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令和 2 年 4 月 7 日、安倍晋三政府対策本部長（内
閣総理大臣）は、新型インフルエンザ等対策特別措

置法（特措法）32 条 1 項に基づき、緊急事態措置
（同法 2 条 3 号）の実施期間を同日から 5 月 6 日まで、

実施区域を東京都、大阪府等の 7 都府県とする緊急
事態宣言を発出した。
これを受けて、4 月 10 日、小池百合子東京都知
事は、①都民に向けては、特措法 45 条 1 項に基づ
き、緊急事態措置として実施期間中の徹底した外出
自粛の要請を行うとともに、②事業者に向けては、

1 在宅勤務に伴う問題

［Q1-1］ 緊急事態宣言の趣旨をふまえて、原則と
して全社員を急遽在宅でのテレワークに切り替え

た。ただ、労働時間管理が難しいため、全従業員
を一律に所定労働時間分を働いているものとし、
残業していないものとみなすことにした。問題は
（裁量労働制など、みなし労働時間制となる
ないか。
仕組みを導入していなかったものとする）

遊興施設等の施設管理者もしくはイベント主催者に

使用者は、労働者の労働時間を把握し、管理する

対し、特措法 24 条 9 項に基づき、施設の使用停止

法的義務を負うのが原則であり、みなし労働時間

もしくは催物の停止を要請し、その他一定の施設に

制、すなわち実際の労働時間にかかわらず一定の時

ついても、特措法によらない施設の使用停止の協力

間労働したものとして扱うことが許容されるのは、

を依頼すると発表した。そして、それに引き続き、

事業場外労働と裁量労働制に該当する場合のみであ

実施区域とされた他府県からも、東京都と概ね歩調

る。

を合わせた緊急事態措置等の内容が発表された。

在宅でのテレワークであっても、上長が、メール

さらに、4 月 16 日、安倍政府対策本部長は、新

や電話等を利用することにより、始終業時刻や休憩

型コロナウイルス感染が全国に広がっている状況を

時間を把握でき、業務の具体的な指示を行うことが

踏まえ、緊急事態措置の実施区域を全都道府県に広

可能であれば、事業場外労働の要件である「労働時

げるとともに、基本的対処方針（同法 18 条）を改訂

間を算定し難いとき」（労基法 38 条の 2 第 1 項）に

して、当初の上記 7 都府県に北海道、愛知県、京都

該当しない。また、裁量労働制については、専門業

府等を加えた合計 13 都道府県を「特定警戒都道府

務型（同法 38 条の 3）、企画業務型（同法 38 条の 4）

県」と指定し、より強い要請が必要である旨を強調

ともに厳格な要件が法定されている。

するに至っている。
筆者は、本誌 3 月 15 日号において「従業員の労

したがって、テレワークにおいても、
「労働時間
の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

務管理等Q&A」を寄稿したが、本稿は、この度の

（平成 29・1・20 厚生労働省策定）
るガイドライン」

特措法に基づく緊急事態宣言の発出を受けて再度、

に基づいて社員の労働時間を適正に把握・管理しな

企業の労働法務を取り扱う弁護士の立場から労務管

ければならないのが原則であり、残業が発生した場

理等に関する個人的試論を述べるものである。本稿

合には割増賃金の支給等適切な対応が必要である。

についても、多方面からのご意見、ご示唆をいただ
ければ幸いである。

［Q1-2］ 原則として全社員を急遽在宅でのテレ

ワークに切り替えるに伴って、在宅勤務にかかる
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諸経費（プリンターのインクや用紙代、オンライン

