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はじめに 
 
 
 本書は、オーストラリアで事業を行うことに関心のある日本企業および投資家に必要な職

場関係法に関する情報をビクトリア州を中心にガイドとしてまとめたものである。 
 
本書は基本的には 2006 年 3 月 1 日現在の法律をもとにまとめたもので、今後変更・改正

の可能性があることにご留意願いたい。なお 2006 年 3 月 27 日に施行されることとなってい

る連邦職場関係法の改正法（”Work Choices” と通称される）については、施行を前提にその

内容を本書にできる限り盛り込んでいることに注意されたい。 
 
本書は、質問に答える形式の章（第１章から第 5 章）と連邦職場関係法改正法の概要（添

付）で構成されている。 
 

 なお、本書はジェトロ・メルボルンセンターが担当したもので、実際の取りまとめは、

TressCox Lawyers に委託した。 
 
本書が関係者各位のご参考となれば幸甚である。 
 
 

2006 年 3 月 
 

日本貿易振興機構（JETRO） 

 Page 2 
  



 
 

目次 
 
 
第 1 章 ビクトリア州の職場関係法について 
 

1. ビクトリア州の職場関係はどの様な法律に準拠していますか 

2. 雇用関係はどのような法律の枠組にありますか 

3. 民間の雇用関係にかかる関係者にはどのようなものがありますか 

4. 「職場での健康と安全基準」で はどのようなことを扱いますか 

5. ビクトリア州の有給長期勤務休暇はどのような仕組みですか 

6. 差別禁止・機会均等とハラスメント禁止の取り扱いは？ 

7. ビクトリア州での 近のセクハラ事件の具体例をあげてください 
 

第 2 章 雇用関係に入るにあたって 
 

8. まず雇用契約ではどのような事項を押さえるべきですか 

9. 試用期間の設定とその期間中の従業員の取り扱いはどのようにすればい

いですか 

10. 試用期間は 3 ヶ月、6 ヶ月いずれが適切ですか 

11. 「一従業員は大会社・雇用主と対等」と聞きますがその意味は？ 

12. カジュアルワーカーとパートタイマーとの違いは？ 

13. コントラクター・請負人と従業員の違いは？ 
 
第３章  職場での雇用主と従業員の関係において 
 

14. どのような指針 (Policies) の整備が必要ですか 

15. 雇用関係での「適正手続」とは何のことですか 

16. 勤務評定で気をつけるべきことを教えて下さい 

17. E メール交信、インターネットアクセスについて特に注意すべきこと

は？ 

18. 妊婦である従業員への対応でまず注意すべきことは何ですか 

19.  ビクトリア州の出産休暇の制度について説明して下さい 

20. 重要な従業員の定着策にはどんなことがありますか 

21. 労務監査とは何のことですか 
 

 Page 3 
  



第４章 雇用関係の終了にあたって 
 

22. パフォーマンス不足による解雇はどのようにしますか 

23. 雇用関係終了時の雇用主が社内的チェックすべきことは何ですか 

24. 雇用関係終了時に雇用主は対外的には何をすべきですか 

25.  免責証書、権利放棄証書について説明してください 

26. 守秘義務、競業避止義務について説明してください 
 
 
第 5 章 連邦雇用関係法改正法施行への対応 
 
 27. 2006 年 3 月 27 日連邦・職場関係法 (WRA) 改正法の施行に当たってのビ

クトリア州の雇用主としてまずすべきことは何ですか 
 
 
添付  連邦職場関係法改正法の主要ポイントの概要（豪州全体を対象として） 

 
1. 新職場関係システムと適用法規 

2. 雇用関係のベースと 低労働条件 (The Standard) 

3. 労働裁定 (Awards) 

4. 「認証協約」(Certified Agreements) と新「職場契約」(Workplace 
Agreements) 

5. 新・豪職場契約 (AWAs: Australian Workplace Agreements) 

6. 組合職員の職場立入権－差別禁止違反、OHS 違反、不当解雇の場合 

7. 公休日 (Public holidays) 

8. 集合、結社の自由 (FOA: Freedom of Association) 

9. 雇用記録の保存 

10. 雇用関係の終了と不当解雇 (Unfair Dismissal) ならびに不法解雇 (Unlawful 
Dismissal). 

11. 小規模雇用主に対する雇用調整に伴う解雇による退職手当支払の免除 

12. 職場関係にかかる公的機関の概要 
 
 

以上 
 

 Page 4 
  



第 1 章 ヴィクトリア州の職場関係法について 
 
 
1. ビクトリア州の職場関係はどの様な法律等に準拠していますか 
 
1.1. ビクトリア州（以下「ビ州」）は、1996 年に the Commonwealth Powers (Industrial 

Relations) Act 1996 (VIC) をもって、殆どの労使関係に係る立法権を連邦議会に委譲

しました。従って、本年 3 月 27 日施行の連邦職場関係法 (Workplace Relations Act 

1996: 以下“WRA” という) の大改正（いわゆる “Work Choices”）を待つまでもなく、

すでに 1996 年から多くの側面で WRA の下にあります。 
 
1.2. しかしなお、職場での健康・安全 (OHC: Occupational Health & Safety)、 有給長期勤

務休暇 (LSL: Long Service Leave)、児童の雇用 (Child Employment) ならびに衣類産業

での派遣社員 (outworkers) の保護等については、ビ州法が適用されています。差別禁

止 (Anti-Discrimination)・機会均等 (Equal Opportunity) あるいはハラスメント禁止  

(Anti-harassment) については、連邦法、ビ州法の双方がカバーし合う形で適用されて

います。 
 
1.3. 直接に職場関係にかかわるビ州の法律をあえて列挙すれば、以下のようになります。 
 

• Commonwealth Powers (Industrial Relations) Act 1996: 労使関係に係る特定事項

のビ州の立法権を連邦議会に委譲するとしたもの。 

• Federal Awards (Uniform System) Act 2003: 連邦労働関係委員会 (AIRC: 

Australian Industrial Relations Commission) に、これまで適用のなかったビ州の

雇用主、従業員について、連邦労働裁定の条件にかかる管轄権限を付与する

もの。 

• Outworkers (Improved Protection) Act 2003: ビ州内の衣料産業 (the clothing 

industry) に従事する Outworkers（工場などの集合場所以外で下請けなどの形

態で業務を行う者）の保護を目的とするもの。 

• Child Employment Act 2003: 労働現場での子供の健康、安全、福利厚生の促進

を図り、もって子供の教育に悪影響を与えないよう保護するためのもの。 

• Long Service Leave Act 1992: 有給長期勤続休暇に関する規定。パートタイム、

カジュアルワーカーの有給長期勤続休暇についても取り扱う。2006 年 1 月に

大幅な改正法が施行された。 
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• Construction Industry Long Service Leave Act 1997: ビ州の建設業に従事する労

