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経営者のみなさまからの 
疑問,質問,お悩みなどに 
アドバイザーがお答えします 

経営者の知恵袋 
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■ＴＯＰＩＣＳ 
特集：賞与・退職金の格差 
労務：休職制度の相違 
法務：契約不適合責任 



経営者の知恵袋Ｑ＆Ａとは？ 

この経営者の知恵袋Ｑ＆Ａは、中小企業様約29,000社を 
サポートしてきたノウハウから、経営者の悩み相談の 
代表的なものをピックアップしたものです。 
 
貴社の悩み・トラブルに照らし合わせてご利用して 
いただくのはもちろん、他の企業様の悩みを知ること 
により、今後の経営の参考にしてください。 
 
 

 
 

※このQ&Aは、すべてのケースを保証するものではありません。各法律は改正される   
 可能性があります。 
※ご使用に当たっては十分留意の上、自己責任のもと行ってください。 
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04 

 昨年、非正規社員には賞与や退職金を支払わなくてもいいという判決があったと思いま
す。ただ、同一労働同一賃金の法改正もあるはずなので、本当に支払わなくていいのかど
うか心配です。判決の内容を詳しく教えてください。 

解説 

質 問 

回 答 

特 集 
  賞与・退職金の格差 
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 2020年10月に、正社員と非正規社員の格差について、多くの判決が出されました。その

中には、結論として、正社員のみに賞与や退職金を支給することも違法ではないとしたも
のがあります。ただし、この判決がすべての企業に当てはまるわけではないため、注意が
必要です。 

 2020年10月13日、正社員と非正規社員の間の格差について新しい最高裁判決が2件
出されました。 

 

 1つは、賞与について判断した事件（仮に「A事件」とします。）で、もう1つは退職金につ
いて判断した事件（仮に「B事件」とします。）です。 

 

 A事件とB事件で注目しなければならないポイントは次の2つです。 

 

 ①賞与・退職金という中核的な労働条件について詳細な判断が示されていること。 

 ②正社員と非正規社員との間で、仕事の内容や配置転換等に違いがあったこと。 

 

 この両者が揃った事件について最高裁が判断した例は、今までありませんでした。しか
し、非正規社員について賞与や退職金を支給していない企業は多くありますし、正社員と
非正規社員とでは仕事の内容が違っているという場合も一般的だと思われます。 

 そのため、A事件・B事件は、そういった「スタンダードなパターン」を扱ったものとして注
目されているのです。 

 

 本特集では、A事件とB事件の内容を確認し、この4月に中小企業への施行が控えてい
るいわゆる「同一労働同一賃金法」への対応について解説します。 

特

集 



 A事件・B事件ともに、広い意味では正社員と非正規社員の格差が争われた事件です。
ただ、法律上はもう少し厳密に考えます。 

 

 まず、両事件で問題となっている正社員とは、法律上「無期契約労働者」と呼ばれます。
これは、期間の定めがなく会社に雇用されている従業員を指します。正社員は「無期契
約労働者」に該当する場合がほとんどだと思いますが、社内で正社員と呼ばれていなく
ても「無期契約労働者」に該当する場合があります。例えば、社内でアルバイトと呼ばれ
ていても契約期間が決まっていない場合や、パートで出勤日が少ないけれども契約期間
は決まっていない場合などです。 

 対して、両事件で問題となっている非正規社員とは、法律上「有期契約労働者」とされ
る従業員です。これは、例えば半年や1年といったように、契約期間が決まっている従業

員のことです。更新をすることになっていたとしても、契約期間が決まっているのであれ
ば「有期契約労働者」に該当します。 

 

 次に、格差ですが、格差というのは法律上「労働条件の違い」を意味します。この「労働
条件」にはありとあらゆるものが含まれ、賞与・退職金の支給の違いはもちろん、各種手
当の支給の違い、休職制度の適用の違いなど、ほとんどすべての違いが問題となり得ま
す。 

 

 以上のように、A事件・B事件で問題となったのは、 

 

「無期契約労働者と有期契約労働者の労働条件の違い」 
 

だということになります。 

 