在宅勤務中の従業員のストレス管理についてアド

会議に伴う通信代など）を個々に精算することは現

バイスください。

実的ではないので従業員一律に一定額のテレワー
ク手当を支給したい。その導入や制度設計にあた
り留意すべき点は何か。

在宅勤務には外出、特に混雑した通勤時間帯の交
通機関利用を避けられる等の利点が認められる反
面、長期間に及ぶ不慣れな在宅勤務により、心身の

賃金の決定、計算及び支払の方法については、就

企業は、社員に対し、定期的な健康診断を実施す

基法 89 条 2 号）
。しかし、労基法上、賃金とは「労

るとともに（労安衛法 66 条 1 項）、ストレスチェッ

働の対償」を指すので（同法 11 条）、企業が社員の

クを実施しなければならない（同法 66 条の 10 第 1 項。

業務遂行のために負担する費用は、本来労基法上の

ただし、常時使用する労働者が 50 人未満の小規模事業

賃金には該当しない。したがって、全社員に急遽テ

場は、当分の間ストレスチェックの実施は努力義務であ

レワークを実施させるのに伴い、全員一律に一定額

る。同法附則 4 条）
。この在宅勤務期間中に事業場単

のテレワーク手当を支払うという場合には、特にこ

位で行うストレスチェック等の実施を調整するのが

れを就業規則に定める必要はない。

困難であるならば、産業医に相談し、その協力を得

もっとも、この一定額のテレワーク手当が、実際

て、ストレス反応を見せている従業員に対し、本人

に在宅勤務に要する諸経費の額に満たないことがあ

の同意のもとに、ストレスチェック時の調査票を用

り、かつ、その場合の不足額の追加支給を認めない

いた任意のチェックを実施し、産業医の面接指導を

とすると、勤務に要する費用の一部（不足額）を社

受ける機会を提供することも考えられるだろう。

員に負担させることになるので、その場合にはその

なお、
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の

旨を就業規則に規定しておく必要があるだろう（同

（平成
適切な導入及び実施のためのガイドライン」

法 89 条 5 号）
。

30・2・22 厚生労働省策定）は、事業場のメンタルヘ

［Q1-3］ 1 か月以上の在宅勤務化（出社禁止）に

伴い、通勤が不要になるため通勤手当を支給しな
いことに問題はないか。

通勤手当については、就業規則（賃金規程）にそ
の計算方法や支給基準が定められているのが通常で
あり、そうであれば、使用者は、就業規則に従い通
勤手当の支払義務を負う。そのため、在宅勤務時の
通勤手当の取扱いについて、就業規則にどのような
定めがあるのかを確認する必要がある。
在宅勤務時の通勤手当の取扱いについて就業規則
に具体的な定めがなくても、通勤手当が出勤日数に
応じた実費支給とされているのであれば、在宅勤務

ルス対策に関する計画において、テレワークを行う
労働者に対するメンタルヘルス対策についても衛生
委員会等で調査審議のうえ記載し、これに基づき対
策に取り組むことが望ましいとしている。
［Q1-5］ オンラインや電話越しの業務指示や報告

等に慣れないため、在宅勤務中の一般従業員に対
して、言葉や口調が意図せず強い印象を与えてい
るのではないか、誤解されているのではないかと
の心配の声が管理職から上がっている。テレワー
クにおけるハラスメント防止についてアドバイス
ください。

令和 2 年 6 月 1 日施行の労働施策総合推進法では、

によって出勤しなかった日についての通勤手当は不

パワーハラスメントについて、①職場において行わ

支給として問題ない。

れる優越的な関係を背景とした言動であって、②業

他方で、通勤手当に関して、3 か月に 1 回、3 か

務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③労

月分の定期代を実額支給する旨の規定のみが存在す

働者の就業環境を害することと定義しており（同法

るような場合には、在宅勤務期間部分を不支給にし

30 条の 2 第 1 項参照）
、客観的にみて、業務上必要

たり、その部分の返還を求めたりするのは、規定の

かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導に

解釈上困難だといわざるを得ない。

ついては、パワーハラスメントには該当しない。こ

［Q1-4］ 慣れない在宅勤務が 1 か月続き、各部門

長から在宅中の従業員のストレスをオンライン越
しに感じるようになったとの声が上がっている。
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ストレス反応を見せる者もいると聞く。

