
1.年次有給休暇とその申請の方法

労働基準法 (以下､ 労基法) の39条では､ 年次

有給休暇 (以下､ 年休) の発生の要件および効果

(勤続期間､ 勤務日数割合､ 年休の日数) などに

つき､ 具体的に規定してはいますが､ ご質問で問

題となっているような申請の手続きについてまで､

規定していません｡ また､ 労基法は､ 使用者の事

業の正常な運営を妨げる事由が存する場合には､

従業員側の指定した年休日のほかに年休日を与え

る権限 (時季変更権) を使用者側に与えているの

で (労基法39条５項)､ 使用者には従業員の年休

申請による事業の運営への影響を検討する機会を

有することが予定されているともいえます｡

以上から､ 本来的には､ 使用者は従業員の年休

申請の手続きの決定については､ 広い裁量を有す

るものと考えてよいでしょう (もちろん､ 年休制

度の趣旨を失するようなものではいけません)｡

2.手続きと労使慣行

ただし､ ご質問では､ 数年にわたり年休申請が

上司へのメールで行われている例があり､ それにつ

き､ 特段､ 申請した従業員への注意・指導を行った

とも見受けられないので､ そういった手続き (以

下､ 本稿では ｢メール年休申請｣) が黙認されてい

るとも解されます｡ 一般的に､ 職場においては､ 労

働条件､ 職場規律､ 組合活動などについて､ 就業

規則などの成文のルールに基づかない特定の取り

扱いが長い間反復・継続して行われ､ 労使慣行と

して労使双方の行為準則 (つまりは或る種のルー

ル) とされることがあります｡ このような取り扱い

は労使慣行といわれることがあります (菅野和夫

『労働法 第10版』 [弘文堂] 100ページ)｡ そうし

た労使慣行については､ 使用者は､ 一片の通知を

もって廃棄することには､ ある程度の法的リスク

が存します (その内容については､ 後記3.参照)｡

労政時報 第3857号/13.11.22労政時報 第3857号/13.11.22 労政時報 第3857号/13.11.22110110 111

年 休 関 係

これまで認めてきたメールによる年休申請の慣行を
認めないようにすることは可能か

当社の年休申請ルールは ｢職場の上司あてに事前に行うこと｣ とだけ定めており､

それ以外に細かな規定は置いていません｡ ここ数年､ 年休取得に当たり､ 当日の朝､

上司にメールで申請するケースが散見され､ 中には上司がこれに気づかず､ 業務に

支障を来すケースも生じています｡ そこで､ あらためて申請ルールとして ｢事前の

口頭または文書提出を原則とし､ やむを得ない場合のみ､ 当日の朝､ 電話連絡によ

ることを認める｣ よう徹底 (＝就業規則への記載) したい考えです｡ こうした対応

の可否､ および実施する場合の留意点につきご教示ください｡ (群馬県 Ｋ社)

ご質問の事情だけであれば､ メールでの年休申請は労使慣行とまではい

えないと思われるが､ 仮に労使慣行といえる事情がある場合には､ ルー

ルの周知・徹底のほかに､ 実施まで一定の猶予期間をおく必要がある
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そこで､ すでに上記のメール年休申請が労使慣行

となっているか否かが､ まず､ 問題となります｡

特定の取り扱いが労使慣行として成立するには､

上記のとおり､ ある程度の期間と反復継続して行

われた実績が必要ですが､ ご質問では､ 数年にわ

たり､ 散見された程度とのことですので､ 労使慣

行にまでなっているか否かは疑問な点もあります｡

特に､ これが､ ほんの１､ ２年のことであるとか､

メール年休申請も全体の有休申請の中の少数部分

であったり､ あるいはすでに上司より､ メール年

休申請のような方法では困るといった個別の注意

はなされていたり (全社的な徹底はないとして

も)､ といった事情があれば､ 労使慣行の成立が

否定される方向につながると思われます｡ 無論､

上記の事情とは逆の事情があれば (例えば､ 数年

というのがすでに５､ ６年以上を経ている､ ある

いは､ 今まで個別・口頭による指導もまったくな

い等)､ 労使慣行として認められる可能性も否定

はできないところです｡

以上により､ 筆者としては､ ご質問の状況では

いまだ労使慣行として成立しているとは言い切れ

ず､ 前記1.の原則どおり､ 使用者側で､ 年休申請

の手続きを決定し得る以上､ ご質問のような取り

扱い (ルール徹底) は可能と考えます｡ ただ､ 一

応､ 労使慣行が成立していたと認められる事情が

あった場合の処理について､ 後記3.で触れておく

こととします｡

3.労使慣行が成立していた場合の方策

仮に､ ご質問において､ 労使慣行の認められる

ような事情があった場合でも､ 労使慣行の内容は､

あくまで年休申請の手続きに関するものであって､

労働時間､ 賃金といった労働条件や労働者の待遇

にとって少なくとも本質的部分とはいえないで

しょう｡ また､ あくまで散発的になされてきた

(場合によっては､ 使用者に認められてきた) も

のにすぎず､ 恒常的なものとは言い難いでしょう

から､ その労使慣行が労働契約の内容になってい

るとまではいえないと思われます｡ ただし､ 労働

契約の内容とまではなっていなくとも､ 労使慣行

はそれに反する使用者の権利の行使を ｢権利の濫

用｣ として無効にする効果を持つことがあり得る

ので (菅野・前掲書100～101ページ)､ 本件ご質

問の事例においても､ メール年休申請を禁止して､

新たに ｢事前の口頭または文書提出を原則とし､

やむを得ない場合のみ､ 当日の朝､ 電話連絡によ

ることを認める｣ というルール (以下､ 新ルール)

を作り､ 周知したとしても､ ある程度の移行期間

を待ってから､ 新ルールの実施 (つまりは､ 新

ルールの実効性のために違背者に対して人事処分

をもって臨むこと) を行うことが必要です｡

4.まとめ

以上述べてきたことからすれば､ ご質問の説明

だけでは､ 多くの場合は､ メール年休申請につい

ての労使慣行が成立しているとは思われず､ 新

ルールを周知・徹底することでその実施は可能と

考えますが (ただし､ 就業規則に付記するとなる

と､ 就業規則の変更のために､ 過半数組合または

従業員の過半数を代表する者の意見を聴取し､ 労

働基準監督署に届け出る手続きを踏む必要があり

ます [労基法90条])､ 仮に､ 前記2.の後半で挙げ

たような労使慣行を成立させる事情がある場合に

は､ 新ルール実施につき､ 成文の就業規則または

社内通達において周知を徹底しつつ､ 周知より一

定期間 (実務的には２～３カ月が適当と思われま

す) の猶予期間を待って実施するのが妥当でしょ

う｡ さらに､ 現実的な実務対応としては､ 労使慣

行が成立しているか否かは､ 微妙な判断を含むこ

とからすれば､ 最初から､ 後者の対応 (成文によ

る周知・徹底→一定の猶予期間→実施) を取るの

が妥当と思われます｡
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