働者が異なる雇用主、様々なプロジェクトのために就労した場合の有給長期

勤務休暇の権利について規定する。 

• Workplace Rights Advocate Act 2005: この法律によって WRA (the Office of the 

Workplace Advocate) が設立された。（WRA については、巻末の「職場関係

にかかる公的機関の概要」を参照。） 

• Owner Drivers and Forestry Contractors Act 2005: 個人運転手、森林労働者の保

護と依頼主 (hirers) との適正な関係を促進するためのもの。 

• Trade Unions Act 1958: ビ州内での労働組合の存立と活動の根拠となる法律。

組合の法的権利と義務について取り扱う。 

• BLF (De-Recognition) Act 1985: 労使関連法が一応の整備をみたのに応じて制

定された、建築労働者連盟 (the Builders Labourers Federation) の解体について

の法律。これらの者がビ州に適用ある労働裁定によって保護される仕組みを

作ったもの。 

• Labour and Industry Act 1958: 古くビ州の労働、職場にかかる権利義務につい

てまとめて規定したものであるが、その内容の多くが他の法律にとって代わ

られている。 

• Occupational Health and Safety Act 1985: 職場の健康と安全にかかる雇用主の義

務、従業員の権利等を取り扱う。 

• Equal Opportunity Act 1995: 職場をふくむあらゆる場所での差別禁止、機会均

等、ハラスメント禁止を取り扱う。 

 
2. 雇用関係はどの様な法律の枠組の中にありますか 
 
2.1. 雇用関係は大きく次のいずれかの内にあります。本年 3 月 27 日施行の WRA 改正法

によって始めて連邦のシステムに入ることとなる他州では、これらの他に 3 年間の

経過措置期間中は限定的に有効な州労働裁定 (State Awards)、認証契約 (Certified 

Agreements, Enterprise Agreements, Collective Agreements などと呼称) が適用されるの

に対して、ビ州はより簡潔なシステムにあるといえます。 
 

• 連邦労働裁定 (Federal Awards) 

• 連邦（集合）職場契約 (Federal (Collective) Workplace Agreements) 

• 連邦（個人）職場契約 (Australian Workplace Agreements) 

• 個別雇用契約 (Individual Employment Agreements) 
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2.2. 業種別の労働裁定ないし（集合）職場契約は、その職場に勤務する従業員に自動的

に適用され、（個人）職場契約は OEA (Office of Employment Advocate) に届出られ、

それが適用されます。個別契約は文書、口頭でも法律的に有効です。むろん手紙の

形式でも有効になり得ます。ただし、証明のし易さを考えれば、口頭でなく何らか

の文書の形にすることが望ましいといえます。 
 
 
3. 民間の雇用関係にかかる関係者 (Stakeholders) にはどのようなものがありますか 
 
3.1. 基本的に雇用主と従業員が雇用契約の当事者です。この国では主として職業別で構

成される組合は、（集合）職場契約で当事者になってくる場合があります。 
 
3.2. 公的機関としては以下のものがあります（機能について添付の 12. を参照のこと）。 

• AIRC (Australian Industrial Relations Commission) 
• AFPC (Australian Fair Pay Commission) 
• OWS (Office of Workplace Service) と職場検査官 (Workplace Inspectors) 

• OEA (Office of Employment Advocate) 
• The Taskforce (the Award Review Taskforce) 
• Bargaining Agent 
• ビ州に特殊なものとして、特に従業員の保護を目的として現労働政権下で設

立された WRA (Office of the Workplace Rights Advocate) がある 
 
 
4. 「職場での健康と安全 (OHS) 基準」ではどの様なことを扱いますか 
 
4.1. 職場の健康と安全に関する法規制は、現在のところ州ベースです。ビ州では、

Occupational Health & Safety Act 2004 (VIC) が適用されます。法律に加えて、規則 

(Regulations)、行動規範 (Codes of Practice:ビ州での呼称) が OHS のシステムを構成し

ています。 
 
4.2. 雇用主は、フルタイム、パートタイム、カジュアルワーカーあるいはコントラクタ

ー・請負人（雇用契約ではありませんが）に対しても、職場での健康と安全を確保

する義務を負っています。 
 
4.3. 法は、職場での安全について雇用主と従業員を教育し、職場において雇用主、従業

員間の密な連絡 (consultation) を推進し、さらに実効的な危険防止ないし排除のリス

クマネージメントシステムを構築、実施することを目的とするとしています。違法

の場合、とりわけその危険を放置した結果従業員が傷害を被ったあるいは死亡した
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場合には、雇用主たる会社への罰金ばかりか、取締役個人に禁固刑あるいは高額の

罰金が課せられることがあります。 
 
4.4. 近の関連法改正で特徴的なのは、雇用主の積極的行動と、自らの職場環境での健

康、安全についての重要な決定について従業員を関与させる事としている点です。

従業員の意見も十分斟酌する事が雇用主にもとめられています。 
 
4.5. 法律上の義務を全うする為にビ州の雇用主には、具体的に以下の様な行動をするこ

とが求められています。 
 

• 安全な職場システムの構築 

• 職場の安全にかかる事項についてのモニタリング 

• 安全の為の機械・備品の整備と保全 

• 十分なトイレ、冷水施設、衛生的な食事場所などの設置 

• 職場安全にかかる情報の提供、トレーニング 

• 職場での健康・安全にかかる事項及びその変化の記録 

• 適切な健康、安全管理に必要な人員の雇用ないし外注による確保 

• 各従業員との過去の健康・安全についての支障とそれへの職場での対応 

• 情報収集、トレーニングについて Victorian WorkCover Authority (VWA) の積

極利用 

• 危険物取扱い、危険場所での業務（たとえば建築現場など）については、そ

れ相応の対応 
 
4.6. 「危険箇所」は工場、鉱山などのいわゆる現場といわれる所に限らず、オフィスも

含めた職場のあらゆる場所をいうことの認識が雇用主に求められるところです。 
 
4.7. 「安全な職場システムの構築」をさらに具体的にいえば、雇用主には、まず OHS に

かかる指針 (policy) の整備、マネージメントならびに全従業員への指針内容の周知、

職場の区割りをして OHS 問題の窓口たる者を任命する、従業員代表も含む OHS 委

員会を組成して、委員会では必要情報を開示することなどが求められています。 
 
4.8. 職場での危険ないし傷害発生箇所の特定、そこでの危険の調査、そしてその危険を

排除し、将来の発生を防止する施策をとることも、これに含まれます。 
 
4.9. 従業員その他の申し立てによる審議の結果、裁判所は、改善命令 (restoration order)、

関連して労災関係係官が職場を検査した場合の経費の支払命令、違法行為の事実・

それによって受けた処罰その他に事項について、特定人に交付することあるいは株
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主への報告書などで公告することの命令、その他職場の危険防止のためのプロジェ