業規則（賃金規程）に規定しなければならない（労

NBL No.1169（2020.5.1）

のことが、在宅勤務の場面において変わるものでは
ない。
もっとも、事業場で部下と対面で接している場合
であれば、業務指示において多少口調が強かったと

特集
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しても、事後のフォロー等によって軋轢も生じにく

けが難しいといった課題も指摘されているところで

いところがあるのに対し、在宅勤務においては、業

ある。会社は、通常の出勤時以上に、各従業員の自

務指示の意図が伝わりにくく、また、電話越しでの

律を基調とした業務上のマネジメントや労務管理を

口調によって誤解が生じやすい面もあるだろう。

行わざるを得ないところであり、これを円滑に進め

これを踏まえて、上長（管理職）の立場にある者

るためには、社内において、在宅勤務の趣旨・目的

は、在宅勤務時の部下に対する業務指示・指導の場

を明示するとともに、合理的な内容のルールをあら

面においては、対面で接するとき以上に冷静を保

かじめ制定しておくことが不可欠であると考える。

ち、その言動に留意する必要があると思われる。ま

質問のケースについていえば、業務指示、労働時

た、テレワーク時に、業務上の必要により強い調子

間管理、通信機器等持ち出し等のルールが定められ

で業務指示・指導を行わざるを得なかった場合に

ている中で在宅勤務を命じられたにもかかわらず、

は、早めに気持ちを切り替え、電話、メール、他の

旅行先で会社のPCを持参して業務対応した時間は、

上長や同僚からのアプローチなど適切な方法によ

使用者の指揮命令下に置かれている時間とは評価で

り、早めにフォローアップする工夫も必要だろう。

きず、労働時間には該当しない。当該従業員は、

［Q1-6］ 在宅勤務の従業員に対して私用PCの利

用を許可したところ、セキュリティ対策の不十分
さから情報漏えいが発生した。会社・従業員の負
う責任やその負担についての考え方を教えてくだ
さい。

従業員に在宅勤務を命じ、かつ、私用 PCの利用

ルールに従って在宅勤務をしているものと偽り、会
社を欺いて旅行に出かけたこと、新型コロナウイル
ス感染拡大の状況下において安全配慮の観点から在
宅勤務が命じられたのに、この配慮が蔑ろにされた
こと、自宅外でのPC操作は情報漏えいの危険性が
高いこと等に照らせば、当該従業員の行為は、単な
る職務専念義務違反や服務規律違反にとどまらず、

を許可したのであるから、セキュリティ対策の基本

きわめて悪質性の高いものといえる。この事情等を

的な責任は会社にあると考える。

踏まえて、会社において適切に当該従業員の処分等

従業員が私用PCに市販のセキュリティソフトを
利用する等の一般的対策を講じている旨を会社に報
告していたため、当該私用PCの利用を許可したと
ころ、実は従業員がセキュリティ対策を全く講じて
おらず、その結果情報漏えいに至ったというよう
に、従業員に故意または重大な過失が認められない
限り、従業員に対し情報漏えいの責任を追及するこ
とは困難であるといわざるを得ない。

を行うべきである。
［Q1-8］ 全従業員に対して在宅勤務を命じており、
それが可能なPC・通信機器の貸与や取引先との調

整も会社として済ませている。ところが、こっそ
り会社に出てきて勤務する従業員がいる。どのよ
うに対処すべきか。もし指導の上で改善しない場
（懲戒などの）処分等が可能か。
合、

情報漏えいを回避するためには、在宅勤務時に従

会社が、通勤時の感染リスクを回避するという在

業員が私用するPCに対して、会社が万全のセキュ

宅勤務の趣旨・目的を明示するとともに、合理的な

リティ対策を講じるべきであろう。

内容のルールをあらかじめ制定したうえで、取引先

［Q1-7］ 在宅勤務中の従業員の職務専念義務違反

や服務規律違反をどのようにマネジメントすべき
か。
たとえば全従業員に対して在宅勤務を命じたとこ
ろ、ある従業員が有給休暇を取得することなく、
また上司に事前相談をすることなく、営業日に旅
行に出かけ、旅行先で会社のPCを持参して業務対
応していたことが発覚した。このような場合にど
のように対処すべきか。

