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 厚生労働省の統計によると、平成 24 年度の１年間に約 107 万件もの労働相談が寄せられ

ています。人事労務トラブルの代表例としては解雇や残業代不払い、セクハラ・パワハラ

といったものが上げられますが、近年では、名ばかり管理職の問題や内定取消し、派遣切

りなどメディアに大きく報じられるトラブルも生じています。さらに統計ではいじめ・嫌

がらせなどの労働相談が増加し、解雇に関する相談が減少するなど、紛争内容は一層多様

化しています。 

 

■相談上位トップ３ 

①いじめ・嫌がらせ（17.0％） ②解雇（16.9％） ③労働条件の引下げ（11.2％）

 

 情報化社会になり、従業員一人ひとりの個性が豊かになった現代では、人事労務トラブ

ルは避けて通れないものになっています。 

 トラブルの増加は、企業にとっては人事・労務管理コストの増加を意味しています。多

数の個々の従業員や退職者を相手に、種々雑多なトラブルに対応する必要が生じてくると、

企業競争力を著しく低下させるおそれがあります。 

 対処方法として有効と考えられるのは、労働に関するルールを明確にすることです。解

雇や転勤命令の有効性の基準や就業規則変更の合理性の判断基準等を事前に明らかにし、

不要な個別労使紛争は事前に予防します。 

 労務管理において、もっとも大切なことは従業員一人ひとりが活き活きと働ける職場の

環境を整えることです。経営者や管理監督者は労働者という「人」と協力し、かつ管理し

ていく上で、必要になる労働関係のルールを理解していなければなりません。 

 

 

 

（１）労働法とは 

 企業と労働者との間には時としてトラブルが生じます。そのトラブルを解決するための

指針となってくれるのが労働法です。労働関係の代表的な法律として、労働基準法、労働

組合法、労働関係調整法があり、これらを労働三法と呼びます。労働法はこの労働三法を

労務トラブルの実態と関係法令の理解 

１│労務トラブルの最新情報     

２│トラブル解決のための法律知識     
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はじめとし、労働者派遣法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などの多数の法律と

命令（政令・省令）、通達、判例を総称したものとなります。労働法は、働く人が生活と健

康を守りながら仕事をするために重要な役割を果たしています。 

 

■労働基準法 

 労働基準法は、数ある労働法規の中でも根幹に位置する重要な法律です。個々の労働

者を保護するために、賃金や休暇、労働時間などの労働条件についての 低基準を定め

ています。この法律に違反した場合は、一部の条文には刑事罰があり、刑罰法規として

の側面も持っています。「総則」以下、労働基準法は、「労働契約」「賃金」「労働時間、

休憩、休日及び年次有給休暇」「安全及び衛生」「女子及び年少者」「技能者の養成」「災

害補償」「就業規則」「寄宿舎」というように、労働契約の締結からその終了に至るまで、

労働関係のほぼ全面にわたって 低条件を規定するとともに、その監督機関と罰則が定

められています。 

 

■労働組合法 

 通称「労組法」と呼ばれ、憲法で保障された労働三権（団結権、団体交渉権、争議権）

を、労働者に保障するための法律です。労働組合の結成、使用者との団体交渉やストラ

イキ等、労働争議に対する免責要件などが定められています。この「労組法」により、

労働者は、団結し組合を作り、組織の力を背景にして雇主と対等の立場に立ち、労働条

件を改善するための活動を行うことが保障されています。 

 

■労働関係調整法 

 労働条件などをめぐっておきる労使間のトラブルを防止し、あるいは解決するための

法律です。争議調整方法として、労使の自主的解決を原則としつつ、斡旋、調停、仲裁、

緊急調整を規定しています。斡旋は斡旋員によって行われ、調停は調停委員会によって

行われますが拘束力はありません。一方、仲裁はその裁定が労働協約と同一の効力を有

しており、労使双方を拘束するものになります。さらに、緊急調整制度は、例外的かつ

特殊なもので、争議行為によって国民経済の運行の阻害または国民生活を危うくするお

それがある場合に限って、内閣総理大臣が決定するものになります。 

 

