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【はじめに】

当職は、1997年に東京弁護士会に弁護士登録をし、2014年に千代田区外神田にて

｢つまこい法律事務所｣を開設いたしました。

これまで解雇、賃金、労災等をめぐる紛争の代理人となってきましたが、労働ト

ラブルにおいては初動が重要であると感じています。

とはいえ、トラブルが発生した場合、労働者としては、どのように対処したらよ

いのか困ってしまうことがあると思います。

トラブルに対処するには、ご自身の判断だけで進めるのではなく、弁護士に助言

を求める、あるいは弁護士を代理人に立てる方が、解決への近道となりますので、

お気軽にご相談ください。

、 、 、また 労働事件の弁護士費用については ①経済的利益額が高額になる場合でも

当初の着手金を減額し、事件終了時に報酬金に着手金差額を上積みする、②一括で

のお支払いが困難であれば、一時金と分割金を組み合わせるといった方法により、

受任時の費用負担を減らすことができます。詳しくは下記ホームページをご覧くだ

さい。

法律相談を希望される方は、電話またはホームページのフォームよりご予約くだ

さい。

つまこい法律事務所

弁護士 佐久間大輔

TEL:03-6806-0265 FAX:03-6806-0266

電話受付: 平日 9:00～18:30
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相談1： 交通事故と損害賠償、求償