 法律上は、「有期契約労働者」のほかに、「パートタイマー（短時間労働者）」と「派遣労
働者」も非正規社員として扱われますが、A事件・B事件ではそのうち「有期契約労働者」
にスポットが当たっているということです。 

 そして、問題となった労働条件の中身が、A事件では賞与、B事件では退職金だという

ことです。なお、両事件とも賞与、退職金以外にも問題となった労働条件がありますが、
それらは本特集では扱いません。 

 

 このように、「契約期間に定めがある従業員の処遇が問題となったもの」という認識が
大変重要です。裏を返せば、出勤日数や勤務時間数の少ない、いわゆるパート従業員に
対する判断ではないということだからです。 

 ここからはA事件・B事件の内容を解説していきますが、パート従業員にも当てはまるか
どうかは未知数であるということを念頭に置きつつ、ご確認ください。 

特

集 
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何が争われているのか 



 まず、A事件がどのような事件だったのかを確認します。 

 

①原告（有期契約労働者）と被告（使用者）の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  原告となっているのは、契約期間が1年と決まっている従業員で、「有期契約労働者」

に該当します。そして、社内では「アルバイト職員」という位置付けで勤務しています。ま
た、被告はある学校法人ですが、そこには「正職員」という「無期契約労働者」がいました。 

 そこで、原告は、「正職員」との労働条件の違いが違法だとして訴えを起こしました。そ
の労働条件の中には賞与が含まれており、最高裁で判断がされたという経緯です。 

 

②正職員とアルバイト職員の違い 

 では、正職員とアルバイト職員にはどのような違いがあったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原告 

・平成25年1月29日～平成28年3月31日まで勤務 

 （勤続約3年2か月） 
・契約期間1年 

・アルバイト職員 

・教室事務に従事 

被告 

・学校法人 

・事務系の職員には、正職員（無期）、契約職員、アルバイト職員、 

 嘱託職員の四種類を設定 

 →正職員とアルバイト職員とは適用される就業規則が異なる 

・段階的な登用制度がある 

・教室事務員を正職員からアルバイト職員に置き換えていた 
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A事件の概要 

特

集 
正職員 

・大学や附属病院等のあらゆる業務に従事 
・定型的で簡便な作業等ではない業務が大半 
・全体に影響を及ぼすような重要な業務も含まれ、責任が大きい 
・就業規則上、出向や配置換え等があり、実際に人材の育成や 
 活用を目的とした人事異動が行われていた 
・業務内容の難度や責任の程度は最も高い 
・月給制の職能給（人事考課制度あり） 

アルバイト
職員 

・更新上限は5年 

・定型的で簡便な作業が中心 
・人事異動は例外的かつ個別的事情がある場合のみ 
・業務内容の難度や責任の程度は最も低い 
・時給制 



 このように、正職員とアルバイト職員には少なからぬ違いがありました。そして、正職員
には賞与が支給され、アルバイト職員には支給されていないという状態でした。 

 最高裁は結論として、アルバイト職員である原告に賞与を支給しないことも違法ではな
いと判断したのですが、その理由を解説します。 

 

①高等裁判所の判断 

 A事件の高裁段階では、最高裁と異なり、アルバイト職員に賞与を全く支給しないことを
違法だと判断していました。その理由は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 このような理由で、「正職員の60％を下回る賞与しか支給されていない場合は違法」だ
と判断しました。正社員と同額にしなければならないというわけではありませんが、60％
分までは支払うこととされたわけです。 

 

②最高裁判所の判断 

 これに対し、最高裁は、全く支払われていないことも違法ではないとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その理由は上記のようなものですが、一番のポイントは①の、 

 

賞与は、正職員としての職務を遂行し得る人材の確保や 

その定着を図るなどの目的で設けられたもの 

 

という部分です。この点はB事件における退職金でも同じ内容が述べられており、賞与や

退職金といった基本給をベースにして計算されるものについて、特に重要だと思われま
す。 

特

集 
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賞与に対する判断内容 

理由 

①賞与は、賞与算定期間に就労していたこと自体に対する対価としての 
 性質を有する 
②アルバイト職員と同様有期契約である契約社員には、正社員の 
 80％の賞与が支給されている 
③ただし、アルバイト職員の功労は相対的に低い 