（２）法律上禁止されている事項 

 強制労働の禁止や賠償予定の禁止など、法律上禁止されている行為があります。以下に

項目を整理しました。 
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①強制労働の禁止 

 使用者が、暴行、脅迫、監禁、その他の精神的または身体の自由を不当に拘束する手

段によって労働者の意思に反して労働を強制することは禁止されています。 

②賠償予定の禁止 

 労働者と労働契約を結ぶ際、あらかじめ違約金を定め、または損害賠償額を規定する

契約を結ぶことを禁じています。 

③前借金相殺の禁止 

 使用者は労働することを条件に金銭を貸し付け、それを賃金で返済させることは禁止

されています。使用者は労働者に対して、賃金の全額を支払わなければならず、労働者

に対する債権で賃金を相殺することも禁止されています。 

④強制貯金の禁止 

 使用者が労働契約に付随して第三者と貯蓄の契約をさせること、または使用者に貯蓄

金を管理させる契約は禁止されています。なお、使用者が貯蓄金をその委託を受けて管

理する場合には、労使協定の締結・届出、規定の作成、利子の支払いなどが必要となり

ます。 

⑤中間搾取の禁止 

 第三者が営利の目的で反復または継続して、他人が就職し仕事を継続していくことに

関与し、中間搾取することは禁じられています。なお、人材派遣業による派遣の場合、

労働契約は派遣元と労働者の間に存在するので中間搾取ではありません。 

 

（３）就業規則 

 労働者と使用者との労働契約締結に先立ち、合理的な労働条件が定められている就業規

則を使用者が労働者全員に周知させていた場合には、その労働契約の内容は、その就業規

則で定める労働条件とすることができます（労働契約法７条）。労働者が 10 人以上いる場

合は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る必要があります（労働基準法 89 条）。

ここでいう労働者とは、正社員だけでなくパートやアルバイトも含みます。 

 就業規則を作成・変更する場合には、労働者代表の意見を聞かなければなりません。 

 

（４）労働時間 

 使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させてはならないとされています。しか

し、三六協定を締結した場合や変形労働時間制を採用している場合等は、例外として法定

労働時間を超える労働が許される場合があります。 近では、みなし労働時間制や裁量労

働時間制、フレックスタイム制など、個々の労働者のライフスタイルに合わせた働き方を

取り入れている会社も増えています。



よくある労務トラブルを事例で解説！ ケース別労務トラブル解決法 

企業経営情報レポ－ト 4

■労働時間 

●法定労働時間：労働基準法に定められた労働時間。 

        週 40 時間、1日 8時間というのが大原則。 

●所定労働時間：就業規則等に決められた労働時間から休憩時間を除いた時間 

 

（５）解雇や退職 

 死亡や行方不明を別にすれば、労働者からの申し出または労使の合意によるものが退職

です。退職の種類としては、次のようなものがあげられます。 

 

●自己都合退職 ●勧奨退職 ●契約期間の満了 ●定年退職 

 

 一方解雇とは、会社の側から社員との雇用契約を解除することです。解雇はその原因に

より、次のように分けることができます。 

 

●普通解雇 ●整理解雇 ●懲戒解雇 

 

 労働者は、法律により働く権利を保障されており、会社はいつでも自由に一方的に労働

者を解雇することはできません。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認めら

れない解雇をした場合は、権利を濫用したものとしてその解雇は無効となります。 

 

（６）第三者機関によるトラブル解決方法 

 トラブルの解決には、当事者である事業主と労働者との話し合いが大切です。ただ、ト

ラブルが深刻な場合には、当事者同士の話し合いではなかなか解決がつかないことが予想

されます。そのような場合には、労政事務所や都道府県労働局のあっせん、労働基準監督

署、労働委員会など第三者機関の調停が利用されることになります。 

 また、個別的労使関係の中で生じるトラブルを扱う機関とは別に、集団的労使関係につ

いて起こった紛争を解決する機関として、労働委員会があります。労働争議の調整や労働

争議の実情調査、不当労働行為の審査を行っています。 

 こうした機関でトラブルが解決されない場合には、裁判所を利用した解決法を利用する

ことになります。訴訟だけでなく、民事調停や労働審判が利用されることもあります。 
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（１）能力不足社員の解雇 

■相談内容 

 Ａ社は１年前に、Ｂさんを中途採用しました。Ｂさんは面接時にＡ社の業務で必要な

スキルは持っていると自己アピールしていましたが、初歩的なミスが多く、スキルも習

得していませんでした。１年経過しても状況は変わらないため、Ｂさんを解雇すること

にしましたが、問題ないでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、無効であるとされています（労働契約法 16 条）。 

 実際には、解雇に至る経緯や指導状況などを総合的に勘案して判断されます。一般に解

雇が有効と認められるケースは、以下のような場合です。 

 

●その労働者に能力がない場合 

●病気が 1年以上続き回復の見込みがない場合 

●職場の規律を乱す行為を行った場合 

●経営不振に陥り、人員整理が必要な場合 

 