仕事で車を使っているのですが、事故を起こしたとき、自分がケガをし

た場合の労災保険や、相手にケガをさせた場合の会社の責任はどうなるのでし

ょうか。

A

Q

営業活動など仕事をしてい

る最中の交通事故は、労働災害とし

て労災保険給付が支給されます。し

かし、交通事故の原因が労働者の故

意や重大な過失によるものだった場

合は、労災保険給付のすべて、また

。 、は一部が支給されません たとえば

飲酒運転や居眠り運転、無免許運転

をしていたり、スピードを著しく出

、 、し過ぎていたり 信号無視をしたり

踏切で左右を十分確認しなかったり

した場合は、重大な過失があったと

認められる可能性があります。

第三者にケガをさせてしまった場

合は、交通事故を起こした労働者に

損害賠償の責任があるのは当然です

が、同時に雇用している会社も、そ

の交通事故について故意や過失がな

くても、従業員の選任や事業の監督

について相当な注意をしていない限

り、使用者責任を負います。

被害者に損害賠償をした会社は、

交通事故を起こした労働者に対し、

求償することができます。どの程度

求償が認められるかはケース･バイ･

ケースですが、事業の性格･規模、施

設の状況、交通事故の状況、事故予

防や損失分散に対する会社の配慮、

従業員の業務内容、勤務態度、労働

条件などの事情を考慮して総合的に

判断されます。過去には、小型貨物

自動車の運転手に臨時に重油をほぼ

満載したタンクローリーを運転させ

た際に発生した交通事故につき、会

社が対物保険や車両保険に加入して

いなかったうえに、その運転手の勤

、務成績は普通以上であったことから

会社の運転手に対する求償額を4分の

1にとどめた裁判例があります。

会社が労災申請に協力してくれな

い、会社から損害賠償金の全額を求

償されたといった場合は、会社と交

渉したり、労働基準監督署へ労災申

請したりするのに弁護士が代理人と

なることができますので、ご相談く

ださい。
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相談2： 事故によるケガの補償

仕事中に事故でケガをしたり命を落としたりしたら、労災保険金が支給

されるのでしょうか。

Q

A
治療費や遺族への補償など

の労災保険が支給されるためには、

。労災と認定されなければなりません

その要件は、①被害に遭ったときに

仕事をしていた、②仕事をしていた

ために被害に遭ったという因果関係

がある、の2点です。

①について、たとえば、勤務時間

中でも職場を離れ、私用電話中にケ

。ガをした事故は労災にはなりません

一方、道路工事の作業員が道ばたで

昼食中に自動車が突っ込みケガをし

た事故では、交通上の危険がある場

所で休まざるを得なかった、つまり

使用者の支配下にある状況だったと

して、労災認定されました。

②については、第三者による犯罪

に巻き込まれた場合、会社の支配外

の力によるものなので、通例は労災

とは認められません。出張帰りの会

社員が新幹線の車内で覚せい剤を使

った男に刺殺された事件がありまし

たが、会社員が出張結果を検討する

ために、座席を反転させ、同僚と話

し合っていたことに男がいらつき、

事件が誘発されたとして、会社の支

。配下での労働災害と判断されました

出張については、自宅を出てから

自宅を戻るまで、移動時間や宿泊中

も含めた全行程が業務の遂行と認め

られ、①の要件が満たされます。た

だし、宿泊先のホテルで泥酔して階

段を踏み外したとか、ホテルへチェ

ックインした後に私的な飲食で外出

した際の事故でケガをした場合など

は、業務の範囲外とみなされ、②の

要件に該当しないことになります。

仕事中に事故に遭った場合は、会

社が労災申請に協力することが多い

ですが、逆に｢労災かくし｣をしよう

とすることもあります。あくまで労

災申請は被災者や遺族ができますの

で、会社が非協力であったとしても

請求はできます。会社が労災に否定

的な態度をとるといった場合は、弁

護士が代理人になって交渉すること

はできます。

労災認定された後に、会社に損害

賠償請求をするという場合も、今度

は会社を相手として、弁護士が代理

人となって交渉したり、訴訟や調停

を申し立てたりすることになります

ので、ご相談ください。
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相談3： 過労で脳出血になったら労災となるか

夫が脳出血で倒れ、幸い命はとりとめましたが、当分は働けないのに、

会社は「労働災害ではない」との対応をとっています。どうしたらいいでしょ

うか。

Q

A
労働者が業務上の過労やス

、トレスが原因で病気になったときは

労災保険から給付が受けられます。

仕事に起因することが明らかであれ

ば、脳や心臓の疾患だけでなく、う

つ病などの精神障害も対象になりま

す。

労災認定が出れば、労災保険指定

病院などで費用負担なく治療が受け

られます。健康保険の傷病手当金は1

年6か月で支給が終わりますが、労災

だと治癒か症状固定するまで休業補

償給付が受けられます。休業補償給

付が支給されて療養している間は、

。会社はその労働者を解雇できません

、仕事が原因とする基準については

①脳･心臓疾患を発症した当日直前か

ら前日までの間に、仕事上の事故･事

件などの異常な出来事に遭遇した、

②発症前の1週間に特に過重な業務を

していた、③発症前の6か月間、著し

い疲労の蓄積をもたらす特に過重な

業務をしていた、のいずれかの要件

を満たすという基準を厚生労働省が

立てています。

過重な業務に当たるかどうかは、

労働時間や不規則勤務、拘束時間の

、 、 、長さ 出張の頻度 交替制･深夜勤務

騒音･温度･時差といった作業環境、

仕事による精神的緊張という要因か

ら判断します。

労働時間は特に重要な要因となり

ます。発症前1か月間におおむね100

、時間を超える時間外労働があるとき

あるいは発症前2～6か月間に月80時

間を超える残業があるときは、仕事

との関連性が高いとしています。

残業で深夜の帰宅は日常的で、出

張も頻繁にあり、休日にもよく呼び

出されて出勤していたのであれば、

労災認定される可能性が高いです。

労災を認定するのは労働基準監督署

長です。会社が請求手続きを代行す

ることもありますが、本来の請求権

者は本人ですので、過労が原因だと

いうことであれば、労災請求をして

ください。

会社が｢仕事量が多かったわけでは

ないから労災ではない｣と取り合って

くれず、請求書に会社の証明印が押

してくれないという場合でも、その

。旨の上申書をつければ請求できます

出勤簿、タイムカードなどの資料

を会社から取り寄せた方がよいです

が、一人で不安でしたら、弁護士に

相談してください。
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相談4： 精神障害・自殺のストレス評価