との調整のもとに全従業員に対して在宅勤務を命じ
たのであれば、従業員は原則としてこれに従わなけ
ればならない。
こっそり出勤してきた従業員に対しては、在宅勤
務に応じなかった理由を問い質し、再度上記趣旨等
を十分に説明したうえで、在宅勤務の命令に従うよ
う指導を行うべきであり、それでも改善しない場合
には、基本的には、業務命令違反があったものとし
て処分を検討せざるを得ないであろう。
もっとも、
［Q1-7］のように会社を欺いて旅行に

従業員の自宅で業務を行う在宅勤務は、特に現下

行った者とは異なり、この従業員は会社に出勤して

においては通勤時の感染リスクを回避できるという

業務を遂行していることから、何か理由があって在

大きな利点があるものの、仕事と仕事以外の切り分

宅勤務に応じられないようにも思われるところであ
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る。例えば、家族構成や住宅環境等の事情により、
在宅では効率的な勤務を行えないといった理由が認
められる場合には、業務命令違反としての処分に拘
るのではなく、その者については例外的に在宅勤務
命令を解き、適切な感染防止対策（［Q3-1］参照）
を実施したうえで出勤を認めるといった柔軟な取扱
いも、検討に値すると思われる。
2 操業・営業活動の中止に伴う休業等

［Q2-1］ 都道府県の緊急事態措置に基づく要請

（特措法 45 条 2 項）に協力し、事業施設の操業等を

停止し、従業員を自宅待機や一時帰休としたいと
考えている。その実施に当たり、事前・事後的に
も従業員・労働組合との関係で手続上留意すべき
点はあるか。操業の停止が需要の減少による場合
はどうか。

［Q2-2］ 都道府県の緊急事態措置の要請対象業種

ではないが、政府の緊急事態宣言の趣旨をふまえ
て、操業・営業活動を自主的に取りやめ、従業員
を自宅待機や一時帰休とした。この場合は、上記
の［Q2-1］と留意点に違いはあるか。

令和 2 年 4 月 7 日の緊急事態宣言発出を受けて、
4 月 10 日、小池東京都知事は、緊急事態措置とし
て、特措法 45 条 1 項に基づき都民に向けて徹底し
た外出自粛の要請を行ったが、同条 2 項に基づく施
設管理者等に対する施設の使用制限等の要請は行わ
なかった。同知事は、事業者に向けては、同法 24
条 9 項に基づく「必要な協力の要請」として、施設
管理者等に対し同法施行令 11 条に定める施設の使
用停止または催物の開催の停止を要請したが、これ
は緊急事態宣言を受けての緊急事態措置として行わ
れるものではないため、正当な理由がなく要請に応

