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COVID-19 
gofF sf]/f]gf efO/; ;+qmd0f / >d d'2f ;DalGw  

k|Zgf]Q/ 
 
 

k|Zg–! M sf]/f]gf efO/; ;+qmd0fsf sf/0f dGbL cfPsf] eGb} sfo{/t 
sDkgLn] sfd 5f]8g / /fhLgfdf kqdf x:tfIf/ ug{ elgPsf] cj:yfdf 
s] x'G5 < 
 
pQ/ M hfkfgsf] >d sfg"g cg';f/ lagf 7f]; sf/0f sDkgLn] cfˆgf 
sd{rf/LnfO{ hfuL/af6 x6fpg ldNb}g . sfd gx'g', sDkgL 3f6fdf hfg' 
dfq} sf/0fn] sd{rf/LnfO{ cjsfz lbg ldNb}g . To;}n] ;a}eGbf klxn] 
sDkgLsf] k|:tfjnfO{ ;xh} :jLsf/ gu/L hLjg ofkgsf] ;jfn b]vfpFb} 
/fhLgfdf kqdf x:tfIf/ gug'{ pko'St x'G5 . olb tkfO{ / 
sDkgLaLr :ki6;+u s/f/ cjlw ls6fg ;lxtsf] >d ;Demf}tf ul/Psf] 
5 eg] sDkgLn] sd{rf/LnfO{ aLr}df cjsfz lbg' eg]sf] Hofb} s7Lg laifo xf] . o;}u/L 
tkfO{ k|lzIffyL{ sfdbf/sf ?kdf ;]jfsflng cjlwd} x'g'x'G5 eg] gLltut ?kdf aLrd} avf{:tL 
ug{ ;lsb}+g . /f]huf/ k|bfos sDkgL -xfs]g_ dfkm{t sfo{/t x'g'x'G5 eg] klg 
/f]huf/bftf sDkgL / /f]huf/ k|bfos sDkgLaLrsf] ;dembf/L kq cg';f/ aLr cjlwd} 
crfgs avf{:t ug{ ;lsb}+g . 
 
 
 

k|Zg–@ M sf]/f]gf efO/; ;+qmd0fsf sf/0f sDkgLdf Aoj;flos dGbL cfPsf] 
/ eljio klg clglZrt b]lvPsf] sf/0f b]vfpFb} sfo{/t sDkgLn] 
/f]huf/L ;DalGw s/f/ /2 x'G5 elgPsf] cj:yfdf s] x'G5 < 
 
pQ/ M sDkgLsf] c:yfoL?kdf cfly{s ljrng cfPsf] eGb}df 
PstkmL{ /f]huf/ ;Demf}tf /2 ug{ ;lsb}+g . 
 

Ｑ１ 新型コロナウイルス感染

拡大が原因で、仕事がヒマにな

ったからと会社を辞めるように

言われ、退職届にサインするよ

うに求められています。 

Ａ１ 日本の法律では正当な理

由もなく辞めさせることは出来

ません。「ヒマだから」「赤字だ

から」ということだけでは本当

に辞める必要があるのかわかり

ません。まずは、「わかりまし

た」と簡単に同意しないことで

す。「生活があるから辞められま

せん」と伝えて退職届にもサイ

ンしないことです。あなたが

「雇用契約期間が決められてい

る」労働者であれば、会社が雇

用契約期間内の途中でクビにす

ることはかなり難しいです。ま

たあなたが技能実習生であれば

実習期間の途中で辞めさせるこ

とも原則的には出来ません。あ

なたが派遣労働者であれば派遣

期間の途中で派遣先の会社が派

遣契約を解除したことを理由に

派遣会社があなたをすぐに解雇

は出来ません。 

Ｑ２ 新型コロナウイルス感染拡

大が原因で、会社の業績が下が

り、先行きがわからないので採用

を取り消しますと言われたのです

が？ 

Ａ２ 会社の経営が一時的に悪く

なったからと言って、一方的に採

用を取り消すことは出来ません。 
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k|Zg –# M sDkgLdf Aoj;flos dGbL cfPsf] eGb} :yfoL sd{rf/Laf6 s/f/df c:yfoL 
sd{rf/Lsf?kdf kl/jt{g u/L tnj 36fOg] elgPsf] cj:yfdf s] x'G5 < 