自動車メーカーの設計係長が、設計の遅れなどからうつ病を発病し、自

殺したケースで、裁判所が労災認定したストレスの内容とは何ですか。

Q

A
長時間労働を続けるなどし

てうつ病などの精神障害を発病し、

場合によっては自殺に至る(過労自

、 、殺)ことが 仕事と関連があるとして

。労災を認める裁判が相次いでいます

厚生労働省の労災認定基準によれ

ば、労災認定には、発病の原因とな

ったとみられる個々の出来事のスト

レス強度を、36項目の評価表を基に3

段階で測ります。たとえば｢勤務形態

に変化があった｣は強度Ⅰ、｢ノルマ

が達成できなかった｣は強度Ⅱ、｢退

職を強要された｣は強度Ⅲとなりま

す。さらに、その出来事の程度や労

働時間･社内の支援体制など出来事に

伴う変化などの事情を加味して、ス

トレス度を総合評価します。

しかし、労災認定基準はさまざま

なストレスや要因を総合判断すると

しながら、本人の置かれた立場や状

況が必ずしも適切に反映されるとは

いえません。

一方、裁判では、行政の認定基準

に縛られず、より柔軟な判断をされ

るので、労働基準監督署長が労災を

認めなくても、それを覆す判決が増

えています。

大手自動車メーカーで設計担当だ

った係長が、設計の遅れなどからう

、 、つ病を発病し 自殺したケースでは

極度の長時間労働や行政の認定基準

でストレス度が｢強｣と評価される決

定的な出来事はなく、労働基準監督

署長は、裁判の場でも、労災認定基

準に基づき労災にはあたらないと主

。 、 、張しました これに対し 裁判所は

労災認定基準では重視しない発病後

の事情も含め、当人の置かれた状況

や立場からストレスを測りました。

中間管理職として係長の業務はスト

レスが強く、会社の残業規制で過密

労働であった上に、複数の車の設計

が重なる、出図の期限が遅れる、労

働組合の職場委員長就任も決まるな

ど、複数の出来事が重なり、強いス

トレスを受けてうつ病を発病し、そ

の後も、開発プロジェクトの作業日

程調整にあたり、海外出張命令も受

けるなどして、うつ病が悪化し、過

労自殺に至ったとして、労働基準監

督署長の判断を違法としました。

精神障害･自殺事案においては、長

時間労働や業務内容に関する証拠を

確保することが重要です。証拠の保

全や労働基準監督署への労災申請に

は、初期の段階から弁護士が代理人

になったほうがいいです。そして、

証拠の分析をした上で労働時間数を

算定するなどして労働基準監督署に

請求をしたほうがいいので、お早め

にご相談ください。



- 5 -

相談5： 病気で残業禁止なのに残業したら？

。 、病気で主治医から残業禁止と言われています 会社にも伝えていますが

仕事の量が多いため実際は毎日残業です。会社には残業をさせない義務はない

のですか。

Q

A
肝臓の病気で主治医から残

業禁止と診断され、会社に伝えては

いるけれど、担当する仕事の量が多

いため、実際は毎日残業していると

いう場合、上司が見て見ぬふりをし

ているとしたら、会社の責任を問え

るでしょうか。

業務量が多いため残業せざるをえ

ない場合、上司の明確な残業指示が

なくても、業務量は上司も知ってい

るわけですから、黙示の残業命令が

あったとして、残業代の支払いを命

じた裁判例があります。

また、会社には、労働者が生命や

身体の安全を確保しながら働けるよ

う、必要な配慮をしなければならな

いという安全配慮義務(労働契約法5

条)があります。

この安全配慮義務の具体的な内容

については、病気や身体障害などの

事情を会社側が知っていて就労させ

たのであれば、その事情に応じた義

務が課されます。

たとえば心臓の機能障害をもつ労

働者が、仕事の心理的な負荷が重か

ったために精神障害になった事案で

は、会社は心臓の機能障害を知って

雇用しているので、混雑する時間帯

の長時間通勤や長時間の立ち仕事、

残業をできる限り避けるなどの安全

配慮義務を負うとした裁判例があり

ます。

この場合も、会社側は病気を知っ

ていますから、残業をさせないとい

。う安全配慮義務を負っているのです

、 、上司は 会社の代理監督者として

この義務を果たすべき立場にありま

すが、部署全体の仕事量がとても多

いため、病気の部下の残業を黙認さ

せざるをえなかったということであ

れば、そもそも適切な人員配置を欠

いた会社の労務管理の責任が重いと

いえます。

残業により病気が悪化したという

ことであれば、仕事や残業に関する

資料をお持ちになり、ご相談くださ

い。病気や仕事の状況を見極めなけ

ればなりませんが、弁護士が代理人

となって、労働審判や訴訟を提起す

るなどし、残業代や損害賠償を請求

することができます。
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相談6： 病気を隠して仕事したら悪化した

