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有休管理における課題
第1章



有休管理に発⽣する莫⼤な⼯数
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有休管理の⼯数を削減する⽅法を模索

従業員の⼊退社が頻繁に発⽣する 雇⽤形態が多岐に渡る

有休の管理に莫⼤な⼯数を割いていた

原因 ① 原因 ②

パートタイム派遣社員

アルバイト

正社員

契約社員
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ご担当者様

運営する⼯場では⼊退社が頻繁に発⽣していました。特にアルバイトやパートの⽅は短期でや
める⽅も多く、空きが⽣じれば新たに採⽤をする必要があるため、毎⽉顔ぶれが⼊れ替わって
いました。

原因① 頻繁に発⽣する従業員の⼊退社

発⽣する⼯数

ü ⼊社後半年の有休付与⽇の管理
ü 8割以上出勤したかどうかの判定

ü 退職時の有休消化管理

ü ⼊社時期によって異なる有休付与時期の管理
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原因② 多岐に渡る雇⽤形態

ご担当者様

⼯場では従業員の雇⽤形態が正社員、契約社員、派遣社員、パートタイマーなど多岐に渡って
います。雇⽤形態ごとに有休付与のルールが異なっているので、管理が⼤変でした。

ü 雇⽤形態ごとに異なる有休の付与⽇数の計算（⽐例付与に基づく付与⽇数の計算）
ü 8割以上出勤したかの判定
ü 雇⽤体系ごとに異なる休暇のルール管理
ü 有休取得義務5⽇/年の管理

発⽣する⼯数
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有休取得義務の違反リスクへの不安

年に5⽇間の有休取得義務を遵守できなかった場合、罰⾦のリスクがあります。違反者1⼈につ
き〜30万円の罰⾦といえども、100⼈が違反すれば〜3,000万円の罰⾦に。経営を脅かしうる
⾦額です。

ご担当者様

働き⽅改⾰法案の成⽴に伴い2019年4⽉1⽇以降、企業は従業員に対して年5⽇の年次有給休暇を取得させる義務が発⽣しました。義務
化の対象となるのは、すべての会社に所属する年に10⽇以上の有給休暇が付与された従業員です。これは正社員に限ったものではなく、
パートタイマーやアルバイトにも適⽤されます。義務に違反した場合、労働基準法違反により経営者に対して30万円以下の罰⾦が課
せられます。これは違反した従業員⼀⼈当たりの罰⾦なので、例えば100⼈が違反をした場合は3,000万円の罰⾦が課せられることも
あります。そのため、企業側は有給休暇の取得を計画的に推し進める必要があります。

⼯数削減とリスク対応のため、勤怠管理システムの導⼊を決定



勤怠管理システム導⼊における壁
第2章



導⼊における壁
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様々な業務を抱えて
忙しい中

システムの検討をなかなか
進めることができない

時間の問題

労務知識とITリテラ
シーの不⾜により
システムの要件定義が

できない

知識・経験の問題

決定した要件とその背景をベン
ダーが読み取ってくれず、

ミスコミュニ
ケーションが発⽣

ベンダーサイドの問題

労務専任の担当者がおらず、
なかなか導⼊の要件を決めることが出来なかった
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そんな折、労務屋のミナジンに出会った

ご担当者様

勤怠管理システム導⼊の要件が定まらない中、出会ったのはミナジンでした。システム屋でな
く労務屋として⻑年事業展開されてきたミナジンだからこそ、こちらの課題を理解し、寄り
添ってくれました。

⻑年の⼈材派遣業を通じ多くの中堅中⼩企業において、労働関連法規が遵守さ
れず、また脱アナログが進まず“抜け漏れ”がなくならない状況を⽬の当たりに
し、勤怠システムを開発。サービス提供の中で、そもそもの制度構築やサポー
トを必要としている顧客が多くいると痛感し、アウトソーシングサービス、⼈
事制度・労務コンサルティングサービスへとサービスラインを拡⼤しました。