クトやコンプライアンス計画の策定と実施の命令などを発することができます。 
 
4.10. ビ州 の WorkSafe 検査官 (WorkSafe Victoria inspectors) は、法律上、健康・安全に問

題のある職場に昼夜を問わず、リーズナブルな時間に立ち入り、法に従って健康と

安全が確保されているかを検査する権限が与えられています。これには、写真を撮

る、書類を検査する、その写しをとる、関係者にインタビューをする、物のサンプ

ルをとるなどが含まれます。さらに検査官は職場の改善、変更についての通告や指

示 (directions) を出す権限も与えられています。具体的な職場での死亡あるいは重要

な障害などがあった場合には、現場を封鎖し検査をする権限も持っています。 
 
 
5. ビクトリア州の有給長期勤務休暇 (LSL: Long Service Leave) はどの様な仕組みですか 
 
5.1. ビ州の LSL には Long Service Leave Act 1992 が適用されます。2005 年にはビ州は、

高齢者の職場への慰留（いりゅう）を促進することなどを盛り込んだ LSL に関する

大幅な法改正を行いました。この改正は 2006 年 1 月 1 日から施行され現行法となっ

ています。ビ州 LSL 法は殆どのビ州従業員に適用されますが、連邦労働裁定 

(Federal Awards)、（集合）職場契約 (Workplace Agreements)、個人職場契約 ( AWAs: 

Australian Workplace Agreements) の適用のある従業員には適用されません。それら裁

定、契約にすでに盛り込まれているからです。 
 
5.2. 従来はカジュアルワーカー、季節労働者については、LSL の権利を得るのに殆ど期

間の定めのない従業員と同様な勤務形態でなくてはなりませんでしたが、現行法で

は、1) 一雇用主のもとで継続勤務し、かつ 2) 二つの勤務期間が 3 ヶ月以上空いてい

ない場合（空いていても、雇用契約内容に従ったものである場合）には、LSL の権

利があるとされています（LSL 62A 条）。LSL は一雇用主の下での 60 週間勤続につ

き 1 週間（1 年間で約 0.866 週の率）で計算されます。15 年継続勤務で 13 週間の

LSL を取る権利が与えられます（LSL 56 条）。10 年勤続をすれば、勤続期間に応じ

た比率で LSL をとる権利ができます（LSL 56A 条）。 
 
5.3. LSL を取る権利がある従業員と雇用主は、LSL の開始時期については合意すること

となります（LSL 66 条 (1) ）。LSL は 3 回までは分割して取ることができます（LSL 

67 条）。 
 
5.4. LSL の権利を既に取得した従業員は、雇用関係が終了する時には、その権利の買い

上げを雇用主に請求できます。これは辞職、解雇、死亡を問いません（LSL 72 条、

73 条）。雇用関係が終了する場合は、一雇用主の下で 7 年以上継続勤務をした従業
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員については、60 週間勤務に対して一週間の率で買い上げをしてもらえる権利を有

します。7 年未満の勤務者には一切買い上げを要求する権利はありません。法定の買

い上げを拒否した雇用主は刑事罰となる場合があるので注意を要します。なお、従

業員は LSL の「現金化」を要求することはできません（雇用関係終了の場合を除

く）（LSL 74 条）。違法な受領（従業員）あるいは支払（雇用主）は、いずれも刑

事罰に課せられることがあります。 
 
5.5. 雇用主が営業を譲渡するなどして、雇用主は変更しながら同じ職場で勤務する従業

員の LSL は当初の勤続開始時から合算され、常に新雇用主が各従業員の LSL に対応

する義務を負います（LSL 59 条、60 条）。その裏返しとして、雇用主が変更する場

合に、同じ職場で継続勤務する従業員は雇用主に対して、それまでにすでに取得し

た LSL の権利をその機会に買い上げることは要求できません。 
 
5.6. LSL 期間中の公休日 (Public Holiday) は LSL 日数に加えない、即ち LSL 日数は労働日

数で計算をします（LSL 70 条）。LSL 中に勤務する従業員あるいは LSL 中の者を雇

用する雇用主は、刑事罰を科せられることがあります。 
 
 
6. 差別禁止・機会均等 (Anti-Discrimination, Equal Opportunity) とハラスメント禁止 

(Anti-Harassment) の取り扱いは？ 
 
6.1 ビ州では差別禁止・機会均等については、州法たる Victorian Equal Opportunity Act 

1995, Equal Opportunity (Gender Identify and Sexual Orientation) Act 2000 ならびに 

Racial and Religious Tolerance Act 2001 が適用されます。加えて連邦法たる Racial 

Discrimination Act 1975, Sex Discrimination Act 1984 ならびに Disability Discrimination 

Act 1992, Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 も併せて適用され

ます。 
 
6.2 これらは、いわゆるセクハラ (Sexual harassment)、職場でのいじめ (Bullying) あるい

は職場での暴力 (Occupational violence) にも、これらの法律の適用のある場合があり

ます。このように差別禁止、機会均等、ハラスメントに関しては、連邦法、各州法

が重複して類似の規定をもっています。 
 
6.3 これらが雇用関係で問題となるのは、採用に当たり、さらに雇用期間中あるいは雇

用契約の終了に当たって、性、人種、宗教、信仰宗教の有無、出身地、皮膚の色、

年齢、結婚しているか否か、身体障害、妊娠、家族構成・責任 (family responsibility)、

組合員であることないこと、合法的組合活動などであり、法はこれらのいずれかを
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理由とした差別的扱いを違法 (unlawful) としています。差別的扱いは、間接でも違

法となります。 
 
6.4 たとえば定年制は「年齢による差別」として、一部裁判官などを除いて基本的に禁

止されています。従って個々の従業員についても、例えば雇用調整による解雇にあ

ったって「若返えりのため」として、比較的高齢の従業員を他の従業員に先駆けて

解雇することは違法となります。どこまでも雇用契約その他で本人に課された業務

内容とのにらみで、業務を果たしているかを見なければならないこととなります。  
 
6.5 いわゆるセクハラ訴訟で会社たる雇用主が敗訴した場合、直接的には賠償金額、そ

の弁護士の費用、勝訴従業員の弁護士の費用の一部の負担があります。敗訴なら当

然のこと、仮に和解、勝訴しても以下のような間接的な影響は計り知れません。

「被害者」従業員の雇用を継続しながらセクハラ訴訟を遂行し、問題を解決するの

は極めて困難なものといえます。 
 

• 対応するための社員の人材喪失、人件費－Opportunity Loss 

• パブリシティ、企業のイメージダウン 

• 商品不買運動、抗議行動 

• 業績への悪影響、株価下落、経営破綻への加速 

• 職場環境の悪化、職場士気の低下 
  

6.6 連邦 Sexual Discrimination Act 1984（以下「SDA」）は、セクシャルハラスメント

(sexual harassment) の定義として、以下の事があれば、ある人が他人に対して「セク

シャルハラスメント」をしたことになるとしています。 
 

• 行為者（男女を問わず）が、他人に歓迎されない性的な積極行動をした場合、

または歓迎されない性的な行為を他人にすることを要求した場合、ないしは他

人に関してその他の歓迎されない性的行動をした場合で、かつ 
 
• ある情況を総合的に勘案して、もしそこに普通常識人 (a reasonable person) がい

たらその他人が感情を害する (offended)、屈辱を感じせしめる (humiliated) もし

くは威嚇を感じる (intimidated) と理解されるような状況でそれを行った場合。 
 
6.7 SDA は「分野」を限定し、雇用、教育、物品・サービス・施設の供給、宿泊施設、

土地関係、クラブ、連邦法令ないし関係プログラム、資格ならびに登録された機関

に関する分野でのハラスメントを違法 (unlawful) としています。 
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6.8 なお雇用主がこうした事態の発生を防止するすべてのリーズナブルなステップを取