会社には病気を隠して仕事をしてきましたが、あるとき仕事が増え、長

時間労働をして、休みがとれず、病気が悪化してしまいました。会社に損害賠

償を請求できますか。

Q

A
新規事業のプロジェクトチ

ームに参加を命じられ、仕事が一気

に増え、休みがとれず、会社に申告

していなかった腎臓の病気が入院す

るほど悪化したという場合、会社の

責任を問えるのでしょうか。

会社には、労働者が生命や身体の

安全を確保しながら働けるよう、必

要な配慮をしなければならないとい

う安全配慮義務(労働契約法5条)があ

ります。これは健康な労働者が病気

になるのを防ぐということだけでな

く、病気の労働者がさらに悪化する

のを防ぐという意味もあります。

新規プロジェクトに参加して、精

神的なストレスが大きく、長時間労

働が続いて疲労や心理的負担が過度

に積み重なったことにより、腎臓の

病気が入院するほど悪化したのであ

れば、会社は安全配慮義務に違反し

たといえます。

会社の損害賠償責任が認められる

ためには、会社側に過失があること

が必要です。前提として、健康を損

ないうるという｢予見可能性｣がなけ

ればなりません。予見可能性の対象

については、特定の病気の発症が予

想されることまでは必要なく、過重

労働をすれば健康が悪化するおそれ

があるという抽象的な危惧があれば

。認められるという裁判例があります

脳に疾患のある労働者が小脳出血

を発症した事案では｢心身の健康を損

なうほど過重な業務であると十分認

識できたはずだから、業務を軽減す

べきだった｣として、会社側が事前に

疾患について知らなくても責任を認

めた裁判例があります。

会社側が腎臓の病気を知らなかっ

たとしても、労働者の健康が悪化す

るおそれのある長時間労働をさせて

、いたという認識ができたのであれば

その病気の悪化について予見可能性

があるということになり、損害賠償

責任が生じるといえます。

長時間労働などにより健康を害し

た、または病気が悪化したというこ

とであれば、仕事や残業に関する資

、 。料をお持ちになり ご相談ください

病気や仕事の状況を見極めなければ

なりませんが、弁護士が代理人とな

って、労働審判や訴訟を提起するな

どし、損害賠償請求をすることがで

きます。
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相談7： テクハラで損害賠償請求ができるか

仕事に必要なパソコン作業が増える中で、それに対応できず、｢テクハ

ラ｣を受けています。どうしたらいいでしょうか。

Q

A
テクハラとは、テクノロジ

ーハラスメントまたはテクニカルハ

ラスメントの略で、ITが苦手な人へ

の嫌がらせをいいます。

職場のパワーハラスメントには、

上司から部下へのいじめ･嫌がらせだ

けでなく、先輩･後輩間や同僚間、さ

らには部下から上司に対して行われ

るものも含まれます。例えば、パソ

コンが苦手な上司を部下がいじめる

、というのもパワハラとなりますので

テクハラも一種のパワハラです。

裁判例は、他人に心理的負荷を過

度に蓄積させるような行為を違法と

判断しています。テクハラも過度の

ストレスを与えるのであれば、違法

となる場合があります。

テクハラにより心身の健康を損な

った、または人格権を侵害されたと

いう場合は、損害賠償請求をするこ

とができます。相手方は、テクハラ

をした人だけでなく、使用者として

会社も含まれます。

また、会社には、労働契約上、｢職

場環境配慮義務｣があり、テクハラに

、より職場環境を悪化させた場合には

会社が独自に損害賠償責任を負いま

す。つまり、会社が職場環境を改善

せず、必要な教育訓練もしないで、I

Tの苦手な社員に責任転嫁するような

テクハラを行うことは違法というこ

とになります。

損害賠償とは別に労災認定がされ

ることもあります。労災認定される

例としては、｢部下に対する上司の言

動が、業務指導の範囲を逸脱してお

り、その中に人格や人間性を否定す

るような言動が含まれ、かつ、これ

が執拗に行われた｣場合、｢同僚等に

よる多人数が結託しての人格や人間

性を否定するような言動が執拗に行

われた｣場合です。

テクハラが違法で労災認定もされ

るといったケースであれば、社員か

ら会社に対して職場環境配慮義務を

尽くすよう求めることができます。

ただ、習得機会があるのに、本人が

習得を怠ったという場合には、査定

等に響くことがありますので、注意

が必要です。

労災や損害賠償の請求をする際に

は、いじめやパワーハラスメントを

裏付ける証拠が重要となります。日

ごろからメモをとったり、できれば

録音したりするなどし、これらの証

拠をお持ちになって弁護士にご相談

ください。
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相談8： 休職や復職の際の対応

メンタルヘルスの問題で休職や職場復帰をする際、どのように対応すれ

ばいいのでしょうか。

Q

A
使用者が、労働者を療養さ

せる必要があると判断すれば、休職

を検討することになります。休職に