理由 

①賞与は、正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を 
 図るなどの目的で設けられたもの 
②職務の内容に一定の相違がある 
 →有期契約労働者の業務は軽易である 
③職務の内容及び配置の変更の範囲に一定の相違がある 
 →有期契約労働者は例外的かつ個別的にしか人事異動がない 
④原告と同じ教室事務に従事していた正職員は例外的 
⑤正職員への段階的な登用制度がある 



 次に、B事件がどのような事件だったのかについてみていきます。 

 

①原告（有期契約労働者）と被告（使用者）の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  原告となっているのは、A事件と同じく契約期間が1年と決まっている従業員で、「有期
契約労働者」に該当します。社内では「契約社員B」という位置付けで勤務しています。ま
た、被告では、一般的には正社員と呼ばれる区分を「社員」と呼んでいました。 

 そこで、原告は、「社員」との労働条件の違いを違法と考え提訴しました。ただ、「社員」
というと従業員全体を指すこともあるので、区別するために本特集では「正社員」と表記
することにします。 

 

②正社員と契約社員Bの違い 

 では、正社員と契約社員Bとの違いは下記のようなものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原告ら 

・4名おり、勤続年数は7年6か月～10年7か月 

・期間1年以内 

・駅構内の売店における販売業務に従事 

・契約社員B 

被告 

・駅構内における物品販売等の事業を営む 
・雇用区分として、社員（無期）・契約社員A・契約社員Bの3つを設定 
 →それぞれ適用される就業規則が異なる 
・本社に経営管理部、総務部、リテール事業本部及びステーション 
 事業本部を設けている 
・段階的な登用制度がある 
・売店業務に専従する正社員は、関連会社再編等で生じた 
 例外的な存在 
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B事件の概要 

特

集 

正社員 

・無期契約（定年65歳） 
・本社勤務のほか、売店等に勤務することもある 

・配置転換、職種転換、出向の可能性がある 

・休暇や欠勤で不在になった販売員に代わって業務を行う 

 「代務業務」を担う 

・複数の売店の統括し、売上向上の指導、トラブル処理等の 

 「エリアマネージャー業務」を担う 

・月給制の職能給（人事考課制度あり） 

契約社員B 

・更新上限年齢は65歳 

・配置転換、出向の可能性はない（業務の場所の変更のみ） 
・「代務業務」や「エリアマネージャー業務」は行わない 



 B事件も正社員と契約社員Bとの間には違いがあったわけですが、A事件と同様、高裁

段階では退職金を全く支給しないことは違法だとされていました。そこで、こちらでもまず
高裁の判断を確認したうえで、最高裁の判断をみていきます。 

 

①高等裁判所の判断 

 高裁が、契約社員Bに全く退職金を支払わないことを違法と判断した理由は、次のよう
なものです。 

 

 

 

 

 

  

 このような理由から、「長年の勤務に対する功労報償部分まで支給しないことは違法」
だと判断しました。①の功労報償というのは、従業員の貢献に報いるという意味で、退職
金には「長年にわたって勤務してくれたことに報いる」という性格があるということです。 

 そして、契約社員Bも有期契約とはいえ、原則更新され、実際に長年（10年前後）勤務
しているので、退職金のこの性格に該当する部分（4分の1）は支払うべきとされました。 

 

②最高裁判所の判断 

 これに対し、最高裁は、全く支払われないことも違法ではないとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この理由はA事件における賞与とほとんど同じ内容です。ここでもポイントは、 

 

退職金は、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保や定着を図るなどの目的から、
様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に支給することとしたもの 

 

という目的です。 

特

集 
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退職金に対する判断内容 

理由 

①退職金の法的性格については、賃金の後払い、功労報償など 

 様々な性格がある 

②有期労働契約は原則として更新され、上限年齢も65歳である 

 →実際にも10年前後の長期間勤務していた 

③近年の改編で、契約社員Ａは無期契約となり、退職金制度が 

 設けられた 

理由 

①退職金は、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保や定着を 

 図るなどの目的から、様々な部署等で継続的に就労することが 

 期待される正社員に支給することとしたもの 

②職務の内容に一定の相違がある 

③職務の内容及び配置の変更の範囲に一定の相違がある 

④原告と同じ売店業務に専従していた正社員は例外的 

⑤正社員への段階的な登用制度がある 



 A事件とB事件のポイントについてさらに詳しく解説します。それぞれ次の点がポイント
でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表現に違いはありますが、この両者は内容としてはほとんど同じです。つまりは、 