特措法 32 条 1 項に基づき緊急事態宣言が発出さ

じない場合に指示し、その内容を公表する仕組みが

れると、実施区域とされた都道府県知事は、緊急事

ない。さらに、同知事は、同法施行令 11 条に該当

態措置として、学校、社会福祉施設、興行場その他

しない一定の施設についても、使用停止等の適切な

同法施行令 11 条に定める多数の者が利用する施設

対応を依頼するとしたが、これは同法によらない協

を管理する者または当該施設を使用して催物を開催

力依頼と位置づけている。

する者（以下「施設管理者等」という。）に対し、当

このように、4 月 10 日に発表された東京都の緊

該施設の使用の制限等を要請することができる（同

急事態措置としては、施設の使用制限等の要請は含

法 45 条 2 項）
。

まれていない。もっとも、上記のとおり、緊急事態

これは要請ではあるものの、都道府県知事は、施

措置として都民に向けて徹底した外出自粛の要請が

設管理者等が正当な理由なく要請に応じないとき

行われたことを受けて、従業員やその家族の健康を

は、要請に係る措置を講ずべきことを指示すること

第一に考え、操業・営業活動を自主的に取りやめ、

ができ（同条 3 項）、かつ、その旨を公表しなけれ

休業を決断する会社もあるだろう。

ばならないものとされている（同条 4 項）。
したがって、会社がこの施設管理者等に該当し、

緊急事態宣言の趣旨を踏まえれば、この場合も、
休業につき会社に民法 536 条 2 項にいう「債権者

都道府県知事による緊急事態措置として事業施設の

の責めに帰すべき事由」があるとして賃金全額の支

使用制限等を要請されたことにより、操業に係る他

払義務を肯定する解釈は、採り得ない。しかし、悩

の代替手段等を採り得ず休業のやむなきに至った場

ましいところではあるが、この場合は、会社は従業

合には、もはや不可抗力に該当するので、従業員に

員に対して労基法 26 条に基づく休業手当の支払は

対して、賃金全額の支払はもとより、法的には労基

免れないと考える。同条にいう「使用者の責に帰す

法 26 条に基づく休業手当の支払も不要になると考

べき事由」の解釈適用にあたっては、いかなる事由

える。需要の減少という事情が相俟って休業に至っ

の休業の場合に労働者の生活保障のために平均賃金

たとしても、事業施設が緊急事態措置としての施設

の 6 割の限度での使用者の負担を要求するのが社会

使用制限の対象となったのであれば、結論に変わり

的に正当とされるかという考量を必要とすべきであ

はないだろう。

るところ（ノースウエスト航空事件、最二判昭和 62・

この場合、会社から従業員や労働組合への説明が

7・17 民集 41 巻 5 号 1283 頁）
、緊急事態措置として

法的に必要となるものではないが、従業員に与える

の施設使用制限等の要請対象とされていないのに、

影響が大きいことに鑑みれば、会社から丁寧な説明

労務提供可能な状態にある従業員に休業を命じる以

を行うことが望ましい。

上は、労働者保護の観点から労基法上の「使用者の
責に帰すべき事由による休業」として休業手当の支
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払を認めるのが相当だと解されるからである。
この場合も、会社から従業員や労働組合への説明
が法的に必要となるものではないが、従業員に与え
る影響が大きいことに鑑みれば、会社から丁寧な説
明を行うことが望ましい。なお、雇用調整助成金の
支給要件として労使協定が必要とされているため
（雇用保険法 62 条 1 項 1 号、同法施行規則 102 条の 3
第 1 項）
、助成金の申請を行う場合には、休業に先
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関する取扱いに差異を設けることは、不合理と判断
され同条に抵触する可能性が大であると考える。
［Q2-4］ 都道府県の緊急事態措置を受け、業務量
の縮小に伴ってまもなく契約更新時期を迎える有
期雇用従業員について更新を行わないことにした
い。その際の実体的な判断・手続上の留意点を教
えてください。

立ち、休業の実施予定時期・日数や対象となる労働

労働契約法 19 条は、①実質無期タイプまたは②

者の範囲等を定めた労使協定の締結が必要となる。

期待保護タイプに該当する有期雇用労働者に対する

［Q2-3］ 操業・営業活動の停止に伴い従業員を自
宅待機や一時帰休とする際、正社員には賃金全額

支給を保障し、有期雇用の契約社員や時給制のア
ルバイト社員には休業手当として平均賃金の 6 割
相当額を支払うという取扱いを考えているが、問
題はあるか。

［Q2-1］
、
［Q2-2］で述べたところは、あくまで
法的に賃金や休業手当の支払が必要とされるか否か

使用者からの雇止めが客観的合理性と社会的相当性
を欠く場合には、その雇止めは認められず、従前の
有期労働契約が法定更新される旨を定めている。
一般に、契約更新の都度雇用契約書が作成される
等の手続が行われていれば、①実質無期タイプに該
当する例は少ないと考えられる。他方で、更新が多
数回に及んだり、雇用期間が長期間にわたっている
場合には、②期待保護タイプに該当する可能性は十
分にある。