は法規制がありません。このため、

労働協約や就業規則に合理的な規定

があれば、休職命令を出すことがで

きます。規定がなければ原則として

休職命令を出せませんが、労働者本

人との合意がある、休職の必要性が

高いという場合であれば可能です。

休職する労働者は、賃金不払いや

休職期間を勤続年数に算入しないな

ど、不利益な取り扱いを受ける可能

性があります。休職の必要性や要件

について、使用者は慎重に判断しな

ければなりません。労働者は休職中

の賃金を請求する権利はありません

が、就業規則などに規定があれば、

それに基づいて支払われます。

復職の判断でも慎重さが求められ

ます。治癒したかどうかの判断は、

メンタルヘルス不全では特に難しい

からです。上司や同僚のほか、主治

医や家族らも交えながら、本人の意

向を確認しましょう。再発防止のた

めにも労使でつくる衛生委員会で職

場復帰支援プログラムを策定するな

どして、プライバシーに配慮しなが

ら取り組むことが重要です。

以前と同様に仕事ができるほど回

復していない場合、本人が別の職場

。での復帰を望むことが考えられます

復職は元の職場が原則ですが、他の

軽易な仕事ならでき、そこへの配置

転換が可能だったり、しばらく軽い

仕事をしていれば元に戻れそうだっ

たりするなら復職を認めるべきだと

判断した裁判例があります。

また、｢出勤だけでいい｣という状

況から、徐々に労働時間を増やすと

。いった段階的な措置も必要でしょう

復職にあたって重要なのは職場の

理解や協力です。これが欠如してい

て病気が再発するケースも少なくあ

りません。不調であれば勤務軽減を

したり、休暇を取得させたりしまし

。 、 、ょう 不調が続き 病気が重いなら

再度の休職も検討するべきです。病

気の回復の可能性があるなら、使用

者も一度の失敗で安易に解雇を考え

るべきではありません。

会社が理解せずに解雇をしてきた

場合は、訴訟や労働審判の申し立て

をしますので、弁護士にご相談くだ

さい。
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相談9： 病気を理由に退職勧奨を受けたら

病気になったものの、働けると思っていたのに、会社から退職を求めら

れたのですが、どうしたらいいでしょうか。

Q

A
まず、退職勧奨なのか解雇

通告なのかを見極めることが重要で

す。使用者が労働者に労働契約の解

、除の合意を申し入れるのが退職勧奨

一方的に契約を解除するのが解雇通

告です。日本では労働も契約だとい

う意識が弱く、あいまいな言い方が

されることが多いため、労働者が退

職勧奨を解雇通告と混同することが

少なくありません。

そのうえで、退職勧奨についてで

、 、すが 賃金収入の道が絶たれるのに

理由もなく合意する義務はありませ

ん。納得できなければ退職を断るべ

きです。短期間に多数回、長時間、

何度も行われた退職勧奨が不法行為

とされ、使用者に損害賠償責任を負

わせた最高裁判例があります。

次に解雇通告についてですが、タ

イミングとしては3つが考えられま

す。①休職などの措置をせずに、い

きなり、②休職期間満了時に、復職

、 、できないと判断された ③復職後に

能力欠如や健康不良と判断された、

です。

労働契約法は、客観的に合理的な

理由がなく、社会通念上相当でない

解雇を制限しています。裁判例を見

ると、｢会社がなすべきことをしてい

ない｣場合は合理的な理由がない、相

当でないとされ、労働者は解雇権の

。濫用として解雇無効を主張できます

病気が治る可能性があるのに休職を

。させないで解雇する場合がそうです

配置転換や勤務軽減の検討も必要

でしょう。復職の可否を判断する時

、 、に 以前の仕事への復帰が無理でも

会社は他にできる仕事がないかを検

討すべきだとした最高裁判例が出て

います。復職後は、使用者は産業医

と連携して労働能力の評価や病気の

治療状況を確認すべきです。一定期

間の労働時間の短縮措置なども必要

です。

会社が退職勧奨を拒否したことを

理由に解雇した場合、訴訟や労働審

判の申し立てをしますので、弁護士

にご相談ください。
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相談10： 労災で休んでいても解雇される？

労災で休職中、治して仕事を続けたいと思っていたのに、解雇を通告

されました。会社は｢打切補償｣を支払うと言っていますが、解雇は認められる

のですか。

Q

A
労働災害は、企業の活動に

よって生じるものですから、安易に

解雇することは許されません。労働

基準法は、労働者が業務上のケガや

病気で休んでいる期間と、その後30

日間は解雇できない、と規定してい

ます。

解雇の際に｢打切補償｣を支払うと

いうのは、療養開始から3年経っても

治らない場合、使用者は平均賃金の1

200日分を支払って、労働基準法上の

災害補償を打ち切ることができると

いうものです。同時に解雇も可能と

なります。

ただし、打切補償は、労働基準法

上、使用者が療養補償(医療費負担)