 

賞与や退職金は「正社員の確保や定着のため」に設けられるもの 

 

という理解です。このような理解をすると、正社員以外として位置付けられている従業員
に対しては、基本的に賞与や退職金を支払わなくてもいいという考え方になります。 

 

 ただし、これは、賞与や退職金であれば一般的にこのような理解をされるというわけで
はありません。賞与や退職金であったとしても、常に「正社員の確保や定着のため」に設
けられると判断されるわけではなく、A事件・B事件では下記の事情があったことによって
「正社員の確保や定着のため」だと認定されています。 

 

 ・正社員の方が難度や責任の高い仕事に従事していた 

 ・正社員には配置転換が行われていた 

 ・正社員の基本給は、職務遂行能力に応じて決まる仕組みだった 

 ・賞与や退職金は基本給をベースにして金額が決定される 

 

 これらをまとめると、まず、正社員の基本給が能力に応じて決まるものという点が重要
です。これは、必ずしも能力である必要はなく、例えば成績や成果でも構わないと思われ
ますが、なんらかの基準に沿って正社員を評価し、その評価をもとに基本給を決めるとい
うことが前提となっています。 

 A事件とB事件ではこれが「職務遂行能力」だったわけですが、その内容として、難度や

責任が高いことや配置転換が行われていたことが挙げられています。つまり、「正社員の
能力はどこがどのように高いのか」と尋ねられた際に、「高度な仕事や責任の重い仕事も
十分に実行できる。また、そのための能力を培うために、配置転換によって実地で訓練も
しているし、適材適所で人員も配置している。」という回答ができるということです。 

 

 正社員の基本給がこのように決まっており、その点でアルバイト職員（A事件）や契約社
員B（B事件）とは明確に異なっているからこそ、基本給をベースにした賞与や退職金が、
「正社員の確保や定着のため」に設けられたと判断されたと考えられます。 
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判断ポイントの詳細 

特

集 A事件 
賞与は、正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を 

図るなどの目的で設けられたもの 

B事件 
退職金は、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保や定着を図る
などの目的から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される
正社員に支給することとしたもの 



 A事件・B事件で問題となった法律は、労働契約法20条という規定でした。この規定は、
いわゆる「働き方改革」に関連して改正され（パート・有期法8条という法律に変わる）、
2021年4月からは中小企業においても改正法の適用が始まります。パート・有期法8条

は、有期契約労働者だけではなく、短時間労働者（いわゆるパート従業員）にも適用され
るものです。正確には、パート従業員にも有期契約労働者と同じような規定があり、その
両者が改正によって1つの規定になりました。 

 

 では、A事件・B事件の最高裁判決の内容が、法律が変わることによって無意味になっ

てしまうかというと、そうではありません。もちろん、全てがそのままというわけではありま
せんが、労働契約法20条と改正後のパート・有期法8条は共通している部分も多く、最高
裁判決の内容が改正後も影響するであろうと考えられます。 

 

 特に、 

 

 ・正社員の方が難度や責任の高い仕事に従事していた 

 ・正社員には配置転換が行われていた 

 

という事情は、改正後も重要なポイントになると思われます。こういった事情とはあまり関
係のないもの（例えば通勤手当）を正社員だけに支払うということは難しいと思われます。
しかし、基本給、賞与、退職金といったこれらの事情が大きく関わるものについては、正
社員の方が非正規社員よりも難しく、高度な仕事に従事しているという事情があれば、非
正規社員と違いを設けることも違法と判断されにくくなると考えられます。 

 