 今回のように労働者の能力不足が原因である普通解雇の場合には、画一的な判断基準は

なく、個々の事情にしたがって判断されているのが現状です。解雇を行うその根拠となる

就業規則や雇用契約書を示し、不当解雇とならないように十分注意する必要があります。 

 なお、 近の解雇の法律上の制限や判例から、協調性がないなどの主観的な理由での普

通解雇が認められる例は非常に少なく、普通解雇は安易にできません。 

 

解雇・退職に関する事例と解決法 

１│解雇に関する相談事例     
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■解雇の種類 

種 類 意 味 

整理解雇 いわゆるリストラのこと。経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる解雇

懲戒解雇 労働者に非違行為があるために懲戒処分として行われる解雇 

諭旨解雇 
懲戒解雇の一種だが、労働者の反省を考慮し、本人の不利益が少なくなるよう依願退職

の形式をとる解雇 

普通解雇 企業の就業規則に定められている解雇事由に相当する事実で行われる解雇 

 

（２）契約社員の契約期間中の解雇 

■相談内容 

 Ｃ社は発注業務の担当者としてＤさんを１年契約で雇用しています。しかし、先月新

しいシステムを導入したところ、Ｄさんの仕事はコンピュータを操作すれば足りるよう

になりました。人件費を節約するためＤさんを解雇しようと思いますが、Ｄさんとの契

約期間はまだ５ヶ月残っています。法的に問題ないでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）の期間途中の解雇については、労働契約法

第 17 条において「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由があ

る場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが

できない」と定めています。 

 ここにある「やむを得ない事由」とは、通常の解雇事由よりもさらに重いものとされて

います。解雇の場合に求められる「客観的に合理的な理由」よりも、さらに高度な合理性

が必要です。つまり有期雇用の中途解約は、正社員を解雇するよりも難しいと言え、注意

が必要です。 

 また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終

了することとなりますが、以下の場合では契約を更新しない場合、使用者は 30 日前までに

予告しなければなりません（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準）。 

 

■予告が必要な場合 

●３回以上契約を更新している ●１年を超えて継続勤務している 

 

 ただし、民法 628 条では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない

事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」としています。 
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 この場合において、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、

相手方に対して損害賠償の責任を負う」とあり、中途解約が簡単にできないのは労働者も

同じです。やむを得ない事由がないのに労働者が一方的に期間途中で退職した場合には、

会社に具体的な損害が発生していれば損害賠償請求の可能性も考えられます。 

 また、例外として１年を超える期間を定める有期雇用契約で、初日から１年を超えた日

以後については、やむを得ない事由がなくても会社に申し出ることによって退職すること

が可能です。 

 

 

 

（１）突然出勤してこなくなった社員の対応 

■相談内容 

 Ａ社は、 近若手社員Ｂさんを雇用しました。しかし、この若手社員Ｂさんが突然無

断欠勤するようになりました。無断欠勤も３日目となり連絡もとれないので、Ｂさんの

退職手続を進めたいのですが問題ないでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 上記のようなトラブルは、近年増加傾向にあります。 

 社員からの退職の意思表示がなければ、原則退職手続はできませんが、就業規則に一定

期間行方不明、無断欠勤をした場合に退職となる旨の規定があれば、手続は可能です。 

 就業規則に上記の規定がなければ解雇を行うことになりますが、社員と連絡が取れない

ため解雇の申し渡しができません。そこで公的に解雇の効力を発生させるものとして、「公

示送達」という方法がありますが、手間がかかるので実務的ではありません。 

 ただ、手続を行う前に例えば、無断欠勤が２～３日続くようであれば、必ず社員の自宅

を訪問し状況確認を行ってください。社員の自宅から荷物が無くなっていれば黙示の退職

の意思表示として手続を進められますが、原因が職場の人間関係や仕事上によるものであ

れば、会社の責任が問われる可能性もあるため、本人の所在を確認し、連絡をとるための

行動を優先します。また、場合によっては、同僚からの情報収集、身元保証人に連絡を取

り捜索の協力をしてもらうことも必要です。 

 以上のことから、次の２点の対応が必要です。 

 

■企業のとるべき対応 

●就業規則の退職規定の整備 

●入社時に本人の同意を得て家族の連絡先の確認（電話に出ないことが想定できるため）

２│退職に関する相談事例     
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（２）退職した社員からの賞与請求 

■相談内容 

 Ｃ社は、賞与を年２回、６月と 12 月に支給しています。このたび、５月末に退職した

社員Ｄさんが６月支給の賞与請求がありました。 

 確かに、賞与支給期間は会社のために働いていましたが、退職したＤさんに対して賞

与を支給しなければならないのでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 一般的に賞与には、大きく分けて３種類の性格があります。 