をしている場合に限られており、労

災保険給付が支給されている場合は

除かれると考えられます。どちらも

労働者が補償を受けているという点

は同じですが、打切補償は企業側の

補償の長期化による負担軽減が目的

でもあり、労災保険給付が支給され

ているのであれば、その保険料の負

担しかない以上、打切補償による解

雇は認められないのです。

実際、都内の私立大学が、頸肩腕

症候群にかかり、労災保険の療養補

償を受けていた職員に打切補償を支

払って行った解雇が無効とされた裁

判例があります。この裁判例からす

ると、医療費は、労災保険から支給

されるケースが多いので、使用者が

医療費を負担していない限り、打切

補償を使った解雇はできないと思い

ます。

また、労災保険では、休職中の賃

金に代わって、休業補償が受けられ

ます。傷病の程度が重篤で、1年6か

月が経過しても、それ以上の回復が

見込めない場合、傷病補償年金に切

り替わります。この場合、休み始め

てから3年が経ち、その時点で傷病補

償年金を受給している、または3年を

経過した以降に年金を受けることに

なったとき、打切補償が支払われた

とみなされ、解雇制限は解除されま

す。労働不能の状態が継続している

として、復職の見込みがないと判断

されるからです。

労働者が長期間休職していると、

企業は解雇しようとするかもしれま

せん。しかし、労災での療養中は復

職の可能性があるのですから、解雇

できません。解雇された場合には訴

、訟や労働審判の申立てをしますので

弁護士にご相談ください。
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相談11： 不況による解雇

会社が業績不振に陥り、社長から｢君には退職してもらう｣と言われたの

ですが、従わないといけないのでしょうか。

Q

A
事業は継続するものの一部

を閉鎖したり、事業を縮小したりす

る場合に行われるのが｢整理解雇｣で

す。そのような場合でも労働契約法

が適用され、整理解雇するには合理

的な理由が必要です。会社側の都合

だけで一方的に社員を整理解雇する

ことは制限されています。

整理解雇をするなら、①人員削減

の必要性、②解雇回避努力、③解雇

対象者の合理的な人選基準、④事前

の説明･協議の4つの要件をクリアし

なければなりません。これらが満た

されていなければ、一般的にその整

理解雇は無効になると考えられてい

ます。

、不況を理由に整理解雇をする場合

、その効力は厳しく判断されますので

個別の事情から要件を満たすかどう

かを慎重に検討しなければなりませ

ん。会社が整理解雇をしてきた場合

は、争う手段として労働審判が考え

られます。ただし、人数が多い、財

務分析などが複雑である、職場復帰

をしたいという場合は、訴訟が適し

ていることがあります。事案に適し

。た対処方針を検討していきましょう

資料をお持ちになって弁護士にご相

談ください。
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相談12： 不況による異動

会社が業績不振に陥り、職場の上司から｢他の県の違う部署に異動して

くれないか｣と言われました。異動命令に応じなければなりませんか。

Q

A
異動命令を受けたものの、

自分の全く経験したことのない職種

で、家庭環境から転勤も難しく、意

に沿わない異動だという場合、まず

自分と会社の労働契約を見直してく

ださい。他の仕事はしない専門職と

して入社したのか、転勤を前提とし

、 。ていない現地採用なのか などです

そもそも会社は、契約と違うことは

命令できません。

会社には、勤務地を限定するとい

う労働者との合意がなく、就業規則

等で配置転換を定めていれば、転勤

を命じる権限があります。労働契約

では異動があり得るとしても、①業

務上の必要性がない、②嫌がらせな

ど不当な動機や目的がある、③著し

い不利益を労働者に与える、のいず

れかに該当する場合は、権利の濫用

、 。として 転勤命令は無効となります

内示を受けた段階で、会社側に異

動の理由、業務上の必要性(①)、な

ぜ自分が選ばれたのかを問いただし

ましょう。

どんな異動であっても、職場環境

や人間関係が変わるのですから、労

働者にとってストレスの要因になる

ことは間違いありません。会社の説

明で納得がいかないのなら、異動に

よる不利益が生じる(③)と、多くの

人が納得できる客観的な材料をそろ

えて言ってみることです。労働契約

法は仕事と生活との調和を配慮する

ように会社に求めています。特に介

護や子育てについては育児･介護休業

法が、転勤を命じる際には、社員の

意向を斟酌するなどの配慮をするよ

う求めているので、自分の健康や家

族の問題点を言い、他の人に代わっ

てもらうか、会社に転勤した際の必

要な配慮を求めることが考えられま

す。

退職へ追い込んでいこうという｢い

じめ｣的な異動もあり(②)、裁判所が

。権利濫用と認めるケースがあります

、正式な異動辞令は業務命令なので

従わないと会社側から懲戒解雇され

ることもあります。いったん従った

上で、納得できないと法的に訴える

のも一つの手です。

労働者に不利益があるかどうかの

判断はケース･バイ･ケースなので、

家族的な責任を抱えているのに転勤

を命じられたという場合は、ご相談

ください。転勤命令を拒否するか、

それとも転勤した上で命令の効力を

争うのかを判断します。転勤の効力

を争う場合は、ケースごとに訴訟が

よいか、それとも労働審判がよいの

かを検討していきましょう。
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相談13： 仕事でスマホを利用して秘密を漏らしたら