ミナジンは⽣粋の労務屋です
勤怠管理システム（2009年〜）

労務管理アウトソーシング（2010年〜）

⼈事制度/労務相談コンサル（2013年〜）

⼈事評価システム（2016年〜）

社労⼠向けサービス（2020年〜）



システム導⼊の要件定義
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ミナジンの営業担当との壁打ちを通じて、システムの要件を決めた

1⼈1台のPCを所有していない
ため、スマートフォンアプリ
から打刻できることが
必須となる。

複雑な休暇制度への対応、
有休取得義務への対応が

必須となる。

⼈事労務部、現場の従業員共に
初めての勤怠管理システムとな
るため、導⼊ではなく使⽤の定
着をゴールとし、それまで伴⾛
してくれることが必須。

要件

スマホアプリでの打刻

1

有休管理の機能

要件 2

導⼊〜運⽤におけるサポート

要件 3

⇒次ページで詳しく解説！
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要件② 有休管理に機能について

ご担当者様

最⼤のネックであった有休管理の⼯数について、ミナジンの下記機能により、⼤幅な⼯数削減
とリスク対応ができる未来が⾒えました。

有休付与の⾃動化
複雑な休暇制度への対応

ü 雇⽤形態別に有休の付与を⾃動化
ü ⼊社後半年の有休付与において8割判定を⾃動化
ü 雇⽤形態別に有休付与⽇数を⾃動計算
ü 複雑な休暇制度の反映

全従業員における有休取得義務の遵守

ü 全従業員の有休取得状況可視化

ü 有休5⽇取得チェッカー



ミナジン導⼊後の変化
第3章
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導⼊後の変化

ご担当者様

ミナジンによって有休付与を全て⾃動化できました。結果、⼤幅に⼯数が削減でき、他の業務
に時間を割くことができるようになりました。

ミナジン導⼊によって

誰がどれだけ働いたかを
システムによって

⾃動的に可視化
管理できるように

勤務状況の可視化

複雑な計算とエクセル管理は
すべて⼿離れ

ルールを登録し
付与を⾃動化

有休付与の⾃動化

従業員ごとの
有休取得⽇数を⼀覧で可視化し

有休消化義務の遵守
が可能に

労務リスクへの対応



従業員が出退勤時にアプリで打刻し、システムに打刻内容が⾃動で反映されます。もちろん、残業時間や遅刻の有無も⼀
覧で可視化することが可能です。

スマートフォンアプリによる打刻
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出勤/退勤時にアプリで打刻 タイムカードに労働状況が⾃動で反映1 2



会社ごとに異なる様々な休暇を登録することができます。各休暇には、給与発⽣の有無や定期付与の要否など複数の条件
を事細かに設定することが可能です。

有休付与の⾃動化① | 休暇の登録

16© MINAGINE Co., Ltd.

就業規則にある休暇種別のマスターを作成 独⾃の休暇内容を登録

有給/無給、
定期付与の要否、
全休/半休
など

1 2



登録した休暇についてルールを設定し、⾃動化できます。もちろん⼊社半年後ごと、会社の規定⽇ごとなど柔軟な付与
ルールを設定可能です。

有休付与の⾃動化② | 休暇ルールの設定
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Poit3 出勤率の8割判定が可能

パート/アルバイト向けに有休の⽐例付与が可能

ルールを設定3

従業員ごとに付与ルールを設定可能
[例] 正社員は4⽉1⽇付与、パートは⼊社後6か⽉付与など



社員別に有休付与ルールの紐づけが可能です。雇⽤形態別にルールが異なる場合にも対応可能です。また休暇申請画
⾯には有休残⽇数が表⽰され、付与された以上には申請できないように制御しています。

有休付与の⾃動化③ | 従業員と休暇ルールの紐づけ
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社員と有休付与ルールの紐づけ 残⽇数に基づく休暇申請4 5