 ただし、そのためには、正社員が実際に高度で負担の大きな働き方をしているというこ
とのほか、それを正社員の待遇（特に基本給）に反映させる仕組みを設けておくことも非
常に重要になってきます。そうしなければ、基本給等が何を要素に決まっているのかが
わかりにくくなり、正社員と非正規社員とで仕事の負担に違いがあっても、「だから待遇が
違うのだ」という説明が難しくなります。「正社員は仕事の負担が高いから賃金も高い」と
説明しても、「正社員の賃金は仕事の負担によって決まっていないはずだ」と反論されて
しまうということです。 

 

 このように考えると、法改正に対応するためには、非正規社員の処遇だけでなく、正社
員の処遇の確認と見直しも必要ということになります。特に、正社員と非正規社員の仕事
の内容にあまり違いがない場合、手当だけでなく基本給や賞与、退職金といった影響の
大きい待遇も、正社員と非正規社員とを揃えなければならない可能性が出てきます。 

 

 正社員と非正規社員の仕事の内容を確認し、今一度両者の役割分担について検討す
ることが肝要といえます。 

特

集 
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改正法への影響 
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 当社では正社員に対して、業務と関係のない病気や怪我で出勤できなくなった場合、1か

月間の休職制度を設けています。この間は基本的に通常通りの賃金が支払われます。対
して、アルバイトやパートには休職制度自体を設けていません。 

 この4月から同一労働同一賃金法が中小企業に対しても施行されると思いますが、この
ような違いもその法律の対象となるのでしょうか。 

 休職制度そのものは賃金ではありませんが、いわゆる同一労働同一賃金法の対象とは
なります。詳細は解説をご確認ください。 

解 説 

質 問 

回 答 

パート・有期法 

（１）同一労働同一賃金法の内容 

 2020年4月1日にから、いわゆる「同一労働同一賃金法」が施行されています。その内容

は次の通りです。 

 

パート・有期法8条 

（不合理な待遇の禁止） 

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇
のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短

時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
（以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のう

ち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、
不合理と認められる相違を設けてはならない。 

 

 この中には「賃金」という言葉は出てこず、「待遇」という言葉が使われています。つまり、

いわゆる「同一労働同一賃金法」というのは、正社員と非正規社員との「待遇差」を問題と
する法律ということになります。 

 

 この「待遇」には、条文に書かれている基本給や賞与以外にも、諸手当、福利厚生、休暇

など従業員に対するすべての待遇が含まれるとされています。そのため、ご質問にある休
職制度も、この条文の適用対象となります。「同一労働同一賃金法」という呼ばれ方をして

いますが、賃金以外の待遇も広く対象となる点に注意が必要です。 

 

人

事

労

務

等 

 休職制度の相違 
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（２）休職制度についての最高裁判決 
  パート・有期法8条は2020年4月1日に大企業に対して施行されたばかりですので、まだ

これに関する最高裁判決は出ていません。しかし、パート・有期法8条の前身である労働
契約法20条については多くの最高裁判決が出されており、休職制度について判断したも

のもあります。 
  この最高裁の判断はパート・有期法8条への改正後も基本的に通用すると考えられて

いるため、確認しておきます。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  このような状況で、最高裁は、「郵便業務を担当する正社員に対して有給の私傷病休

暇を付与する一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無休の休暇のみを与
えるという違いは、不合理な違いである」旨を述べ、違法だとしました。 

  その理由は次のようなものでした。 
 

 
 

 
 

 
 

  
  つまり、最高裁は、私傷病休暇に対して賃金を支給しているのは、長期雇用の確保の

ためだと理解したということです。そのため、同じように長期雇用が見込まれる時給制契
約社員にも、本来であれば私傷病休暇中に賃金を支払う必要があったという判断です。 

  この事件では、時給制契約社員は契約期間が決められていましたが、実際には更新
が繰り返され、勤務期間が10年程になっていました。そのため、有期雇用であるにも関

わらず、「相応に継続的な勤務が見込まれる」という判断となっています。 
  注意しなければならない点は、正社員と時給制契約社員では、仕事の内容に違いが

あるにも関わらず違法と判断されていることです。 
 

  ご質問でも、アルバイトやパート従業員が期間雇用ではない場合や、期間雇用であっ
ても実際に長期間勤務しているような場合には、アルバイトやパート従業員にも有給の

休職制度を設けなければならない可能性があります。 

人

事

労

務

等 
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事案の概要 

・被告となった会社には、正社員のほか、時給制契約社員等の 

 雇用区分があった 

・正社員には、少なくとも90日の有給の私傷病休暇が付与されるが、 
 時給制契約社員には無給で10日のみの付与しかなかった 
・そこで、時給制契約社員の数名が、私傷病休暇以外の違いも含め、 

