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コロナ禍における

労働相談状況と事例について

神奈川県社会保険労務士会

藤沢支部 様

令和３年９月13日
神奈川県かながわ労働センター湘南支所
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川崎支所
(川崎市高津区・リンクス溝の口内)
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県央支所
(厚木市・県厚木合同庁舎３号館内)
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湘南支所
(平塚市・県平塚合同庁舎別館内)

女性のための労働相談（毎週金曜日）
(横浜市西区・マザーズハローワーク横浜内)

出張相談（毎週木曜日）
(相模原市中央区役所市民相談室内)

出張相談（毎週火曜日）
(横須賀市・県横須賀合同庁舎内)

出張相談（毎週水曜日）
(小田原市・県小田原合同庁舎内)

出張相談（第３金曜日）
(開成町・県足柄上合同庁舎内)

女性のための女性弁護士労働相談
（第３木曜日）

（相模原市南区・マザーズハローワーク相模原内）
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１．労働相談･･･問題解決の助言･あっせん、年間約12,000件

２．労働講座･･･予防解決の為に労働法知識等の普及啓発

３．労働関係資料・情報の提供･･･労働手帳等の提供

４．労働環境の向上・改善･･･労務改善事業所訪問等 ほか

主な業務
かながわ労働センターでは、労使紛争の予防･解決促進と合理的労使関係の形成、
労働福祉の向上、働きやすい環境づくりを図ることを目的に次の業務を行っています。

はじめに
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主な業務

はじめに

２．労働講座（湘南支所管内）

〇１０月１８日１８～２０時 平塚市勤労会館

「職場のハラスメント対策の動向」

〇１０月２２日１８～２０時 おだわら市民交流センター

「こんなときだから知っておきたい非正規雇用のルール」

講師：桐蔭横浜大学教授 勝亦 啓文 氏

〇１１月１１日１８～２０時 茅ヶ崎市勤労市民会館

「コロナ時代の新しい働き方 テレワーク、副業・兼業の

要点解説」

講師：東洋大学法学部専任講師 北岡大介 氏



かながわ労働センターの労働相談

労働相談件数の推移 ＜H２２～R２年度＞
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かながわ労働センターの労働相談

男女別労働相談件数の推移
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かながわ労働センターの労働相談
労働者の男女別・雇用形態別相談件数
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かながわ労働センターの労働相談

正規・非正規雇用労働者別の構成比
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かながわ労働センターの労働相談

産業別労働相談件数
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かながわ労働センターの労働相談

年度別労働相談項目上位５位

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

１ 位

解雇・雇止め・
退職

2,989 
(15.8%)

解雇・雇止め・
退職

3,002 
(15.8%)

解雇・雇止め・
退職

3,227 
(15.8%)

解雇・雇止め・
退職

3,271 
(15.8%)

解雇・雇止め・
退職

3,470 
(17.2%)

２ 位
労働時間

2,572 
(13.6%)

労働時間
2,627 

(13.8%)

労働時間
2,755 

(13.5%)

労働時間
2,938 

(14.2%)

賃 金
2,831 

(14.0%)

３ 位
賃 金
2,149 

(11.3%)

賃 金
2,391 

(11.0%)

賃 金
2,401 

(11.0%)

賃 金
2,481 

(12.0%)

職場の人間関係
2,378 

(11.8%)

４ 位
職場の人間関係

1,914 
(10.1%)

職場の人間関係
2,125 

(11.2%)

職場の人間関係
2,394 

(11.7%)

職場の人間関係
2,454 

(11.9%)

労働時間
2,010 

(10.0%)

５ 位

健康保険・
年金保険

1,176 
(6.2%)

労働契約・採用
1,154 
(6.1%)

労働契約・採用
1,190 
(5.8%)

労働契約・採用
1,177 
(5.7%)

労働契約・採用
893 

(4.4%)
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かながわ労働センターの労働相談

職場の人間関係に関する相談（内容別件数）
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国の都道府県労働局に寄せられた

企業と労働者の紛争に関する相談状況

（厚生労働省「令和２年度個別労働紛争解決制度施行状況」をもとに作成）

12かながわ労働センター
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かながわ労働センターの労働相談

あっせん指導の相談内容別処理結果
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新型コロナウイルス感染症関連の相談