であって、休業を決断した会社が自発的に、または

しかし、②に該当しても、都道府県知事による緊

労働組合との協議のもとに、従業員に賃金を保障す

急事態措置として事業施設の使用制限等を要請され

ることが労働者保護の観点から望ましいのは、いう

たことにより業務量が縮小した場合はもとより、緊

までもない。

急事態措置による施設使用制限等の対象ではないも

ところで、その場合に、正社員と有期雇用の契約

のの、新型コロナウイルス感染拡大により経済全体

社員等（非正規雇用労働者）とで取扱いに差異を設

が停滞している中で業務量の縮小を余儀なくされた

けることは許されるか。ここでは、令和 2 年 4 月 1

のであれば、雇用期間満了に伴う雇止めについて客

日施行（ただし、中小企業には令和 3 年 4 月 1 日施行）

観的合理性、社会的相当性が肯定され、雇止めが認

の短時間・有期雇用労働法 8 条・9 条に定めるいわ

められることが多いだろう。

ゆる同一労働同一賃金への抵触に注意が必要とな
る。

とはいえ、会社としては、雇止めの対象となる従
業員への影響を考慮し、対象者に対して十分な説明

正社員と非正規雇用労働者との間で、①職務の内

をしたうえで、期間満了 30 日前までに雇止めの予

容（業務の内容・責任の程度）に違いがなく、また、

告をしたり、雇用期間満了までに年次有給休暇の消

②雇用の全期間を通じて職務の内容と配置の変更範

化を促す等の手続を行うことにより、対象者の不満

囲が同一である場合には、同法 9 条により差別的取

を少しでも軽減するよう努めるべきである。

扱いが禁じられるため、休業時の賃金、休業手当の
支払に関する取扱いに差異を設けることは、同条に
抵触することになる。
もっとも、多くの企業では、正社員と非正規雇用
労働者との間で①職務の内容、②変更範囲、③その

［Q2-5］ 都道府県の緊急事態措置を受け、業務量
の縮小に伴って派遣従業員を派遣期間途中でやむ
なく解約せざるをえない。派遣先の補償等に関す
る考え方について教えてください。

他の事情が異なると思われるが、その場合でも同法

労働者派遣法は、派遣先が自らの都合により労働

8 条により不合理な待遇差を設けることは禁じられ

者派遣契約を解除（中途解約）する場合には、派遣

る。新型コロナウイルス感染拡大を防止し、従業員

労働者の新たな就業機会の確保、派遣元の派遣労働

及びその家族の健康を守るという休業の目的は、正

者に対する休業手当等の支払に要する費用の負担、

社員でも非正規雇用労働者でも異なるところはない

その他派遣労働者の雇用の安定を図るために「必要

ことを考えると、両者間において上記①ないし③が

な措置」を講じなければならない旨を規定し（同法

異なるとしても、休業時の賃金、休業手当の支払に

29 条の 2）
、この「必要な措置」に関する事項を労
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働者派遣契約に定めることとしている（同法 26 条 1

どうかについては、個別の事例ごとに判断されるも

項 8 号）
。さらに、
「派遣先が講ずべき措置に関する

のであり、……特別措置法に基づく緊急事態宣言下

（最終改正平成 30 年厚生労働省告示第 428 号）
指針」

における都道府県知事からの施設の使用制限や停止

では、この「必要な措置」をより噛み砕いて規定し

等の要請・指示等を受けて派遣先において事業を休

ている。これらはいずれも、労働者派遣契約の解除

止したことに伴い、労働者派遣契約を中途解除する

が派遣労働者の雇用に影響を及ぼすことから、解除

場合であっても、一律に労働者派遣法第 29 条の 2

に至る事情と派遣労働者保護の要請とを比較衡量

に基づく措置を講ずる義務がなくなるものではあり

し、派遣先の都合による解除がされた場合には、派

ません。
」とされている。
「個別の事例ごとに判断さ

遣労働者の保護を優先しようとする趣旨であると解

れ」
、
「一律に」義務がなくなるものではないという

される。

点には異論はないが、基本的には上記のとおり、緊

このことを踏まえると、未だ都道府県知事による

急事態措置としての事業施設の使用制限等が要請さ

緊急事態措置としての施設使用制限等を要請される

れたことによる事業休止等は不可抗力であって、派

に至っていない場合には、派遣先が業務量の縮小に

遣先の都合と評価すべきではないだろう。

伴って労働者派遣契約を中途解約すると、それは、
派遣先の都合によるものと評価される可能性があ
る。裁判例には、リーマンショックの影響により、
派遣先が派遣元との労働者派遣契約を中途解約した
結果、派遣労働者 3 名が派遣元から解雇扱い等にさ