 

①賃金の後払い的なもの ②功労報償的なもの ③成果配分的なもの 

 

 賞与は、法律には明確な定義はなく、その支給基準や方法は会社の裁量に任されていま

す。賞与を③だけと位置づけてしまうと、賞与の査定期間に在籍していた社員の賞与を支

給しないのは問題があります。しかし、会社の賞与支給のルールで「支給日に在籍してい

ることを支給要件とする」という基準を設けることは問題ありません。 

 今回のケースの場合、会社でそのようなルールを設けていれば支給する必要はありませ

ん。トラブル防止のためには、賃金規程又は労働契約書に支給要件を明確にしておくこと

が重要です。賃金規程の例は、下記のとおりです。 

 

■賃金規程記載例 

（賞 与） 

第○条 会社は、会社の業績、従業員各人の査定結果、会社への貢献度等を考慮して、原則として夏

期および冬期の年２回、賞与を支給する。ただし、会社の業績状況等により、支給時期を延

期し、又は支給しないことがある。 

２ 前項の賞与の算定対象期間は次のとおりとする。 

 

賞与支給月 算定対象期間 

夏期賞与 当年 4 月 1 日から当年 9月 30 日 

冬期賞与 当年 10 月 1 日から翌年 3月 31 日 

 

３ 賞与支給日は都度決定する。 

４ 賞与は前項の算定対象期間の全日及び支給日現在に在籍する社員に支給する。但し、算定対象期

間全日に満たない場合、賞与の取扱いはその都度決定する。 
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（１）遅刻者への制裁による給与カット 

■相談内容 

 Ａ社はこの度、就業規則の策定にあたり時間厳守を社員に徹底したいと考え、遅刻に

対して給与カットなどの制裁に関する規定を就業規則に盛り込む予定です。 

 制裁についての規定を作成する場合、法律上の制限はあるのでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 時間厳守は、健全な経営の為にも、社員の士気を高める上でも有効です。しかし、法律

で一定の制限を設けています。 

 就業規則で減給の制裁を定める場合は、以下のことに留意する必要があります。 

 

①１回の額が平均賃金の１日分の半額を超えることはできない 

②総額が１賃金支払期における賃金の総額の 10 分の１を超えることはできない 

 

 この規定は、制裁としての減給の額があまりに多額であると労働者の生活を脅かすこと

になるため、減給の制裁について一定の制限を加えたものです。 

 減給の制裁とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働

者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいいます。 

 制裁になるケース、ならないケースは以下の通りです。 

 

①遅刻、早退又は欠勤に対して、労働の無かった時間に相当する賃金だけを差し引く 

 ⇒ 制裁にはならない（ノーワークノーペイの原則） 

②遅刻、早退又は欠勤の時間に対する賃金額以上の減給報償的なもの 

 ⇒ 制裁になる 

 

 減給の制裁は、１回の事案について平均賃金の１日分の半額を超えられませんが、１日

に２つ以上の懲戒事由に該当する行為があれば、その行為についてそれぞれ平均賃金の１

日分の半額ずつ減給することは可能です。 

賃金や有休・労働時間に関する事例と解決法 

１│賃金に関する事例      
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 また、総額が一賃金支払期における賃金総額の 10 分の１を超えられませんが、これは一

賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、賃金総額の 10 分の１以内でなければ

ならないということです。一賃金支払期における賃金総額とは、賃金支払期に対し現実に

支払われる賃金の総額のことで、賃金が欠勤等のために少額となったときには、その少額

となった賃金総額を基礎として 10 分の１を計算する必要があります。 

 

（２）規程は無いが退職金支給を要求する社員 

■相談内容 

 Ｂ社には退職金に関しての規程はありませんが、長年勤めて退職した人の中で特に社

長が認めた何人かにはその功績を考慮して、退職金を支払う慣行がありました。 

 ＣさんはＢ社で３年ほど勤務していましたが、この度退職することになり、今まで退

職した先輩が退職金をもらっていたのを見てきたＣさんは、当然自分ももらえると思っ

てＢ社に対して退職金の支払を求めました。Ｂ社の社長は、Ｃさんの仕事ぶりから退職

金の支払いは不要と考えていましたが、支払わなければならないのでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 退職金の支払いは、法律上必ずしも会社に義務付けられているものではありません。し

たがって、Ｂ社はＣさんに対し退職金を支払わなくても良いと考えられます。 

 そもそも退職金は、在職中の貢献に対する報奨とか、在職中の賃金の後払いといった意

味合いを持っています。 

 労働基準法では、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退

職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規

則に規定することが義務付けられています。 

 退職金制度がある場合は、退職金規程の作成義務があり、以下のことを記載しなければ

なりません。 

 