、 、私物のスマホを仕事に使って企業秘密が漏れてしまうと 懲戒されたり

損害賠償を請求されたりするのでしょうか。

Q

A
スマートフォン(スマホ)の

普及が進んでおり、外出先でも手軽

にインターネットに接続でき、資料

保存などにも使える利点から、私物

のスマホを仕事に使う人が増えてい

るようです。ただし、使い方には注

意が必要です。

労働者は、会社に対し、労働契約

に基づき、正当な理由なく、業務上

知り得た秘密を漏らしてはならない

義務を負います。これを守秘義務と

いいますが、たとえ誓約書を書いて

いなくても、秘密を漏らして会社に

損害を与えたら損害賠償責任を負い

ます。

このことはスマホでも同じです。

私物のスマホと会社のネットワーク

を無断で接続し、使用中に紛失した

り、ウイルス感染したりして、会社

の機密情報を外部に漏らすことにな

れば、たとえ故意はなくても、過失

があれば損害賠償責任を負う場合も

あります。

まずは、社外へのデータの持ち出

しについて、どのような取り決めが

あるのか、就業規則などで確認すべ

きです。明確に禁止されているデー

タを持ち出せば、現実に損害が発生

していなくても懲戒処分の対象とな

りかねません。

禁止規定がない場合でも、私用と

、業務用のデータの保存場所を分ける

利用しなくなった業務データをすぐ

に消去する、ウイルス対策ソフトの

更新を怠らない、などの注意をすべ

きでしょう。

、漏洩事故をめぐる裁判例を見ると

故意やよほどの不注意によるもので

ない限り、第三者への開示が目的で

はなく、開示が合理的な範囲にとど

まっていれば、懲戒を否定する判断

が示されています。

とはいえ、会社が守秘義務に違反

したとして懲戒や損害賠償請求をし

、 、てくることがあり そういった場合

、弁護士が代理人となって交渉したり

法的手続きをとったりすることがで

きますので、ご相談ください。
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相談14： 私用メールをすると懲戒される？