かながわ労働センターの新型コロナウイルス感染症関連の相談＜令和2年度＞
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内容別相談件数（新型コロナ関係）



新型コロナウイルス感染症関連の相談

かながわ労働センターの新型コロナウイルス感染症関連の相談＜令和2年度＞
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産業別相談件数（新型コロナ関係）
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１労働者からの相談

(1) 休業手当に関わるもの

小売店の販売員。これまで数名でシフトが組まれていた
が、新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少し、
自分のシフトが全く入らなくなった。会社は休業手当を支
払うつもりはないと言っており、収入が途絶えて困ってい
る。

⇒ 休業手当について説明し、会社が休業手当の支払いに
応じない場合の対応として、休業中に賃金（休業手当）を
受けられなかった方に対して国が支給する「新型コロナウ
イルス感染症対応休業支援金・給付金」を案内した。
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１労働者からの相談

(2) 解雇に関わるもの

経理担当の社員。新型コロナウイルス感染症の影響で事業所
の閉鎖が決まり、１か月後に解雇する旨の通知を受けた。会社
に解雇の理由を聞いているが明確な回答がない。別の事業所
でもよいので仕事を続けたい。

⇒ 経営難を理由とした人員整理は、整理解雇と呼ばれ、多くの
裁判例では、人員削減の必要性、解雇回避の努力、対象者の
選び方、十分な説明といった４つの要件（要素）を有効性の判断
基準としていることを説明し、かながわ労働センターのあっせん
指導や、解雇無効を争う場合の対応として裁判所の手続き等を
助言した。
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１労働者からの相談

(3) 安全衛生に関わるもの

コールセンターのスタッフ。狭い部屋で多くの従業員が働い
ているが、会社はマスクの着用を義務付けていない。同僚の中
にはマスクをしないで咳をしている者もおり、感染のリスクを感じ
ている。会社に感染防止対策を求められないか。

⇒ 使用者の安全配慮義務について説明したうえで、神奈川県
の新型コロナウイルス感染症対策の対処方針、感染防止対策
取組書等を案内し、同じ不安を持った同僚と一緒に会社側と話
し合うよう助言した。
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１労働者からの相談

(4) その他①

会社から、家族旅行先の変更もしくは旅行自体を中止できな
いかと言われている。

⇒使用者は、安全配慮義務の一環として、新型コロナウイルス
への感染を防止し、快適な職場環境の実現等を通じて労働者
の安全と健康を確保するようにしなければならず、必要に応じて、
労働者に一定程度の行動制限をお願い
することは可能と考えられます。
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１労働者からの相談

(4) その他①（続き）
家族旅行から帰宅後、会社から、
（A）「自費でPCR検査を受けて陰性を証明する」か
（B）「2週間の出勤停止とする」のどちらかになりますと言われて
います。
（A）のPCR検査費用は、誰が負担するのでしょうか。
⇒ （A）PCR検査の受診については、使用者の安全配慮義務の
観点から、必要に応じて、労働者に業務命令としてPCR検査を
受診させることは可能と思われます。
この場合の検査費用は、原則、会社が負担
すべきものと考えられます。
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１労働者からの相談

(4) その他①（続き）
（B）出勤停止時の休業手当の支払いはあるのでしょうか。
⇒労働者が新型コロナウイルスに感染している場合は、一般的
には休業手当を支払う必要はありません。
新型コロナウイルスへの感染が疑われるだけで、かかりつけ
医等の身近な医療機関に相談した結果を踏まえても職務の継
続が可能である場合に、会社の自主的な判断で休業させたとき
は、一般的には休業手当を支払う義務が生じます。

※いずれにしても、そのときの状況や理由など個々の内容によ
り判断していく必要があると思われますので、まずは会社とよく
話し合うことをお勧めします。
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１労働者からの相談

(5) その他②
接客業の有期契約の従業員。先日、職域接種について同意を
求める書類が従業員に配布されたので、上司に相談したところ
「ワクチンの接種を受けられない場合は、接客の仕事は難しくな
るので、次の更新ができるかどうかわからない。」と言われてし
まいました。私は今の仕事を続けたいのですが。