っていたことを証明できない場合には、従業員のセクハラの行為について行為者と

連帯して責任を負うとする「使用者責任」を負うこととなります。 
 
6.9 「リーズナブルなステップを取った」とされるためには、判例ではハラスメントに

ついての指針 (policy) をもっているだけでは足りず、それらの実効性が確保されてい

たことの証明が要求されています（次項に判例あり）。雇用主としては、そのポリ

シーを管理職 (executive officer) に十分周知させかつ従業員全般にポリシーと、もし

セクハラが起きたときの対応策について普及させておき、さらにクレームがあった

際には指針に従って迅速、フェアかつ厳正に対応していく責任があるとしています。 
 
6.10 連邦の人権・機会均等委員会は、職場におけるセクハラ防止のための任意行動基準 

(a voluntary Code of Practice) を使用者へのガイドラインとして設定しています。この

行動基準そのものは強制のものでなく法的拘束力はありませんが、関係法律の強行

規定の内容と、これまで判例をもって積み上げられてきた原則を盛り込んでいます

ので、重要な規準といえます。 
 
6.11 差別・機会均等違反、ハラスメントへの手続は概略以下のとおりで、連邦、各州に

ほぼ共通となっています。 
 

• 所定委員会への苦情の申し立て 

• 関係委員会 (Commission) による調査と和解の道の模索 

• 和解に至らず、または適切でないときには審判機関 (Tribunal) による調査と

審議 

• 審決 

• 審決内容の執行 

• 上訴 
 
6.12 申立先は、ビ州の場合は機会均等委員会 (The Equal Opportunity Commission) で、申

立期限は行為のあった時から 12 ヶ月とされ、この期限後であっても相応の理由 

(good cause) がある場合には委員 (Commissioner) の判断で受理されることもあります。 
 
 
7. ビクトリア州での 近のセクハラ事件の具体例をあげてください 
 
7.1. 2005 年にこれらの内容をより具体的に明言し判断を VCAT (Victorian Civil and 

Administration Tribunal) が出しました。(Styles v Murray Meats Pty Ltd (Anti-
Discrimination) [2005] VCAT  914) 
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7.2. 認定された事実関係は次の通り。食肉店のパートタイムの営業担当 Ms S (女性)は、

職場で男性同僚(A)が他の男性同僚との会話で、女性についての不快な発言(offensive 

remarks)をするのを聞いた。彼女はそれを社長(Managing Director)に報告した。さっ

そくその社長は A に口頭注意をし、A に会社のセクハラ Policy を読み上げさせ、そ

れらの事実の確認書に署名させた。社長はさらにその場で、同じことがあれば解雇

もあり得ると A に重ねて注意した。にもかかわらずその後も A は他の男性同僚 (B)

とともに、女性についての不快発言を続けた。Ms S は頻繁に社長にこのことを報告

し善処するよう求めたが、社長はその後は何も措置しなかった。2 ヶ月ほどして、職

場内で Ms S と A との間で怒気を含む論争や押し合うような形でのいさかいがあった。

その 3 日後その社長は、会社の業績不振を理由とした雇用調整 (Redundancy)である

として Ms S を解雇した。Ms S は、A, B が行ったセクハラにつき、会社に責任があ

る（いわゆる使用者責任）、自分は性差別により解雇されたと VCAT に申し立てた。 
 
7.3. これに対し VCAT は以下の判断をしました。 
 

• 男性同僚 A, B ともセクハラをした。 

• 会社はセクハラを防止するに必要なリーズナブルな手順を踏んでいない。し

たがって A, B のセクハラにつき責任がある。 

• 会社はセクハラ Policy を従業員に配布し、会社のわかりやすい場所に備えつ

けていたが、Policy 自体が次の理由で不適切なものであった。 

− 機会平等、差別禁止に反する具体例が示されていない。 

− 口頭（発言）でもセクハラが成立しうることを明言していない。 

− ハラスメントがあったときにコンタクトすべき者が表示されていない。 

− ハラスメントの内部的苦情処理、対応手順が明示されていない。 

− 外部機関への苦情申し立て方法などの表示が欠けている。 
 

• Policy についても、従業員を集めての説明会はされておらず、Ms S の重ねて

の苦情に対して Policy に従った対応がないなど、会社によって正しく効果的

に実行されていなかった。 

• 会社は Ms S に補償 (compensation)として$8,000 を支払え。 

7.4. VCAT は本件は性差別による解雇ではないとして、Ms S のこの点の申し立ては却下

しました。しかしこの判断では、Policy を整備して従業員に配布し、コピーを事務

所に備えつけたというだけでは足りないことが明確に結論づけられています。ここ

では詳細な内容の Policy と、実効性のある苦情処理手順が求められています。 
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7.5. なお、本件は一州の行政機関の判断であり、他州は当然のこと、ビ州の裁判所でさ

え法的には拘束されません。しかしこの判断は、事実上他州の労働関係その他の行

政審判機関、裁判所にも強い影響を与える判断 (persuasive authority)であろうと広く

理解されているようですので、労務実務上重要な意味を持つといえます。 
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第 2 章 雇用関係に入るにあたって 
 