従業員の有休残⽇数、消化⽇数、前回付与⽇を⼀覧で可視化できるため、有休取得義務に対して漏れなく管理する
ことが可能です。

有休取得義務の遵守 | 有休取得義務チェッカー
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ミナジンでちゃんとした労務管理を
第4章



ミナジンの勤怠管理システム | 概要
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アラート機能
休暇消化⽬安を達成できなくなる前や、残業超過の前
に、リマインドするシステムを採⽤することで、担当
者の業務効率を向上させる。

コンプライアンス遵守
法定外残業時間の表⽰や、残業時間上限規制に基づいた、
法定休⽇も含む残業時間、2か⽉〜6か⽉の平均残業時間
など、 新たな 36 協定を満たしているかチェックするレ
ポート機能があることが重要。

労働時間管理
実際の打刻時刻と、給与計算時に使⽤される時間が不⼀
致の場合、その理由をメモとして残せるようにすること
で、不要なトラブルなどを避けることができる。

柔軟な休暇制度設定
休暇制度は有給休暇のほか、各社独⾃の制度などもある。
独⾃のものであっても、⼀元管理できることで、確認性
を⾼める。



ミナジンは、
⼈事労務をシステムからサポートする株式会社ミナジンと、法令からサポートする社会保険労務⼠法⼈ミナジン

という2社体制となっており、「システム」や「制度設計」の単体売りではなく
「労務管理に必要なノウハウ」をワンストップで提供しています。

会社紹介
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MINAGINE（ミナジン）

法令からサポート
社労⼠法⼈ミナジン

システムからサポート
株式会社ミナジン

お客様

2社体制だから・・・
システムを運⽤中も「労務・システム」に精通したコンサルタントがサポートするので
絶対的な安⼼感をご提供。時代の変化に対応し続ける「⼈事労務のスタンダード」を創出。

ここが他社にはない、圧倒的な強みです!!

2社体制で⼈事労務に必要なシステムと法令を押えたサービスを提供



ミナジンの対応範囲
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①
制度設計

[コンサルティング]

MINAGINE
グループ ②

業務効率化
[作業代⾏] 

③
データ運⽤

[ システム ]

ミナジンは、システムと法令のプロフェッショナル集団！

継続運⽤に必要なサービスをトータルにご提供できます。



⽴命館⼤学⾷マネジメント学部教授・神⼾⼤学名誉教授

⾦井 壽宏 先⽣

「労務領域のプロ」な先⽣⽅からも”お墨付き”をいただきました！
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研究テーマは、経営学（組織⾏動論、経営組織論、キャリア論）。
所属学会は経営⾏動科学学会、組織学会、産業組織⼼理学会と多岐に
わたる。

特定社会保険労務⼠岩崎 仁弥先⽣

調和ある働き⽅と共鳴する職場作りを⽬指す⽇本で最初の職場マイ
スター。どこよりも早い法改正情報を持ち、社会保険労務⼠を対象
とする各種セミナーを定期的に開催中。

杜若（かきつばた）経営法律事務所

向井 蘭 弁護⼠

労働法（使⽤者側）の専⾨家。使⽤者側労務問題のプロ。使⽤者側
労務問題を取り扱う専⾨事務所のエース弁護⼠として、⽐類なきノ
ウハウの蓄積

株式会社ミナジン経営顧問 村⽥ 雅幸 ⽒

2010年に、⼤阪証券取引所とジャスダック取引所の統合の責任者と
して、上場制度の設計や市場創設業務の陣頭指揮をとる。
2013年以降は、東京証券取引所の執⾏役員としてマザーズ市場など
の上場推進業務を担当し、約500社のIPOの上場誘致や
上場審査を経験。

著書『リスク回避型就業規則・諸規程作成マニュアル』は，⽇本で最も
売れている就業規則本。その他の主な著書『（改訂版）社内諸規程作
成・⾒直しマニュアル』『労働時間管理完全実務ハンドブック）』



ミナジンの勤怠管理システム | 価格
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初期費⽤ ⽉額利⽤料

10 万円（税抜）〜

初期設定代⾏料⾦については[P.26]をご確認ください。

9,800 円（税抜）〜

31名以上は⼈数に応じて⾦額が変動いたします。
詳細はお問い合わせください。

© MINAGINE Co., Ltd.