の縮小に伴って、中途採用の内定を取り消すか、
入社日をまずは 1～2 か月先送りにしたいが可能か。
その際の留意すべき点は何か。

れた事案において、労働者派遣契約の規定や派遣先

採用内定の時点で始期付解約権留保付の労働契約

指針の内容から、派遣元のみならず、派遣先にも

が成立し、その取消しには客観的合理性及び社会的

「派遣労働者との関係で、その雇用の維持又は安定

相当性が必要と解されることからすると（大日本印

に対する合理的な期待をいたずらに損なうことがな

刷事件、最二判昭和 54・7・20 民集 33 巻 5 号 582 頁）
、

いよう一定の配慮をすべきことが信義則上要請され

都道府県知事による緊急事態措置として事業施設の

ている」とし、労働者派遣契約解除の時期や対応に

使用制限等を要請されたことにより業務量が縮小し

つき配慮を欠く場合には不法行為が成立するとの一

たとしても、それだけを理由にした内定取消は無効

般論を述べたうえで、派遣労働者 1 名に対する派遣

と判断される可能性が大であろう。

先の不法行為責任（慰謝料等の支払）を肯定したも

他方で、入社予定日を先送りにするというのは、

のがある（三菱電機ほか（派遣労働者・解雇）事件、

その期間中内定者に休業を命じることにほかならな

名古屋高判平成 25・1・25 労判 1084 号 63 頁）
。この裁

いので、
［Q2-1］
、
［Q2-2］等を踏まえて休業手当

判例の考え方を踏まえれば、派遣先において、労働

支払の要否を検討していただきたい。

者派遣契約の期間満了を待てずどうしても中途解約
をするという場合、派遣先指針等の内容を尊重し、
派遣先において派遣労働者の新たな就業機会の確保
を図れない以上は、解約後に派遣元が派遣労働者に
支払うべき休業手当相当額を派遣先が派遣元に補償
する必要が生ずるだろう。
他方で、都道府県知事による緊急事態措置として
事業施設の使用制限等を要請されたことにより事業
が休止し、または業務量が大幅に縮小し、その結果
派遣労働者が従事する業務がなくなったことを理由
とする場合には、派遣先による労働者派遣契約の中
途解約は不可抗力によるものとして、派遣先が特段
の責任を負わないことも十分にあり得よう。
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［Q2-6］ 都道府県の緊急事態措置を受け、業務量

3 出社に伴う問題

［Q3-1］ 在宅勤務制度を導入しておらず、その環
境整備も即座には難しいため、社員には当面出社
を求めざるを得ない。事業所が緊急事態措置実施
区域内にあり、当該区域内の感染症の蔓延が進ん
でいるとみられる状況では、従業員の罹患に対す
る安全配慮義務は一般的に、普段よりも厳しく問
われるものとなるか。具体的にどのように対処す
べきか。

都道府県知事による緊急事態措置として徹底した
外出自粛の要請が行われている以上、その中で社員

なお、令和 2 年 4 月 14 日に厚生労働省が発表し

に出社を求めざるを得ないという場合、会社には通

た「新型コロナウイルス感染症に関する Q&A（労

常時より高いレベルでの安全配慮義務の履行が求め

働者派遣について）
」では、
「派遣先の都合によるか

られると解する。発熱者等の施設への入場防止を目
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的として、社員の検温・体調確認を行い、37.5 度以