 
pQ/ M :yfoL sd{rf/Laf6 ha/h:tL?kdf s/f/gfdf u/L c:yfoL 
sd{rf/Lsf?kdf kl/jt{g ug{ ldNb}g . o;}u/L hfkfgsf] >d 
sfg"gcg';f/ PstkmL{?kdf tnj 36fpg ldNb}g . tnj, sfd 
ug]{ ;do, /f]huf/L ;+u ;DalGwt zt{ nufotsf laifo /f]huf/bftf 
sDkgL / sfdbf/aLr ePsf] >d ;Demf}tfdf :ki6 ls6fg ul/Psf] 
x'G5 . 
>d ;Demf}tfsf cGt/j:t'sf af/]df /f]huf/bftf sDkgL / 
sfdbf/aLr cfk;L ;xdltsf cfwf/df lgwf{/0f ul/g] laifo x'g .  

 
 
k|Zg–$ M km}nbf]+ sf]/f]gf efO/; ;+qmd0fsf sf/0f sfd gePsf] 
sf/0f b]vfO{ sDkgLn] 3/d} labf a:g elgPsf] cj:yfdf s] 
x'G5 < 
 
pQ/ M sDkgLsf sf/0f sd{rf/L labf a:g k/]df lghn] 
vfOkfO cfPsf] tnj ;'lawfsf] ^) k|ltzt jf ;f] eGbf a9L 
sDkgLn] e'StfgL ug}{kg]{ x'G5 . 
 
《cf};t tnj eGgfn]》《平均賃金 HEIKIN CHINGINとは》 

sDkgLsf] sf/0f labf ;'? ePsf] lbgb]lv cufl8sf # dlxgfdf x'g cfpg] hDdf lbg 
/ ;f] cjlwdf k|fKt u/]sf] tnj ;'lawfsf] lx;fan] x'g cfpg] k|ltlbg a/fa/sf] kfl/>ldsnfO{ hgfpF5 . olb sDkgLn] dfl;s tnj 
e'StfgL ug]{ lbg lglZrt ul/Psf] 5 eg] ;f] ldltb]lv cufl8sf # dlxgfdf x'g cfpg] hDdf lbgn] ;f] cjlwdf a'lemlnPsf] tnj 
/sdnfO{ efu ubf{ cfpg] c+s g} k|ltlbgsf] cf};t kfl/>lds x'g cfpF5 .  

会社都合で休みをスタートした日以前の3か月にあなたに支払われた賃金総額をその3か月の総日数で割った金額。会社で毎月の賃金

締切日が決まっている場合は直前の締切日から3カ月の賃金を3か月の総日数で割ります。 

 

 

k|Zg –% M ?3fvf]sL nfUg], h/f] cfpg], z/L/ b'Vg] / cfn:o x'g] u/]sf]n] 
sf]/f]gf efO/; ;+qmd0fsf] nIf0f x'g ;Sg] cfz+sfn] lrGtf nfu]sf] 5, o:tf] 
cj:yfdf labf a:g ;lsG5 < csf]{lt/ labf a;]sf] cjlwsf] tna gkfpg] 
lrGtf klg plQs} 5, o:tf] cj:yfdf s] x'G5 < 
 

pQ/ M To:tf] cj:yfdf sDkgLnfO{ hfgsf/L glbOsg} labf a:g ;lsG5 . 
pSt sDkgLdf ^ dlxgf eGbf al9 cjlw / *) k|ltzteGbf al9 
xflh/Lsf ;fy sfd ug'{ePsf] 5 eg] >d dfkb08 cg';f/ tnjL labf 
kfpg] ;'lawf 5 . tkfO{n] bfjL u/]sf] tnjL labfsf] ;x'lnot sDkgLn] ab/ 
ug{ ldNb}g . 
 