 訴えを提起した 

・正社員は郵便業務のうち標準的な業務に従事することとなっており、 

 人事異動も予定されている 

・時給制契約社員は郵便業務のうち特定の業務のみに従事し、 

 人事異動も予定されていない 

理由 

①有給の病気休暇は、正社員には長期の継続勤務が期待されるから、 
 生活保障を図り療養に専念させることで、継続的な雇用を確保する 
 目的で設定されている 
②時給制契約社員についても、相応に継続的な勤務が見込まれるので 
 あれば趣旨は妥当する 
③時給制契約社員には、相応に継続的な勤務が見込まれている 
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 当社では、より働きやすい環境づくりを目指して、育児休業の取得を積極的に推奨しよう
としています。最近は若い社員も増えてきており、育児休業への意識も高まってきているよ
うです。 

 そのような中で、奥様が妊娠した従業員がいると報告を受けました。男性の育児休業取
得も推進していきたいので、個別に声を掛けようと思うのですが、男性従業員が育児休業
を取得した際に適用できる助成金があると聞きました。どのようなものなのか、内容を教え
てください。 

  「両立支援等助成金出生時両立支援コース」という助成金に該当する可能性があります。
詳細は解説をご確認ください。 

解 説 

質 問 

回 答 

助成金 

（１）概要 
 両立支援等助成金は、従業員が仕事と家庭を両立できるような取り組みを行う会社に対

する助成です。 
 基本的には、育児・介護と仕事との両立支援が対象となっています。 

 
 両立支援等助成金はいくつかのコースに分かれています。そのうち、出生時両立支援

コースは、子どもが生まれた際（出生時）の男性の育児参加促進を目的としたコースです。
ご質問にある男性の育児休業取得もこのコースに含まれるほか、育児目的休暇制度を導

入して取得するといったものもあります。今回は、前者を解説します。 
 

（２）男性の育児休業取得 
 男性労働者が育児休業を取得した際の助成金は、会社が男性労働者が育児休業を取得

しやすい職場風土作りのための取組みを行い、実際に男性労働者が育児休業を取得した
場合に支給されるものです。 

 
 「男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組み」なので、育児休

業を取得する可能性がある男性労働者に個別に働きかけるというものではありません。全
社的な取り組みが必要です。ただし、個別的に男性労働者を支援した場合には助成金額が

加算されるため、次ページで内容を解説します。 

人

事

労
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  男性の育児休業取得 
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（３）基本的な取り組み内容 
 助成金の受給のためには、次のすべての項目に取り組まなければなりません。 

  ①育児介護休業法を順守した育児休業と育児短時間勤務制度を就業規則等に 
   規定していること 

  ②男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること 
  ③男性労働者が育児介護休業法上の育児休業を取得すること 

  ④一般事業主行動計画の策定・周知・届出を行っていること 
 ポイントとなる②と③について、さらに詳しく解説します。 

  
（４）職場風土作りの取組み 

  職場風土作りの内容に明確な指定はありませんが、例としては次のようなものが挙げ
られています。 

      ・男性労働者の育児休業 に関する管理職や労働者向け研修の実施 
      ・男性労働者向けの育児休業を促進するための資料配布等 

      ・育児休業を取得した男性労働者の事例収集（体験談など）及び社内周知 
  この中で、最も多く実施されているものは「男性労働者向けの育児休業を促進するた

めの資料配布」です。どのような資料を配布するかについても、厚生労働省が参考資料
を発表しているため、非常に取り組みやすくなっています。 

  注意点として、職場風土作りの取組みは「男性労働者が育児休業を開始する前」に行
う必要があります。会社が職場風土作りに取り組んだことによって、男性労働者が育児

休業を取得したという流れが重要です。 
 

（５）男性労働者の育児休業取得 

  男性労働者が取得する育児休業にもいくつか条件があります。 

      ・子どもが生まれてから8週間以内に育児休業を開始すること 

      ・連続した5日以上（中小企業以外は14日以上）の育児休業を取得すること 

      ・この育児休業中の4日以上（中小企業以外は9日以上）が所定労働日であること 

  これらの条件をすべてクリアした育児休業を取得しなければなりません。 

 