それだけで安全配慮義務違反を問われるものではな

上の発熱等が認められた場合に出勤を停止する、3

い。

（密閉・密集・密接）の防止を目的として、
つの「密」

もっとも、緊急事態措置としての徹底した外出自

対面による会議を避け、電話会議や Web会議を実

粛要請の趣旨や、それを受けて全社員に原則在宅勤

施する、飛沫感染、接触感染の防止を目的に、従業

務を命じた経緯を踏まえれば、
「他の取引先と同様

員にマスク着用、手指の消毒等を励行するといっ

に事業部門長からの通知をしたものの、当該取引先

た、会社や業務の実態に合った適切な感染防止対策

については協力が得られなかった」というだけで、

を実施すべきであろう。

特定の従業員に出社等を命じるのでは、安全配慮義

［Q3-2］ 隣県は緊急事態措置実施区域で感染症の

蔓延が進んでいるとみられるが、当社の所在する
県は実施区域から解除された。そのため事業活動
を再開するが、引き続き実施区域である隣県から
通勤してくる従業員に対してのみ出勤停止を命じ
ることに問題はないか。もし命じることができる
として何か留意すべき点はないか。

隣県においては県知事による緊急事態措置として
徹底した外出自粛の要請が継続していることに鑑
み、同県から通勤してくる従業員に対してのみ引き
続き出勤停止を命じることには合理性が認められ、
法的には問題ないと解する。
もっとも、特に、休業対象者に賃金全額を支払わ

務の履行として不十分であろう。場合によっては、
当該取引先との間でトップ同士が会談し、在宅勤務
対応の協力を求めることも考えられよう。それで
も、業務の性質等から特定の従業員に出社等を命じ
ることが不可避であるならば、
［Q3-1］で述べたよ
うな通常時よりも高いレベルでの安全配慮義務の履
行として、会社や業務の実態に合った適切な感染防
止対策を実施する必要がある。
［Q3-4］ 保育園の受け入れ停止に伴って出社でき

ない従業員が生じている。育児休業や特別休暇を
取得させられない場合にどのように処遇すればよ
いか。

保育園の受け入れ停止に伴い出社できず、かつ、

ず、休業手当の支払にとどめるというような場合に

育児休業や会社の定める特別休暇等を取得できない

は、対象者に与える影響が少なくないことから、丁

従業員については、自らの意思により年次有給休暇

寧な説明が求められる。

を使用しない限り、欠勤扱いとせざるを得ないだろ

［Q3-3］ 在宅勤務制度を設けており、都道府県知
事による緊急事態措置としての徹底した外出自粛
の要請を受けて、会社として全社員に対して原則
在宅勤務を命じ、取引先に対してもその旨を事業
部門長などから通知した。しかし、取引先の協力
が得られず、業務対応に出社や新幹線等での遠方
への出張を強いられている。出社や出張を余儀な
くされた当該従業員が、明らかに業務遂行の過程
で感染・発症した場合に会社は安全配慮義務違反
を問われるか。どの程度会社として手を尽くせば、
安全配慮義務を履行したといえるか。

安全配慮義務は、労働者がその生命、身体等の安
全を確保しつつ労働することができるよう、使用者

う。
4 感染収束に向けた取組み

［Q4］ 感染の収束期・業務の平常化への営みに備

えて、従業員の労務管理面で今から備えておくべ
きことは何か。

最重要の労務管理は、従業員に対する万全な安全
配慮義務の履行である。既に各社において休業（出
勤停止）
、在宅勤務、時差出勤の導入が進められて

いるところであるが、緊急事態宣言の趣旨を踏ま
え、従業員やその家族の安全を第一に考えて、今一
度各企業の実情に応じた有効な手段を検討していた
だきたい。

において必要な配慮をなす債務ではあるが、労働者

加えて、業務量の縮小、業績の悪化等に伴う財政

の安全や健康そのものを請け負う結果債務ではな

的制約下にあると思われるが、労働者保護の観点か

い。したがって、従業員が出社、出張等の業務遂行

ら、休業中の賃金支払等、従業員に対する可能な限

の過程で感染・発症したことが明らかであっても、

りの補償をお願いしたい。
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