《jflif{s tnjL labf eg]sf]》 lglZrt cjlw ;]jf k"/f u/]sf sd{rf/Lsf] dfgl;s tyf zfl//Ls ysfg sd ug{ / cf/fdbfoL 
hLjg ;'/lIft ug{ lbO{g] ;'lawf xf] . 
《年次有給休暇とは》 一定期間勤続してきた労働者に対して心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される有給の休暇

です。

Ｑ３ 会社の業績が悪いから正社

員から契約社員にして、給料を下

げたいと言われました。 

Ａ３ 正社員から契約社員への勝

手な身分変更は出来ません。また

給料を一方的に減額するなど労働

条件を不利益に変更することは原

則的には出来ません。給料や労働

時間など労働条件は会社と労働者

の間での労働契約で決まっていま

す。労働契約の内容(労働条件)は

労働者と使用者とが対等で決める

べきことです。 

Ｑ５ 熱や体がだるいなどカゼの

症状があり、新型コロナウイルス

に感染しているのでは？と心配で

す。仕事を休むことができます

か？また休んでいる期間の収入も

心配です。 

Ａ５ 会社と症状を伝えて無理を

せず仕事を休みましょう。半年以

上勤務し８割以上出勤していれば

労働基準法で有給休暇を取得する

ことができます。あなたが申し出

た有給休暇を会社は断ることは出

来ません。 
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lglZrt ;]jf cjlw k"/f u/]sf sd{rf/Ln] b]xfosf] tflnsfdf b]vfO{P cg';f/ aflif{s tnaL labfsf] ;'lawf Uof/]G6L ul/Psf] 5 . 
＊年次有給休暇の付与日数は次の表のとおりです。 
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＊olb tkfO{nfO{ sf]/f]gf efO/;sf] ;+qmd0f ePsf] k'li6 eO{ lrlsT;sn] sfdaf6 labf a:g ;Nnfx lbO{Psf] 5 eg] 

/ tkfO{;+u hg/n :jf:Yo jLdf -jf sDkgLåf/f pknAw u/fO{Psf] :jf:Yo jLdf sf8{_ 5 eg] labf a;]sf] cjlwe/sf] tnasf] ^) 
k|ltztn] x'g cfpg] /sd kfOg] ePsf]n] To;sf nflu sfo{/t sDkgLnfO{ k|lqmof cufl8 a9fpg 
nufcf}+ . 

＊新型コロナウイルスやインフルエンザなどに感染して医師から仕事を休むように診断された場合、あなたが健康保険に加入している(会社

から健康保険証を渡されている)ならば、給料の約６割の休業補償が受け取れますので会社に手続きをしてもらいましょう。 

 

 

k|Zg – ^ M sf]/f]gf efO/;af6 ;+qmldt AolSt sfo{/t sDkgLd} 
e]l6Pkl5 :jf:Yo k/LIf0f ubf{ cfk'm klg ;+qmldt ePsf] k'li6 
ePsf] cj:yfdf Ifltk"lt{sf] Aoj:yf s] x'G5 < 
 
pQ/ – sfo{/t sDkgLd} ;+qmldt ePsf] xf] eg] tkfO{+n] >d 
b'3{6gf;+u ;DalGwt ;x'lnot kfpg' x'g] 
5 . ;Dk"0f{ pkrf/ vr{ / labf a;]sf] cjlwe/sf] vfOkfO{ cfPsf] 
tnjsf] *) k|ltzt lx:;f tnj klg kfpg' x'g]  
5 . To;}n] sfo{/t sDkgLdf >d b'3{6gf ;DalGw jLdf 
ug{ nufcf}+ . 

