度が加味されたデータが存在すればより実

情に即した分析が行えたであろう。政策提言に関しては、休暇の整備をとおして企業全体

で休暇に対する理解や考え方を変えていくという観点は定量的な分析が困難であった。こ

の要因を数字で示すことができれば年次有給休暇のさらなる阻害要因の発見につながるだ

ろう。 
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