①適用範囲 ②退職金金額の決定方法 ③支払方法 ④支払時期 

 

 退職金規程を明確に定めている場合には、支給要件を満たした社員は退職金を請求でき

ます。しかし、今回のケースのように定めがない場合でも、退職金を出すことが社内慣行

になっていた場合には支払いを請求できる場合があります。 

 今回のケースを考えると、Ｂ社に退職金規程はありませんが、人によって退職金を支払

っていた場合とそうでない場合があることから退職金支払の慣行もあったとは言えません。 
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（１）有給休暇取得を申請してきたパートタイマー 

■相談内容 

 Ａ社では現在 20 人ほどのパートタイマーを雇用しています。先日、１人のパートから

「子供の学校行事があるので有給休暇を取得させてほしい」との申し出がありました。

Ａ社の場合、パートのシフトは１週間前の話し合いで決定しており、出勤できない日の

調整などもしているので、今まで有給休暇は与えていませんでした。有給休暇は与えな

ければならないのでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 パートやアルバイトでも、条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。今回のケース

は、有給休暇の取得を申し出たパートが６か月以上継続勤務しており、全労働日の８割以

上出勤していれば、使用者は有給休暇を与えなければなりません。この条件はあくまで労

働日数に関するものなので、１日の労働時間は関係ありません。１日３時間労働でも６時

間労働でも取得条件には全く無関係で、全て出勤日とみなされます。 

 有給休暇の日数については、週の所定労働時間が 30 時間以上か、もしくは所定労働日数

が５日以上の場合は、正社員と同じく下表①の付与日数が与えられます。 

 しかし、週の所定労働時間が 30 時間未満でかつ、所定労働日数が週４日以下（１年間の

所定労働日数が 216 日以下）の場合は、下表②のように労働日数に応じて有給休暇を付与

する方式（比例付与方式）となります。 

 

■有給休暇の付与日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２│有給休暇・労働時間に関する事例     

①週所定労働時間３０時間以上または週所定労働日数５日以上

継続勤務期間 6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

②週所定労働時間３０時間未満かつ週所定労働日数４日以下（1年間所定労働日数216日以下）
　

週所定労働日
数（1年間の所
定労働日数

6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月以上

４日
（169～216日）

３日
（121～168日）

２日
（73～120日）

１日
（48～72日）

15日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

7日 8日 9日 10日 12日 13日

7日

3日3日

3日

1日

4日

2日 2日

4日 5日

2日

6日 6日

3日
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（２）所定労働時間外勤務の割増計算 

■相談内容 

 Ｂ社では社員に時間外勤務や休日出勤を命ずることがあります。所定労働時間外に勤

務させた場合の賃金割増は、休日、時間外、深夜などたくさんあるので、相互の関係が

十分理解できません。休日の時間外勤務などはどのようにすべきでしょうか。 

 

■具体的アドバイス 

 休日割増は、１週間１日または４週間４日の法定休日に勤務させたときに適用され、３

割５分以上の割増になります。深夜割増は、午後 10 時から翌朝５時までに勤務させたとき

に適用され、２割５分以上の割増になります。時間外割増は１日８時間または１週 40 時間

を超えて勤務させたときに適用されます。 

 法定休日を確保した上で、さらに与えている休日（法定外休日）に勤務させた場合は、

休日割増ではなく時間外割増を適用します。例えば、毎週土日が休日の職場で、土曜日に

だけ勤務させると、１週間に１日の法定休日は確保できているので、この場合は、時間外

割増で計算されます。 

 

■割増賃金の計算方法 

①時間外労働 
法定労働時間を超える時間外労働には２割５分以上の割増賃金 

時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合の割増率：５割以上の割増賃金

②休日労働 
法定休日に労働した場合には３割５分以上の割増賃金 

休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合の割増率：６割以上の割増賃金 

③深夜労働 
午後10時から午前５時までの時間帯に労働した場合には２割５分以上の

割増賃金 

 

 また、次の賃金は、割増賃金の算定において賃金から除外して構いません。ただし、家

族手当と通勤手当については、家族の人数や通勤距離に関係なく一律で支給されている場

合には、除外できません。 

 

①家族手当 

②通勤手当 

③別居手当 

④子女教育手当 

⑤臨時に支払われた賃金 

⑥１箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 

⑦住宅手当 
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『統計調査』（厚生労働省） 

『労働政策研究支援情報』（独立行政法人労働政策研究・研修機構） 

『労務管理をめぐるトラブルと実践的解決方法』（三修社） 
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