会社がパソコンの不正使用を防止するためにメール監視をしていたところ、

就業時間中に私用メールのやり取りを行っていたことが判明した場合、会社は懲戒処

分をすることはできるのでしょうか。

Q

A
ある社員が就業時間中に知人

と頻繁にやり取りをしていたメールを、

会社が当該社員の承諾を得ることなく

閲読したのであれば、プライバシー権

を侵害していることになります。社員

の私生活にわたることは、会社が調査

することはできません。

だからといって会社が当該社員を懲

戒処分できないというわけではなく、

就業時間中に頻繁に私用メールを送信

していたというのですから、職務専念

義務違反が問題となります。労働者は

信義に従い誠実に労務提供義務を履行

しなければならず、就業時間内に原則

として私用を行ってはならない義務を

負っています(労働契約法3条4項)。

また、会社貸与のパソコンには会社

の施設管理権が及ぶので、たとえ就業

時間外であっても、労働者は当然にパ

ソコンを私的利用できないのであり、

この点も問題となります。

会社がパソコンの不正使用を禁止す

る規定が定めていないのであれば、用

件のみや短文で終わるメールを作成、

送信したとしても、私用メールが直ち

に懲戒の対象になるとはいえません。

しかし、パソコンの不正使用が許容さ

れるのは、短時間で業務に支障がない

限度であり、就業時間内に長時間にわ

たって利用している場合は、パソコン

の不正使用の禁止規定がなく、その禁

止規定に違反することが懲戒事由とさ

れていなくても、職務懈怠の懲戒条項

に基づき懲戒されることになります。

ところで、パソコンの不正使用を禁

止する規定がなく、その禁止に違反す

ると懲戒する旨の規定もなく、これま

でパソコンの不正使用に対して注意や

警告がなされなかったのに、事前の通

知もなく、社員に内緒でメールの監視

をしたという場合は、調査方法に公正

を欠きます。

また、就業時間中の私用電話が許容

されていたとしたら、就業時間内であ

っても私用メールが黙認されていたと

社員が認識していても不自然ではあり

ません。

このような状況で、当該社員が知人

とメールのやりとりをしたとしても、

それが1日に2通程度であれば社会通念

上許容される範囲であり、業務に具体

的な支障を生じさせるものではないの

であれば、当該社員に懲戒処分を課す

ことはできません。

それにもかかわらず、会社が社員の

言い分も聴かずに懲戒をしたのであれ

ば、訴訟や労働審判の申立てをするこ

とができますので、弁護士にご相談く

ださい。
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相談15： 正社員でも副業（兼業）できる？

正社員が会社に無断でアルバイトの副業をすると、懲戒されるのでしょ

うか。

Q

A
景気の低迷を受けて賃金の

低下が続いており、正社員として働

、 、いていても 生活を維持するために

副業(兼業)やアルバイトを始める人

が出てきています。正社員が会社に

無断でアルバイトをすることは、可

能でしょうか。

労働者は、会社との労働契約によ

り、決められた労働時間内に仕事を

する義務を負います。一方で、所定

労働時間外の私生活をどのように過

ごすのかは、労働者の自由です。で

すから、会社は、労働者が仕事が終

わった後や休日にアルバイトをする

ことを一律に禁止することはできな

いのが、原則です。

それでは、会社の就業規則で、副

業(兼業)の禁止が定められている場

合、この規定に違反したら、懲戒処

分の対象となるのでしょうか。

裁判例では 就業規則で副業(兼業)、

が禁止されていても、他の仕事を兼

ねることで、本来の仕事がおろそか

になったり、同僚の仕事に大きな影

響を与えたりしなければ、懲戒処分

の対象にはならないとの判断が出て

います。

つまり、アルバイトをしただけで

、は懲戒処分の対象にはなりませんが

その結果、疲れがたまり、本業の仕

事中に居眠りをすることが多くなっ

たような場合には、仕事ぶりが不完

全だとして懲戒処分される可能性が

出てきます。

また、本業と同じ業界でアルバイ

トをする場合には、会社との信頼関

係に基づく競業禁止義務の違反を問

われる可能性があります。アルバイ

ト先において、本業で得た情報を漏

らしたり、顧客を勧誘したりするな

どの悪質な行為をした場合には、懲

戒処分だけでなく、損害賠償請求の

対象にもなります。

アルバイトをしただけで懲戒され

た、解雇されたという場合は、訴訟

や労働審判の申立てをしますので、

まず弁護士にご相談ください。
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相談16： 出張時の労働時間と残業代

早朝に自宅を出て飛行機に乗り、現地の営業所で会議に出席し、得意先

も回って、最終便で深夜に帰宅しています。出張手当は出ますが、残業代の請

。求はできますか

Q

出張先との往復にかかった

時間も労働時間に含めるべきではな

いかということが問題になります。

自宅と出先との間を直接往復する｢直

行直帰｣の出張は、その移動時間が労

働時間ではないと扱われるのが一般

的です。出張の移動中は使用者の指

揮命令下にないことが理由です。

荷物の運搬などで移動そのものが

業務である場合や、移動中に書類を

、作成するよう命じられた場合などは

出張の移動が労働時間と認められる

ことがあります。

出張先での勤務について、労働時

間を算定できる場合なら、実労働時

間で計算します。ただし、外回りな

どで労働時間の把握が難しい場合も

あるので、一定の時間働いたとみな

す｢事業場外労働のみなし労働時間

制｣という例外がもうけられていま

す。みなし時間制を採用すると、実

、際に働いた時間の長短にかかわらず

所定労働時間働いたとみなします。

出張であっても、携帯電話で上司

の指示を逐一受けながら動いている

場合など、労働時間を算定できる場

合には、｢みなし時間制｣は採用でき

ません。

出張先での業務が、所定労働時間

A
内では終わらないことが明らかであ

る場合は、所定労働時間ではなく、

通常必要とされる時間働いたとみな

します。たとえば、所定労働時間が8

時間の会社において、ある出張先で

の業務は｢10時間をみなし時間とす

る｣と会社が決めるか、または労使協

定を結べば、10時間働いたとみなさ

れ、8時間を超える分については残業

代が支払われます。

出張先での会議や取引先回りだけ

で、所定労働時間を超えるというの

であれば、わずかな出張手当に甘ん

じることなく、通常必要とされる労

働時間を特定し、会社に残業代を請

求しましょう。
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○銀座線「末広町駅」下車、出口4を出て、上野方向に進み、錬成通りを横断して左4軒目。徒歩2分。

○千代田線「湯島駅」下車、出口6を出て、御茶ノ水方向に進み、2つ目の路地を左に曲がり、中央通りに出た

ら右に曲がってすぐ。徒歩3分。

○JR山手線「御徒町駅」下車、南口1を出て中央通りを渡り、中央通り沿いを秋葉原方向に直進。徒歩6分。

○日比谷線「仲御徒町駅」下車、出口2を出て、昭和通りを秋葉原方向に進み、1つ目の路地を右に曲がり、

中央通りを渡ったら左に曲がってすぐ。徒歩6分。

○大江戸線「上野徒町駅」下車、出口A4を出て中央通り沿いを秋葉原方向に直進。徒歩4分。
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