 
8. まず雇用契約ではどの様な事項を押さえるべきですか 
 
8.1. とくに個別雇用契約は利害の対立する者の間の妥協の産物といえるものです。完璧

な契約などあり得ないという認識はまず必要と思います。しかし、雇用主としては

押さえるところを押さえて、法的リスクを極小化する必要は常にあります。 
 

• 雇用主 (identifying the employer)：親会社採用で出向なのか、直接雇用なのか。 

• 雇用のタイプ：フルタイム、パートタイム、カジュアルワーカーか、それと

も期間 (fixed term) を定めた雇用か。 

• 試用期間 (probationary period) ：新規雇用の場合は必ず取り決めること。その

期間中の解雇方法についても同様。 

• 地位・タイトル (position description)：Finance Manager, Personal Assistant to 

Managing Director, Research Staff などのポジション。しかし、あまり特化しす

ぎたタイトルは、将来その従業員の能力に応じた他の地位への転勤などの足

かせとなり得るので注意。 

• 業務内容 (responsibilities & duties: job description)：定期の勤務評定 

(performance review) を意識して表記すべき。「その従業員の能力の範囲内で

リーズナブルな業務内容の変更をする雇用主の権利」を留保することが望ま

しい。 

• 給与パッケージ (remuneration)：基本給、ボーナス制度、社用車などの 

Allowances をその見直し方法とともに取り決める。車のガソリン代、携帯電

話の私用部分はどう扱うか。  

• 業務出張、転勤の可能性 (business travel/relocation)：立場によるが、出張、転

勤が予想される場合には、当初からその可能性を明示しておくべき。 

• 休暇 (leave entitlement)：病欠、年休、有給長期勤務休暇 (long service leave)、

出産休暇 (maternity leave) など。これらについては既に法定されているので、

「法規定どおり」であるか、あるいは「従業員にとって法定より有利」たる

こと。 

• 情報アクセス・守秘義務 (confidentiality provisions)：特に取締役、シニアマネ

ジャー等の場合に重要。特定の情報へのアクセス権（とくに IT システム経由

 Page 15 
  



のそれ）。E メール、インターネット、イントラネットの利用と守秘などは

従業員全員に係る。 

• 知的所有権の所有権者 (ownership & intellectual property)：どこに帰属するか。

とくに研究・開発部門の従業員などに重要。 

• 社業専念義務、同業者への転職禁止 (restraint of trade)：就職中は社業に専念

すべきという取り決めがまず第一。離職後は特定地区（距離）、特定期間、

同業者に就職しない等。ただし、職業選択の自由の権利を害するとして、こ

うした取り決めは無効とされることがある。有効無効区別のキーは「雇用主

の適法なビジネス利益を守るにつき、リーズナブルな規制」であるか否かで

ある。 

• 解雇 (termination) の要件と方式：特に解雇通知期間については勤務年数に応

じて WRA で法定されているので、それより長い期間でなければならない。 

• 指針などの遵守 (Codes of Conduct and Policies): 指針を契約の一部と明言する

と就職時の指針にしばられて労務管理が複雑になるので、「会社の適正ビジ

ネス運営の為におりおりに改正される指針の遵守」とすべき。 

8.2. 実は労働裁定 (Awards) でカバーされる従業員の場合、上記の多くがその中で規定さ

れていますので、雇用の確認の手紙では、適用される労働裁定を引用し、規定され

ていない事項のみ 小限で特記するのが簡易といえます。また職場契約 (Workplace 

Agreements) でカバーされる従業員の場合も同様。いずれも新採用にあたり適用され

る労働裁定ないし職場契約の写しを会社の指針の写しとともに従業員に手渡すこと。

個別契約による従業員の場合には、上記基本事項プラス追加事項につき契約書に網

羅する必要があります。 
 
8.3. 雇用主、従業員が具体的に交わす「雇用契約の確認書」も、適用ある法規定、労働

裁定、職場契約出来るだけ重複のないものが望まれます。しかし、新法による 低

労働条件の適用、あるいはいずれかの労働裁定、集合的職場契約の適用ある場合に

は、それらの条件を下回らない範囲で依然個別雇用契約を締結する意義がある場合

もあります。 
 
8.4. 当然ながら、こうした契約書、確認書（手紙なども）は署名後おのおの雇用主、従

業員が一通づつ保管することとなりますが、契約内容を変更した場合の文書ならび

に定期の給与改定の通知書の写しもあわせ保管しておく事が肝要といえます。 
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9. 試用期間の設定とその期間中の従業員の取り扱いはどのようにすればいいですか 
 
9.1. 試用期間中、雇用主（会社）の随意が従業員に対して何でも通り何時でも解雇でき

るというのは誤解です。労働裁定、職場契約でカバーされない従業員についての試

用期間に関するポイントを以下リストアップしてみます。 
 

• 試用期間は、雇用開始（commencement）より前に、従業員と合意され文書化

されている事が必要です。雇用を開始した後では、いかに従業員の自由意志

に基づく合意であっても、その従業員の後の主張で無効となり得ます。即ち

試用期間のつもりが、始めから本採用扱いとなってしまいます。 

• 試用期間の延長は、その「延長そのもの」について雇用開始より前に合意し

文書化している事が必要です。雇用開始後の試用期間の延長はいかに従業員

の自由意志による合意でも、従業員は無効の主張が出来ます。但し、職務の

特殊性などを根拠に雇用主がそうした延長の正当性を挙証できれば、試用期

間の延長を有効とする余地は残されています。 

• 試用期間中も通常の年金（superannuation）の支払い、労災（Workers 

Compensation）による保護などは本採用の従業員と同様でなくてはなりませ

ん。さらに重要なことは、その試用期間中、その従業員にあてはまる 低賃

金その他の条件は、 低労働条件 (WRA にいう The Standard) 、休暇

（Leaves）関連法に従わなければならないことです。 

• それでは仮に 3 ヶ月の試用期間中にその従業員の業務態度・成績が思わしく

ない時はどうするか。試用期間中であっても、通常の手続き通り、正式の勤

務状況のレビューの面談（a formal review of the employee’s performance）をし

記録に残し、改善のチャンスを与える。改めて面談をして改善経過を見る。

さらに思わしくなければ改めてチャンスを与えるなどは、本採用従業員と同

じ扱いをする必要があります。 
 
 
10. 試用期間は 3 ヶ月、6 ヶ月いずれが適切ですか 
 

10.1. 一般に試用期間が 6 ヶ月もあれば、その従業員の職場への適応の査定がより正確に

できるといえます。まず 3 ヶ月の試用期間を決めておいて、それをさらに 3 ヶ月延

ばす場合には、延長前に当人に面接し業務執行の具合を話し合い・査定し、必要な

カウンセリングをするなどのフェアな手続きを踏まなければならず、６ヶ月の試用

期間はその頻雑さから開放されるという魅力もあります。 
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10.2. ところで、本年 3 月 27 日施行の WRA 大改正では、いわゆる不当解雇 (unfair 

dismissal) のクレームができる資格を得る期間を雇用開始後 6 ヶ月としました 

（Qualifying Period: ここでは直訳して「資格期間」という）。これは不当解雇にかか

るクレーム以外には適用されません。一方で WRA は従来から、試用期間は 3 ヶ月 

(the “default” probational period length) と規定し、それを越える場合は業務内容や雇用

関係の状況から総合的に見て、 その期間は “reasonable ” でなくてはならないと規定

しています。通常は試用期間を 6 ヶ月として、このプラス 3 ヶ月分が reasonable かを

検討するアプローチがとられることが多いようです。 
 
10.3. そこで 3 ヶ月の改正後の一つのアプローチとして、新たな雇用契約ではあえて試用

期間は規定せず、「 初の 6 ヶ月は 資格期間 (Qualifying Period) である」と規定する

ことがあります。この場合でも、法規定により従業員は 3 ヶ月以内はいずれにして

も不当解雇のクレームはできません。3 ヶ月を越える 6 ヶ月目までの期間、試用期間

の例であれば、 reasonable な期間であるかの議論に取り込まれる可能性があるのに

対して、「資格期間」の場合は、2006 年 3 月 27 日以降に雇用された者については、

一切不当解雇のクレームができないこととなります。 
 
10.4. 試用期間であればその満了にあたり、試用期間中のその従業員の業務執行内容のレ

ビュー、無事に試用期間を満了した旨の通知を従業員に出すといった手間がかかり

ますが、「資格期間」であればそれは不要となります。あえてロジックだけでいえ

ば、試用期間が 6 ヶ月を越える長期（かつそれが裁判所の目からみて、業務内容そ

の他雇用関係からみて reasonable とみられる）の場合には、その期間中は従業員か

らは不当解雇のクレームができず、6 ヶ月の「資格期間」より雇用主にとっては好都

合となるといえますが。 
 
10.5. なお仮に試用期間を契約書に盛り込まず、法定の「資格期間」に依存するとしても、

その強行規定（つまり契約で排除できず、一方で契約に規定するか否かを問わず法

の発動で有効となる規定）たる性格から、あえて契約書に盛り込む必要はないとい

えます。しかし、雇用主、従業員いずれもが立場を明確に認知しておくことが紛争

の芽を摘むこととなることを考えれば、法と同じ内容を契約に盛り込むことは全く

意義ないことともいえません。 
 
 
11. 「一従業員は契約上は大会社・雇用主と対等」と聞きますが、その意味は？ 
 
11.1. パフォーマンス不足を理由に従業員を解雇するケースで、とかく顕在化するのがこ

れです。不当解雇をされたとのクレームは WRA 改正法で著しく制限されたものの、

豪職場関係委員会（AIRC: Australian Industrial Relations Commissions）への従業員か
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らの申し立てに始まります。従業員をまず「弱者」と見て同情的なのが AIRC の一