初期設定代⾏料⾦

100,000 円（税抜）

250,000 円（税抜）

500,000 円（税抜）

〜20名

21〜49名

50名〜

初期設定代⾏料⾦

※通常オンライン対応となっております。オフラインご希望の場合は、交通費＋出張費を請求させていただきます。
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ミナジンの勤怠管理システム | 導⼊サポート
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l 初期設定問合せ対応（メール、IP電話）
l 導⼊会議2時間（初回訪問、2回⽬以降WEB）
l 本稼働後のヘルプデスク利⽤ (⽉〜⾦：9時〜18時)

l ユーザーマニュアルひな形提供 ※

l 社員説明会同⾏2時間（2回）

※利⽤権限ごとのマニュアル雛型をお渡ししています。

従業員様向けサポート

電話・メールなどでのサポート初期設定サポート

l アカウントの発⾏
l 各種マスタの初回登録（部署、社員、役職等）
l ユーザー権限の設定

各種ルール設定サポート

l 勤怠ルールの初回設定・調整
l 各種アラート通知の設定
l 申請ワークフローの設定
l 有休制度の調整とデータ初期移⾏
l 勤怠データ出⼒定義の作成・検証



セミナーご案内

MINAGINE就業管理に興味がある⽅向け

詳しく⾒る

https://minagine.jp/topics/seminar/system-info-session/


ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら

「1分でわかる！⼈事評価システム」資料
クラウド型⼈事評価システムのご紹介

ダウンロードはこちら

「1分でわかる！MINAGINE就業管理」資料
クラウド型勤怠管理システムのご紹介

「1分でわかる！みんなの⼈事評価」資料
⼈事評価制度構築コンサルティング・運⽤サポートのご案内

その他の資料はこちら

「1分でわかる！給与計算／保険⼿続アウトソーシング」
給与計算／保険⼿続アウトソーシングサービスのご紹介

ダウンロードはこちら

サービス資料⼀覧

https://go.minagine.jp/DP-KI-MQL-WP-20230412-dl_1m.html
https://go.minagine.jp/DP-JC-MQL-WP-20230418-dl_1m_jinji_cunsulting.html
https://go.minagine.jp/DP-JS-MQL-WP-20230413-dl_1m_jinji_system.html
https://minagine.jp/downloadlist/
https://go.minagine.jp/DP-RO-MQL-WP-20230414-dl_1m_payroll-insurance-outsourcing.html


ご相談やご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください

お問合せ先はこちら

050-5490-1329
sales@minagine.co.jp

株式会社ミナジン／社会保険労務⼠法⼈ミナジン

総合お問合せフォームはこちら

https://go.minagine.jp/Inquiry-common.html

MINAGINEサービスサイトはこちら

https://minagine.jp/

セミナー開催情報はこちら

https://minagine.jp/seminar/

動画アーカイブはこちら

https://minagine.jp/topics/archive-video/

〒530-0003 ⼤阪府⼤阪市北区堂島1丁⽬5番17号 堂島グランドビル6F 
TEL：050-5490-1329 ／FAX：06-6343-8236
〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町2丁⽬4番 ダヴィンチ⼩川町3F
TEL：050-5490-1329／FAX：03-5244-5534

[ ⼤阪本社 ]

[ 東京オフィス ]

mailto:sales@minagine.co.jp
https://go.minagine.jp/Inquiry-common.html
https://minagine.jp/
https://minagine.jp/seminar/
https://minagine.jp/topics/archive-video/