⇒新型コロナウイルスのワクチン接種については、「接種を受け
るよう努めなければならない」という予防接種法第９条の規定が
適用され、いわゆる「努力義務」と呼ばれており、
「義務」とは異なります。接種を受けるか否かは
あくまで、本人の意思に委ねられています。
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１労働者からの相談

(5) その他②（続き）
このようなことから、従業員個人の意思に委ねられている事柄
について、企業が命令や強要することはできませんし、接種しな
いことを理由に、労働者に対して解雇や雇止め等の不利益な取
扱いをすることは適切ではないと考えられています。

以上のことから、ワクチンを受けることに不安がある場合は、
必ずしも同意する必要はありませんが、一方で、使用者には安
全配慮義務があり、職場における感染防止対策をとらなければ
なりません。
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１労働者からの相談

(5) その他③（続き）
そこで、今回のケースでは、例えば、定期的にＰＣＲ検査を行う、
あるいは、当面の間、感染に関して支障のない業務に変更する
などの対応が考えられますので、まずは使用者と十分に話し
合ってみてはいかがでしょうか。

個人では話し合いが難しい場合には、会社内の従業員で作っ
ている労働組合に相談するか、会社に労働組合が無い場合に
は、1人でも加入できる地域の合同労組に加入していただき、交
渉する方法も有効と思われます。
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２使用者からの相談

(1)休業手当に関わるもの①

飲食店を営む個人事業主。県からの時短営業要請を受け、店
舗の営業時間を短縮したため、従業員の勤務時間を短縮した。
資金繰りが苦しく、従業員に休業手当が払えない。

⇒ 休業手当について説明したうえで、休業手当等の一部を助
成する雇用調整助成金等の公的支援策の利用を助言した。
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２使用者からの相談

(2)休業手当に関わるもの②

飲食店を営む個人事業主。従業員が発熱などの症状がある
ため、自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか
。

⇒ 新型コロナウイルスかどうかわからない時点で、従業員が
自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていた
だき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に
労働者に休んでいただく場合のように、使用者の自主的な判断
で休業させる場合は、一般的には、使用者の責に帰すべき事由
による休業に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
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２使用者からの相談

(3)その他①

新型コロナワクチンの接種時や接種後に発熱などの症状が
出た場合のために、会社として休暇や労働時間の取り扱いにつ
いて検討していますが、どのような制度が考えられますか。

⇒ワクチン接種や、接種後の副反応等に活用できる休暇制度を
新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効し
た年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使え
るようにする制度)等をこれらの場面にも

活用できるよう見直す。
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２使用者からの相談

(3)その他①（続き）

特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間
、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行う
ことなど)や、出勤みなし(ワクチン接種の時間、労務から離れる
ことを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取
り扱うこと)を認める。

このような制度は、ワクチン接種を強要するものではなく、労働
者が休暇等を任意に利用できるものである限り、ワクチン接種
を受けやすい環境の整備にかなうものと考えられます。

労働者が活用しやすいよう、労働者の希望や意向も踏まえて
御検討ください。
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３かながわ労働センターのあっせん指導

（１) 解雇に関わるもの
即日解雇された。就労の継続は求めないが、次の就職先が見
つかるまでの生活が苦しいとの相談。

⇒ 使用者に事情を訊いたところ、解雇の際必要とされる手続き
がよく分からないとのことだったので、解雇予告手当の説明をし
た。使用者は労働者に30日分の賃金の支払いを約束し、その
後支払われた。

かながわ労働センターの労働相談
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かながわ労働センターのあっせん指導

（２） 賃金に関わるもの
先月分の賃金が全く支払われなかったとの相談。

⇒ 使用者に事情を訊いたところ、相談者に貸していた社用車
が破損しており、その修理代を賃金から天引きしたとのこと。労
働基準法上の賃金全額払いの原則について説明したところ、使
用者は賃金を全額払うことを約束し、その後支払われた。

かながわ労働センターの労働相談



事業支援について

〇新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けて

いる事業者の皆様へ

神奈川県HPでは、新型コロナウイルス感染症の流行
により影響を受けている事業者（個人事業主やフリー
ランスを含みます）に向けた支援策を集約し、情報提
供しています。

情報は、随時更新してまいります。

神奈川県 コロナ 事業支援 🔎

かながわ労働センター 31