般的傾向といえます。これに加えて勝算ある場合であれば、従業員（原告）側につ

く弁護士の目から見て、支払能力があり、ことのほか Negative Publicity を嫌う大会

社である雇用主が被告側なら相手にとって不足なし、ということでしっかり専門家

チームが組まれ、雇用主側の弁護士と正面で向かい合うこととなります。 
 

11.2. 話がこじれて AIRC の判断に不服としていずれかが裁判所に申し立てをする頃にな

ると、双方の弁護士費用もかさみ、その費用の 終負担者をめぐって思惑は錯綜し

ます。実は、各々についた弁護士（×２）と「本来の」当事者（×２）で、知らぬ

間に利害関係が事実上「４つどもえ」の状態になることもまれではありません。た

かが一従業員ではないかとは侮れないところで、慎重な初動作業が求められます。

従業員と雇用主たる大会社は雇用契約の「当事者」という意味では法律的に対等で

あり、ケースの具体的内容によって事実上逆転することさえある、ということを肝

に命ずるべきです。 
 
 
12. カジュアルワーカーとパートタイマーとのちがいは？ 
 
12.1. 雇用主は、繁忙期、臨時の雇用の調整などで、継続雇用の義務のないカジュアルワ

ーカーを雇うことは多いと思います。カジュアルワーカーにしてみれば、年休

（annual leave）、病欠（sick leave）などの権利はないものの、通常時給は同じ仕事

のパートタイマーより高いし（WRA 改正法では 20% プラスを法定）、いつでも辞

められ縛られないし、と本来は労使にとって便利な制度といえます。 
 
12.2. カジュアルワーカーは、比較的人手をベースにした（labour intensive）サービス業に

多い様です。そこで他のパートタイマー、フルタイムワーカーと混在して交替制

（Roster）に組まれることも多く、彼ら相互であまり立場の区別を意識せず仕事をし

ているケースも多いと思われます。時が経ち知らぬ間に、カジュアルワーカーが実

体パートタイマーと類似のスキルを身につけ、雇用主（会社）の方も、その面をう

まく利用しつつ一方でカジュアルだから、いつでも解雇できる（声をかけなければ

よい）と都合よく考えたいところです。 
 
12.3. 例えば、途中多少は変則勤務はあったものの、大体パートタイマーと同じパターン

で 6 ヶ月働いたカジュアルワーカーに、「来週からは来なくて結構」と単に通知し

たところ、その者から「勤務時間の割合での年休相当分の支払いを」と請求され、

豪労働関係委員会（AIRC: Industrial Relations Commission）でも、そう裁定されるケ

ースは後を絶ちません。休暇の権利がないからこそパートタイマーより時給を高く

したのに、こともあろうにその高い方の時給で、遡って年休分の支払を求められる
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ことにもなります。これが例えば 2 年、3 年の勤務の結果であったら相当な負担にな

りかねません。 
 
12.4. 日本では「パート」と「カジュアル」が同じ意味に使われる事が多い様ですが、豪

州では「期間の定めのない」従業員は、大きく以下のように分類されます。 
 

• Permanent Employee (Full Time) 

• Permanent Employee (Part Time) 

• Casual Worker 

いずれかが労使の争いになって AIRC の裁定などの法的スクリーンにかけられる時

には、契約書の内容、名称も一つの要素ですが、それ以上にその勤務実体を見たう

えでの総合的に判断で分類されることに注意が肝要です。 

12.5. 多くの職場契約 (Workplace Agreements) がこの分類を掲げ、多くが「カジュアルワー

カーか 3 ヶ月以上パートタイムワーカーと類似パターンで勤務した場合には、パー

トタイマーとして扱う」と規定しています。また労働裁定（Awards）には、カジュ

アルワーカーのパートタイマーと類似パターンの勤務が何ヶ月（3 ヶ月あるいは 6 ヶ

月など）以上継続した場合には、カジユアルワーカーが継続してきた仕事を辞める

際に、勤務時間割合で年休「相当分」の支払をすべきと、カジュアルワーカーをパ

ートタイマーと特に擬制するでもなく、でも実体ではその扱いとする規定まであっ

て、分類にも少々ややこしい面もあります。 
 
12.6. 対応としては、採用のベース（契約、Job description）に従って、つまりカジュアル

ワーカーは社会通念でいうカジュアル「的」な勤務形態を維持し、特に期間の法規

定は見当たりませんが、大体 3 ヶ月をこえてパートタイマーと類似業務・パターン

で勤務するなら、安全をみてパートタイマーとして（比較的安い時給ながら正式の

休暇つきで）雇用契約し直すべきでしょう。 
 
12.7. 一旦従業員として本採用してしまえば、解雇が難しという懸念はあります。しかし、

そのパートタイマーの採用時の職務内容・地位などをベースに、雇用主の業務リス

トラクチャリングの結果、その職務・地位が不要になれば雇用調整（Redundancy）

として、法定の通知期間（Notice term）で通知し（あるいはその期間分の支払いを

し）、雇用調整支払（Redundancy Fees; Severance Fees）を支払えば解雇できます。

支払負担額まで法定されており、結果予測可能な方が、法的リスクマネジメントの

点からいえばより安全といえなくもありません。 
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12.8. 雇用契約の業務内容・勤務パターンと実体にズレが出てくれば、特に AIRC の手続

では殆どの場合が従業員に有利に働き、雇用主側は不測の支払負担を強いられます。

そればかりか労使関係者が不快な思いをし、他の従業員のモラルにも悪影響を与え

かねません。この「ズレ」が出ていないか、一度検証されることをお勧めします。 
 
 

