
労働基準法の改正は、2016年12月6日に台湾の立法院を通過し、2016年12月21日に公布されました。

今回の改正ポイントは以下の3点です。

 休息日の概念の導入

 有給休暇の日数の増加及び買取義務

 国定休日（祝日）の調整

 休息日の概念の導入

改正法において、「休息日」の概念を導入し、「休息日」について、定義、適用状況及び残業手当の計算基準
などを定められました。「休息日」に関する条文は2016年12月23日から効力が生じています。

改正内容の一部は以下の通りです。

留意すべきポイント：

休息日が明文化されたことにより、多くの会社の給料計算制度に影響が生じます。残業代の計算方法が大幅
に変更されるため、会社はより的確に従業員に業務を配分し、効率的な人員運用を検討する必要があると考
えられます。例えば、「責任制(※)」を適用することの是非、交代制の再調整の必要性、休日出張の取り扱い
などを検討する必要があると考えられます。

※主務官庁の認可で公告される労働者に対して、労働基準法84条の１により、一定の条件のもと、労働基準法が定める労働
時間、定例休日、休暇、女性夜勤等に対する制限を受けず、労使双方の合意で労働条件について別途定めることができる
制度。
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旧法の休息日 （2016年12月22日まで） 改正法の休息日 （2016年12月23日から）

旧法において、休息日についての明文の規定がな
い。

労働者に七日ごとに少なくとも二日の休息を与えな
ければならない。そのうち、一日を定例休日、一日
を休息日とする。

雇用主が従業員に労動させた場合、労働時間が2
時間以内である場合、通常1時間当たりの賃金の1
と3分の1以上を加算する。2時間労働後引続き労
動した場合、通常1時間当たりの賃金の1と3分の2
以上を加算する。

前項休息日の労働時間及び賃金の計算は、4時間
以内は4時間で計算する。4時間を超え8時間以内
は8時間で計算する。8時間を超え12時間以内は12
時間で計算する。
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 有給休暇の日数の増加及び買取義務

改正法において、有給休暇の法定日数が増加し、従業員の未消化有給休暇に対して、会社が賃金を支給
する義務があると定められています。有給休假に関する条文は2017年1月1日から効力が生じています。

改正内容の一部は以下の通りです。
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留意すべきポイント：

有給休暇に関する法律改正では、有給休暇の日数の増加以外に、今後、未消化日数に対して、会社は
賃金を支給しなければなりません。未消化日数の買取は従来の考え方とは異なり、未消化の原因を問
わず、未消化日数について、会社は賃金を支給する（買取る）義務があります。なお、買取時期は、年度
終了時および労働契約終止時とされています。年度終了の概念は、主務官庁の見解により、従業員全
員が同じではなく、各従業員の入社日を基準として適用されると見解が示されています。しかし、現在は
有給休暇付与日は入社日にかかわらず一定日となっている実務が多く見受けられます。そのため、現
在の運用の適法性を検討するとともに、会社により適した有給休暇制度を検討する必要があります。

旧法の有給休暇 （2016年12月31日まで） 改正法の有給休暇 （2017年1月1日から）

一 勤続年数が1年以上3年未満の場合は7日と
する。

二 勤続年数が3年以上5年未満の場合は10日と
する。

三 勤続年数が5年以上10年未満の場合は14日
とする。

勤続年数が10年以上の場合、1年につき1日を加算
し、総日数は30日までとする。

一 勤続年数が6ヶ月以上1年未満の場合は3日
とする。

二 勤続年数が1年以上2年未満の場合は7日と
する。

三 勤続年数が2年以上3年未満の場合は10日
とする。

四 勤続年数が3年以上5年未満の場合は14日
とする。

五 勤続年数が5年以上10年未満の場合は15日
とする。

勤続年数が10年以上の場合、1年につき1日を加
算し、総日数は30日までとする。
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 国定休日（祝日）の調整

改正法において、記念日及びその他中央主務機関が指定した休日とすべき日は、全国統一で内政部によ
り決定すると定めました。祝日に関する条文は2017年1月1日から効力が生じています。

改正内容の一部は以下の通りです。
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旧法の祝日

（2016年12月31日まで）

改正法の祝日

（2017年1月1日から）

原則として、19日である。

一、中華民国開国記念日（1月1日）

二、和平記念日（2月28日）

三、革命烈士記念日（3月29日）

四、孔子生誕記念日（9月28日）

五、国慶日（10月10日）

六、先総統蒋公生誕記念日（10月31日）

七、国父生誕記念日（11月12日）

八、憲法記念日（12月25日）

九、5月1日労働節（メーデー）

十、中華民国開国記念日の翌日（1月2日）

十一、婦女節、児童節の合併休日（民族墓参の日
の前日）

十二、民族墓参の日（旧暦清明節）

十三、端午節（旧暦5月5日）

十四、中秋節（旧暦8月15日）

十五、旧暦大晦日

十六、台湾光復節（10月25日）

十七、十八、十九、春節（旧暦正月初一から初三）

原則として、12日である。

一、中華民国開国記念日（1月1日）

二、和平記念日（2月28日）

三、革命烈士記念日（3月29日）

四、孔子生誕記念日（9月28日）

五、国慶日（10月10日）

六、先総統蒋公生誕記念日（10月31日）

七、国父生誕記念日（11月12日）

八、憲法記念日（12月25日）

九、5月1日労働節（メーデー）

十、中華民国開国記念日の翌日（1月2日）

十一、婦女節、児童節の合併休日（民族墓参の日
の前日）

十二、民族墓参の日（旧暦清明節）

十三、端午節（旧暦5月5日）

十四、中秋節（旧暦8月15日）

十五、旧暦大晦日

十六、台湾光復節（10月25日）

十七、十八、十九、春節（旧暦正月初一から初三）

留意すべきポイント：

2017年から、労働者の法定祝日日数は19日から12日に減少しました。仮に会社の内部規則において、
祝日を詳細に定めている場合には、改正法との整合性に留意する必要があります。なお、仮に会社が
上記祝日を出勤日にしており、他の日に振り替える運用を行っている場合、従業員と合意方法などの適
法性について改めて確認する必要がある可能性があります。
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改正法の施行により、会社の就業規則、内部ルールや制度（有給休暇の制度、残業代の計算基準、会社
のカレンダーの調整等を含む）、及び会社と従業員間の個別労働契約の見直しの検討をする必要があると
考えられます。

なお、改正法より罰金の金額が増額されており、法律に違反した場合、NT$2万以上、NT$100万以下の過
料に処せられる可能性があるため、ご留意ください。

改正法に対して、KPMG法律事務所が提供できるサービス：

労働基準法の改正に対するコンサルティングの提供

就業規則の作成、レビュー又は主務官庁へ届出の支援

労働契約の作成又はレビューの提供

会社内部の制度に対してアドバイスの提供

会社の需要に応じた法律分析の提供

関連法律書類の翻訳の提供

KPMG法律事務所主要担当者

パートナー弁護士兼所長紀天昌

T +886(2) 8101-6666 内線番号：14690

E：ajih@kpmg.com.tw

弁護士張涵瑜

T +886(2) 8101-6666内線番号：14737

E：hanyuchang@kpmg.com.tw
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