（６）支給額の加算（個別支援加算） 

  基本的な支給額は、57万円（中小企業以外は28.5万円）です。対象の男性従業員に
対して、次の取組みをすべて実施した場合の加算（中小企業に対しては原則5万円）が

あります。 

  ①育児介護休業法21条に基づき、育児休業に関連する制度（休業中及び休業後の 

   待遇や労働条件、関連する休暇その他両立支援制度に関する事項）に関する 

   事項を、対象男性労働者に個別に知らせること 

  ②対象男性労働者に対し、育児休業取得を促すための個別面談（明示）の実施 

  ③対象男性労働者の直接の上司に対し、対象男性労働者に育児休業取得を 

   促している旨の説明 

  ④上司に対し、対象男性労働者との個別面談で説明した際の書面等の明示 

 

  なお、助成金は毎年4月に制度の変更が行われます。上記は今年度の情報であり、取

組みの際には最新の情報を得ることが重要です。 



  契約不適合責任 

民法 

解 説 

回 答 

質 問 

法

務 

 当社は製造業なのですが、ある取引先（仮に「A社」とします。）から今まで作ったことの

ない製品の製作を依頼されました。取引先と協力しつつ、試作品が完成し、その質も上々
だったため、本格的な製造を開始しました。先日、その製品を100個A社に納品したので
すが、A社が検品したところ、20個に基準を満たさない点があったとのことでした。その20

個は、確かに試作品よりは劣るのですが、製品が備えているべき最低限の性能は持って
いると思います。 

 A社からは、代替品の納品を求められているのですが、応じなければならないのでしょう

か。製造技術がまだ安定していないこともあり、仮に当社に責任があるとしても、今回は
金銭で解決したいというのが本音です。 

（１）契約内容の確認 

 ご質問のようなケースでは、まず、契約内容を確認する必要があります。 

 

 契約によって、検品で何を確認することになっているのか、不具合・不足があった場合は
どのように対応するのか、などが決まっていれば、それに従って対応することになります。 

 契約内容の確認は、契約書を作成していれば基本的にはそちらで確認します。ただし、
作成していないからといって確認ができないわけではなく、契約締結までのやり取りや、
話の内容などから確認することも必要です。もっとも、それらの事情は記録が残っていな
いことも多いでしょうから、自社の独断で判断するのではなく、契約相手にも確認を取りな
がら進めていく部分も出てくるでしょう。 

  

 この確認の際、自社と契約相手とで認識の違いがあったり、どちらもあいまいで覚えて
いないような場合は、訴訟に発展するリスクも高まります。また、取り決め自体がなされて
いなかった場合もあり得ます。このような場合には、もともとの契約内容とは一応切り離し
て、今回の件を交渉（話し合い）によって解決するという道も検討することになるでしょう。 

 法律上はA社の要求に応じなければならない可能性があります。詳細は解説をご確認く
ださい。 
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（２）法律上の決まり 

 契約によって扱いが決まらない場合、理論的には法律の規定に従うことになります。も
っとも、この決まりとは違う問題解決の仕方も、自社と相手との交渉としてまとまれば可能
です。ただし、交渉するにしても、相手の要求を評価するためには法律のルールを知って
おくことが望ましいといえます。そこで、法律上どのようなルールとなっているかを確認し
ていきます。 

 

 ご質問の場合、貴社がA社に引き渡した製品100個のうち、20個に不備があったとA社
は主張しています。A社が「試作品より劣る」ということを理由に「不備」と判断したのであ

れば、まずは、貴社のご懸念の通り、試作品を基準とすることの是非を考えなければなり
ません。 

 法律では、「契約に適合しない製品を引き渡した場合」、引き渡した側（貴社）が責任を
負うというルールを定めています。今回は、この「契約に適合するかどうか」をどの基準で
判定するかが問題となっています。A社の言うように試作品を基準とするのか、貴社の言