13. コントラクター・請負人 (Contractor) と従業員 (Employee) の違いは？ 
 
13.1. 特定のプロジェクト（たとえば新規 IT システムの導入、新製品発表など）で短い期

間を区切って派遣社員を雇用する形態は間違えにくいところですが、短期のつもり

が知らぬ間に長期となり、通常の従業員と外見上区別が出来なくなって、誰も意識

しなくなっている場合も多々あるようです。雇用関係と擬制される契約関係となっ

てしまっている、善意（つまり知らないまま、あるいは特に意識しいないまま）で

関連法規に違反してしまっている、ということもありえないことではありません。  
 
13.2. コントラクター契約を解除する段階で、本来なら従業員にのみ適用されるはずの

「長期休暇 (Long Service Leave)」の買い上げをコントラクターが要求する場合、あ

るいは会計監査で指摘される場合などで顕在化する場合が多いようです。何らかの

きっかけで税務当局、労災関係当局が問題視してくる場合もあり得ます。かといっ

て、こうした関係が全て違法とされるものでもありません。 
 
13.3. ところで、法律上の雇用主の従業員に対する責任及び義務は、会社のコントラクタ

ーに対するそれより一般的に重いといえます。労働・勤務の面から見れば、従業員

であれば職場・労使関係法規の適用がある（たとえば諸休暇の保障がある）、雇用

調整による解雇通知期間が法定されている、不当解雇の保護があるなどです。 
 
13.4. では、契約関係を当事者同士で争う時に、従業員 (すなわち雇用関係) か、コントラ

クター (すなわち依頼主／コントラクター（請負人）の関係) かの判定要素は何か。

雇用・労働関係法との関係では、以下の基本的要素を含め総合的に判断されます。 
 

• 報酬が労働時間を基準にして支払われるか (従業員)、成果を基準に支払われ

るか (コントラクター) 

• 年休、病欠休、長期勤務休暇が与えられているか(従)、それらの権利がない

か (コ) 

• 業務を行う為の機械、用具は雇用主から支給されるか(従)、自ら持ち込んで

業務を行うか (コ) 
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• 雇用主の指示に従って自らの地位に応じた業務を雇用主の施設において行う

か(従)、期待される成果が出せる限り自己の采配でさらに下請けを使用する

ことも自由でかつ業務の場所も限定されないか (コ) 

• 自己の能力に応じた「個人的労務」を提供するか (従)、業務の遂行者その方

法の選択に自由裁量権を持つか (コ) 

• 専属的に特定企業の事業に組み込まれた中で業務を行うか (従)、一般 (Public) 

を業務提供の対象とし、業務を引き受けるか否かは自由であるか (コ) 

• 業務のスケジュールないし成果 (利益、損失) について直接リスクは負わない

か (従)、リスクを自ら直接負うか (コ) 

13.5. 一方、税務については給与所得源泉徴収義務、年金基金への積立義務と積立金の損

金算入の可否、また労働災害補償保険 (Workers Compensation) ではそれへの加入と保

険料支払いなどで、従業員とコントラクターの区別は重要な意味をもちます。 
 
13.6. 雇用主側の実務としては、少なくとも以下のような点を配慮すべきと思われます。 
 

• 業務に関する契約書、入札書、見積書では、独立したコントラクターである

ことを文言上明記する。例えば、請負業者としての業務の強調、時間給でな

く固定料金での契約。請求書には業務目的や業務内容を明確に記載させる様

にするなど。 

• 請求書、領収書、注文書、連絡文書等では、コントラクターの個人名でなく、

会社名ないしビジネスネームを記載させる様にする。 

13.7. 機会をとらえてコントラクター契約とのタイトルのある書類などの存否、給与・

「コントラクター料」の支払い実務とその合法性を専門家を交えて確認をしておく

ことをお勧めします。 
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第 3 章  職場での雇用主と従業員の関係において 
 
 
14. どのような指針 (Policies) の整備が必要ですか？ 
 
14.1. 業務遂行にあったての会計手順、休暇の申請、年金、旅費、仕入れ規準などのいわ

ゆる事務処理、あるいは守秘、懲戒手続、研修などのための手引き (Office Manual) 

とは別に、職場環境に関する指針 (Policies) の整備が考慮されるべきです。差別禁止、

ハラスメント、職場での健康と安全、個人情報保護などについての整備は法で義務

づけられていますが、その他についても職場の規模、業態を勘案しながらできるだ

け整備すべきといえます。 
 
14.2. 主たる指針 (Policies) には次のものがあります。雇用主の業務形態により様々で以下

は主な例に過ぎません。 
 

• 機会均等・差別禁止 (Anti-Discrimination and Equal Opportunity) 

• ハラスメント禁止 (Anti-Harassment) 

• 職場での健康と安全 (OHS: Occupational Health & Safety) 

• 個人情報の保護 (Protection of Privacy) 

• インターネット、Ｅメールの利用 (Email & Internet Usage) 

• 報告と権限規定 (Reporting and Limits of Authority)  

• 知的所有権の管理 (Management of Intellectual Property) 
 
14.3. 機会均等・差別禁止の指針では主として以下の内容が規定されます。 
 

• 雇用主は現在及び将来の従業員について、法規定に従い職場におけるあらゆ

る差別のないように努め、その違反には厳正に対処する旨の決意表明 

• EO の為の委員会 (Equal Opportunity Committee: EO 委員会) を社内に設置する 

• 苦情・不平の申し立て手続を整備する 

• EO 委員会の委員を担当窓口 (Contact Officer) とする 

• 問題が起これば所定の手続きに従って守秘の下で調査・面接、聴取も含め、

厳正公平に対処する 

• 紛争、いさかいがあれば、雇用主はその仲裁・解決に全面的に努力して解決

を試みる 

• 内部での解決に至らなければ、従業員は組合ないし差別禁止委員会 (the Anti-

Discrimination Board) に援助を求めることができる 

• EO Report (Equal Opportunity Report) を the Equal Opportunity for Women in the 

Workplace Agency (EOWA) に毎年提出する、など。 
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14.4. ハラスメント禁止の指針では主として以下の内容がを規定されます。 
 

• セクハラとなる場合の例示 

• 違反行為への厳正、公正な対応の決意表明 

• 調査内容は会社の所定の機関（たとえば取締役会）に報告して、関係従業員

の措置について決裁を求める 

• 「被害者」には加害者からの詫び、休暇の差し替え、治療費の負担、環境の

良い職場への異動、金銭的支払いなどの補償が考慮される 

• 「加害者」は懲戒手続きにより、降格、異動、警告、監督、業務停止、解雇

などが検討される 

• 差別を受けた者が将来にわたってその被害を繰り返されない様に担当窓口が

モニターをしていく 

• 差別、ハラスメントに根拠がないとの結論に達すれば、クレーム申立人への

説明を行う 

• その結論に不服のある者は、組合ないし差別禁止委員会に援助を求めること

ができる、など。 
 
14.5. 職場の健康と安全 (OHS) の指針では主として以下の内容が規定されます。 
 

• 雇用主としての職場健康・安全確保の決意表明 

• 相応の OHS 委員会 (OHS Committee) の設置 

• 安全チェックリストの整備 

• 人事担当者を中心とした安全担当者 (OHS 委員会メンバー) の指名 

• OHS 委員会による危険エリアの探知、危険コントロール、モニター、改善案

の策定（決裁は取締役会などで行う） 

• 安全の為の広報・周知・社員研修 

• 事故の記録と報告 

• ケガ等をした者の職場復帰 

• OHS 委員会の活動の記録、など。 
 
14.6. 職場における個人情報の保護に関する指針 (Internal Privacy Policy) では主として以下

の事項が取り扱われます。 
 

• 指針は Privacy Amendment (Private Sector) Act 2000 に従って運用されること 

• 個人から収集され職場内で保存される情報のリスト 

• 個人情報収集の方式 

• 情報の保管・防護の方式 
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• 個人情報を開示するケースの明示 

