基勤企発第 0
226001号
平 成 19年 2月 26 日

都道府 県労働局長

殿

厚生労働省 労働 基準局勤労者 生活部企画課長
(契 印 省 略 )
ゴールデ ンウイー クにお ける連続休暇 の普及 ･拡大 について

｢
労働 時間等 の設 定の改善 に関す る特別措置法｣では､労働者 の健康 と生活 に配慮す
る とともに多様 な働 き方 に対応す るた め､労働 時 間等 の設定 を改善す るこ とを 目的 と し
ていますが､中で も労働者 が心身の疲 労 を回復 させ ､健康 で充実 した生活 を送 るために､
連続 した長期休暇 の取得促進 を図 るこ とが特 に重要であ る と考 えています｡
ゆ とり休暇推進
また､連続休 暇 の普及 ･拡大 については､平成 7年 7月 に策 定 した ｢
要綱｣において､これ か らの休暇 の重点 目標 として､有意義 な休暇 を実現 させ るために､
ま とまった 日数 の連続 した休暇 を確保す る必要 がある としています｡
ゴールデ ン ウイー クの時期 は､国民 の祝 日が集 中 してお り､連続休暇 の設 定が比較 的
容易で あるこ と､気候 的 に恵 まれ てい るこ と等有意義 な休暇 を過 ごす ために必要なま と
まった休暇 を取得す るのに適 した時期 と考 えています｡
このた め､本年 にお いて も､ ゴールデ ン ウイー クにお ける連続休暇 の普及 ･拡大 を図
るこ ととしま したので､下記 の広報啓発 ､労使 に対す る働 きかけの効果 的な実施 に努 め
るよ うお願 い します｡
なお､都道府 県に対 しては､別添 の とお り依頼 してお ります ので､連携 を図 りつつ推
進す るよ う併せてお願 い します｡
記

1 広報啓発
地方公共団体 の広報誌 を始 め とす る各種 の広報手段 を積極 的に活 用 して､それ ぞれ
の地域 の特性 をいか した広報啓発 の取組 を行 うこ と
広報啓発 の実施 に当た っては､別途送付す るポスター ､ リー フ レッ トや収集 した好
事例 を有効 に活用す るこ と｡
｡

2 労使 に対す る働 きかけ
(1) 地方労働審議会 を始 め とす る各種会議 ､集 団指導等の場 を通 じて年次有給休暇
の計画的取得､特別休暇の設定､週休 日の振替及びそれ らの組合せ による連続休
暇の実施 について説 明す ること
(2) サー ビス業な どゴールデ ンウイー ク期間中に連続休暇 を実施す ることが困難 と
み られ る業種の企業に対 しては､ ゴールデ ンウイー ク前後の時期 における交替制
による連続休暇の実施等 について働 きかけを行 うこと
｡

｡

3 ゴールデ ンウイー クにおける連続休暇実施予定状況調査の実施及び公表
ゴールデ ンウイー クにお ける連続休暇実施予定状況調査 を実施 し､その公表 を本省
において行 うこととしてい るが､地域的事情 によ り独 自調査等 を実施す る局において
は､局独 自の調査項 目を設定す ることも差 し支えない こと
また､局独 自の調査等 を行わない局 においても､ 日頃か ら好事例 の収集等に努 める
こと｡
｡
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都道府県労働 主管部長

殿

厚生労働省 労働基準局勤労者 生活部企画課長

ゴールデ ンウイー クにお ける連続休暇の普及 ･拡大 について

｢
労働時間等の設 定の改善に関す る特別措置法｣では､労働者 の健康 と生活 に配慮す
るとともに多様 な働 き方 に対応す るた め､労働 時 間等 の設 定 を改善す るこ とを 目的 とし
ていますが､中で も労働者 が心身の疲 労 を回復 させ ､健康で充実 した生活 を送 るために､
連続 した長期休暇の取得促進 を図 るこ とが特 に重要であると考 えています｡
また､連続休暇の普及 ･拡大 につ いては､平成 7年 7月 に策定 した ｢
ゆ とり休暇推進
要綱｣において､これ か らの休暇 の重点 目標 として､有意義 な休暇 を実現 させ るために､
ま とまった 日数の連続 した休暇を確保す る必要 がある としています｡
ゴールデ ンウイー クの時期 は､国民 の祝 日が集 中 してお り､連続休暇 の設定が比較的
容易であるこ と､気候的に恵 まれ てい るこ と等有 意義 な休暇 を過 ごすために必要なま と
まった休暇 を取得す るのに適 した時期 と考 えています｡
このため､厚 生労働省 では､ ゴールデ ン ウイー クにお け る連続休暇実施 予定状況調査
の公表 ､ポスター ･リー フ レッ トを活用 した広幸
臥 労使‑ の働 きかけの取組 を行 って き
た ところであ り､本年 も同様 の取組 を行 うこ ととしています｡
つ きま しては､貴職 におかれ ま して も､ この趣 旨を御理解 の上 ､都道府 県労働局 と連
携 を図 りつつ､ ゴールデ ン ウイー クにお ける連続休暇 の一層 の普及 ･拡大 について御 協
力いただきます よ うお願 い します｡