うように製品の最低限の性能を基準とするのか、ということです。どちらになるかは契約内
容によって決まるため、一概には言えませんが、あらかじめ試作品を作って、その品質に
満足していたという事情からは、「試作品と同等の製品を引き渡す」ことが契約内容となっ
ている可能性もあると考えられます。その場合は、「試作品に及ばない品質」の製品を引
き渡すことは、「契約に適合しない」と判断されることになります。 

 

 仮に、20個が「契約に適合しない製品」だったとした場合、引き渡された側（A社）は、引
き渡した貴社に対し、①20個を修理すること、②代替品の引き渡し、③代金減額、のいず

れかを求めることができます（これらでは補えない損害が発生していれば、損害賠償請求
なども可能です）。このうち、原則は①か②で、選択は引き渡された側であるA社に基本的
には委ねられます。ご質問の場合、A社は②を選択したということなので、貴社はこれに
応じて、20個につき代替品を引き渡すというのが法律に従った流れです。 

 

 ただし、貴社が金銭による解決を望むのであれば、それをA社に伝えて交渉する余地は

あるでしょう。というのも、選択肢③は、基本的に、引き渡された側が①や②を請求しても
実行されない場合の手段として定められています。そのため、代替品の納品に貴社が応
じなければ、A社は法律的には③の手段をとることになり、結局金銭解決するのと同じと
なるからです。 

 

 ここまでの解説はあくまで一般論に基づいた一例であり、実際には事案の内容によって
とるべき手段も結論も変わってきます。そのため、可能な限り交渉によって双方が納得す
る解決を図ることが望ましいといえます。特に、今後も取引を継続していくのであれば、関
係性を悪化させることは得策とはいえません。必要であれば弁護士にも相談しつつ、慎重
に対応することが肝要といえます。 



  通勤中に起こした事故の責任 

 当社は、通勤途中の事故によるリスクを回避するため、今までマイカー通勤を禁止してき
ました。ただ、この度の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、公共交通機関での出勤を減
らすため、マイカー通勤を一次的に許可していました。 

 社内には、感染拡大が終息した後もマイカー通勤を許可してほしいという声があり、検討
しているのですが、やはり事故のリスクを懸念しています。仮に従業員が通勤中に事故の
加害者となってしまった場合、会社にはどのような責任が生じるのでしょうか。 

 従業員が通勤中に起こした事故について、法律的には会社が責任を負う可能性は低い
といえます。詳細は解説をご確認ください。 

民法 

解 説 

回答 

質 問 

（１）通勤中の事故に関する責任 

 マイカー通勤を許可すると、ご懸念のように、従業員が加害者にも被害者にもなる可能性
があります。被害者となった場合、労災保険上の通勤災害としてカバーされる場合があり、
会社に対しての責任追及も通常は考えられません。 

 加害者となってしまった場合も、会社が法的な責任を負うことはあまりないと考えられてい
ます。 

 法律上、従業員が業務中に第三者に損害を与えてしまった場合、その第三者に対し、従
業員だけでなく、使用者である会社も損害賠償責任を負う場合があります（使用者責任）。
ただし、これはあくまで加害行為が「業務の執行について」行われたと外形上判断される場
合に限られます。 

 通勤は業務に必要不可欠な行為ですが、業務そのものではなく、「業務の執行」ではない
と考えることが一般的です。そのため、マイカー通勤中の従業員が事故の加害者となってし
まったとしても、会社に使用者責任が認められることはあまりないといえます。 

（２）実際上の問題 

 そうはいっても、被害者の方が同じように考えるとは限りません。特に、加害者の保険が
十分でない場合など、賠償がうまく行われないときには、会社に対して何らかのアクションを
とる可能性も否定できません。 

 このようなリスクに備えるには、マイカー通勤の許可要件を設定し、厳格に運用することが
望ましいといえます。特に、対人・対物双方について無制限の補償内容となっている保険へ
の加入を義務付けることが有益だと思われます。 
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