 
k|Zg–& M cfˆgf] afnaRrf cWoog ul//x]sf] k|fylds ljBfno 
c:yfoL?kdf cfsl:ds ljbf eO{ pgLx?sf] x]/rfxsf nflu 
sDkgLsf] sfd 5f]8g'sf] ljsNk gePsf] cj:yfdf tnjsf] 
Ifltk"lt{sf] Aoj:yf s] x'G5 < 
 
pQ/ M k|fylds ljBfno tyf lzz' :ofxf/ s]Gb| h:tf afnaRrfx? 
/fVg] ;fa{hlgs :yn cfsl:ds ljbf 
eO{ pgLx?sf] x]/rfxsf nflu afa' jf cfdfn] sDkgLaf6 labf 
lng'k/]sf] cj:yfdf To; cjlwsf] sDkgLn] tna 
e'Stfg u/]sf] 5 eg] hfkfg ;/sf/n] To:tf sDkgLnfO{ cg'bfg 
lbg] Aoj:yf 5 . t;y{ sfo{/t sDkgLnfO{ labf cjlwsf] klg tna e'StfgLsf nflu 
cg'/f]w u/f}+ .

Ｑ６ 社内で新型コロナウイルスに

感染した人が見つかり、私も検査し

たら感染していることが分かりまし

た。何か補償はあるのでしょうか。 

 

Ａ６ 仕事で新型コロナウイルスに

感染したのであれば労災が適用され

ます。治療費や休業補償（賃金の８

割）が支給されます。会社に労災の

手続きをしてもらいましょう。 

 

Ｑ７ 子どもの通っている小学校

が臨時休業となり会社を休まざる

を得ませんでした。給料の補償な

どはありますか。 

 

Ａ７ 小学校や保育園など子ども

を預かる施設が臨時休業して子ど

もの世話をするために会社を休ん

だ時に会社が給料を支払った場

合、国が会社に助成金を支払う制

度が出来ました。会社に給料を払

ってもらえるように頼んでみまし

ょう。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
＊このＱ＆Ａは、「解雇」「不利益変更」「休業補償」などについて、一般論を書いたものです。実際には、会社の大きさや経営状況など、個

別の具体的なケースによって答えも変わります。また日本政府の今後の政策によって変わることもあります。 

  

大事なことは、社長が言うから、上司が言うからと簡単に「わかりました」と認めないことです。そして一人で悩まずに専門の相談機関(市役

所、労働基準監督署、労働組合、ＮＰＯなど)に相談をしましょう。 

 

＊ of] k|Zgf]Q/, sDkgLaf6 avf{:tL, gf]S;fgL, kl/jlt{t ;Gbe{sf Aoj:yf, /f]huf/Laf6 lj>fd lng'k/]sf] cj:yfsf] 

Ifltk"lt{ af/]sf] ;fdfGo hfgsf/L xf] . t/ jf:tljstfdf sDkgLsf] cfsf/, sDkgLsf] Aoj;flos cj:yf / tfTsflns 

ljz]if vfnsf] k|s[ltdf plNnlvt k|ZgfjnLsf pQ/ lge{/ x'G5g¥ . o;sf ;fy} eljiodf hfkfg ;/sf/sf] gLlt 

kl/jt{g klg x'g ;Sb5 . dxTjk"0f{ s'/f] eg]sf] sDkgLsf] dflns jf af];n] eg]sf] eGb}df pgLx?sf] 

s'/f]df ;xh} ;xdlt hgfpg xb'F }g . To;}n] o:tf] cj:yfdf PSn} tgfj lnP/ a:g'sf] ;§f cflwsfl/s 

k/fdz{ lgsfo -l;6L sfof{no, >d dfkb08 lg/LIf0f laefu, >lds ;+u7g jf u}/;/sf/L ;+3;+:yf_ 

df k/fdz{ u/f}+ . 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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