• 特に微妙な情報（sensitive information：個人の健康、性的嗜好、民族的背景な

ど）の特別扱いについて 

• 収集情報のアップデート、個人情報への本人のアクセスの確保、など。 
 
14.7. 雇用主が会社の場合には、とりわけ役員レベルの役職者ならびに取締役 (directors)  

について、定款あるいは個々の雇用契約などでも権限 (authority) についても規定し

ていることが多いので、指針がそれらと齟齬、重複が無いように注意すべきと思わ

れます。 
 
 

15. 雇用関係での「適正手続」とは何のことですか 
 
15.1. 業務執行が適切でない、職場でセクハラ・人種差別・不正をした、他の従業員のい

じめをした等などの問題を感知した時に、担当者は、問題の従業員の行動の外見、

ラインマネジャーあるいは他の従業員からの報告などで、主観的に短絡的に心証を

形成することなく、通常いわれる適正手続 (Due Process)をこの時点からはじめるこ

との認識をしっかりもつ必要があります。まず関係内規(Policies, Guidelines など)で

手順を再確認し、その上で予断を交えず冷静に本人、関係者から事情を聞く、面談

には適正な証人を立ち合わせる、守秘の措置を欠かさない、記録をとっておく、そ

れをもとに所定の手順に沿って社内所定機関に報告し決定を仰ぐなどです。 
 
15.2. 労務関係では、態度(attitude)とか意欲(enthusiasm) などの主観的要素を完全に払拭す

ることは出来ません。しかしそれでもなお、こうした面の手順あるいはそのベース

となる事実関係を、できるだけ客観的にかつ業務に関連するものに限定した設定で

扱うことにより、あとで差別(discriminatory conduct)、不公平(unfairness in approach)な

どのクレームを回避するのが得策と思われます。 
 
15.3. タイミングの「適正」についていえば、個別従業員の労務にかかる問題が感知され

たら、先送りしないことが 重要といえます。 
 
15.4. また関係従業員に対して、それなりのメッセージを伝えておくことがとくに重要で

す。以前からその好ましからざる言動があったのに何も言わなかったのは、暗黙の

了解があったからなどの主張に使われかねません。あるいは、突然今になってそれ

を持ち出すのは、他の主観的理由（上司の好嫌いなど）あるいは差別理由（人種、

性別など）があるからではないか、など問題のすり替えもされかねません。 
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15.5. むろん程度によることですが、サッカーのようにレッドカードの前にまずイエロー

カードを出しての注意喚起が必要といえます。まずは注意喚起をして改善を求める

ことに意義があるのですが、将来の会社側の主張の基礎づくりという側面も軽視で

きません。 
 
15.6. 雇用関係のあらゆる側面で、こうした「手順」を客観的アプローチで踏むことが

「適正手続」であり、雇用主の行為の正当性の基礎になるといえます。 
 
 
16. 勤務評定で気をつけるべきことを教えて下さい 
 
16.1. 昨今は 6 ヶ月ごとあるいは 12 ヶ月ごとにシステマティックな勤務評定(Performance 

Review)を実行している企業は多く、評定方法も従業員のランクにより細かなカテゴ

リーを設けています。そのなかで、部下の勤務評定の「仕方(procedure)」についての

評定者自身のトレーニングがまず重要です。勤務評定手続についての指針、ルール、

マトリックスなどの十分な理解、インタビュー場所の設定から、質疑の方法、公平

かつ客観的判断の手法など、研修すべき項目は多岐にわたります。 
 
16.2. 従業員のインタビューにあたり、毎日職場で顔をあわせる手前つい気をゆるし、

「一応決まりだからインタビューするだけ」として、あとは雑談をして適当に「好

い点」をつけておく、とかはよくあるパターンではないかと思います。その結果、

雇用主が従業員をどう見、何を求めているか、従業員が抱えている問題は何か解決

の方法はあるかなど、まさに勤務評定の 大の目的が達成できないことにもなりま

す。 
 
16.3. 重要なことは、その時の評定者の言質が、とりわけ将来その従業員を勤務状況が思

わしくないことを理由に解雇する場合に (termination on performance grounds) 、従業

員からの不当解雇 (unfair dismissal) のクレームの根拠に利用され得るということです。

さらに、適正な勤務評定をしていないこと自体も、従業員側からの不当解雇のクレ

ームの根拠の定番のひとつです。 
 
 
17. Eメール交信、インターネットアクセスについて特に注意すべきことは？ 
 
17.1. 他州に先がけて NSW 州では、2005 年 10 月施行の Workplace Surveillance Act 2005 で、

雇用主は、従業員の E メール交信をモニターしたり、インタネットのサイトへのア

クセスを制限するには、法律上次のことが要求されています。 
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• 適切な E メール／インターネットポリシー（利用指針）を整備する、 

• 全従業員にその存在と内容を理解・周知させる、 

• 少なくとも 14 日前の通告を従業員にした後でないと、雇用主は“surveillance”

（調査・モニター）は開始できない、 

• E メールをブロッキングするには、法定の規準に従わねばならない。 

 
17.2. 違反者には罰金を課せられることも軽視できません。雇用主が会社の場合、各取締

役ないしは管理関係者が、法律上の義務違反を知りながら、モニター、アクセス制

限をした場合には、その者の個人責任が問われる場合もあります。 
 
17.3. E メール、インターネットは当然ながら業務執行を目的として従業員にアクセスを

与えているものです。そこでは以下のような、雇用主にとってさまざまな側面を含

んでいます。 
 

• 従業員が E メール、インターネットで無駄な時間を過ごさないようにする、 

• 無用の利用がシステムの負担を重くして経費負担が増えたり、Virus に汚染さ

れる危険が高まるのを防止する、 

• 秘密情報が漏洩する危険性を少なくする、 

• 個人で業務時間中に従業員が会社のコンピューターを使って「個人ビジネ

ス」をするのを防ぐ、 

• セクハラとなるような表現の職場への侵入を防止する、 

• 名誉毀損になり得るような E メールの発出を防止する、 

• 従業員間のハラスメント、いじめ (bullying) の調査をする。 

• 会社が従業員の懲戒あるいは解雇のための調査をする 

 
17.4. 雇用主はこれらへの懸念から、従来は文書による指針がなくとも、適正な業務執行

を確保することを理由に、E メール、インターネットの利用制限、モニター、ブロ

ックキングを合法的にすることが出来ました。それが今回、NSW では違法とされる

ことになったものです。 
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17.5. いまや毎日無数回やりとりされるメール、インターネットへのアクセスについて、

リスクを極小化する必要から、積極的な取り組みをすることが緊要であるといえま

す。多くのビジネス関係法令が一州から他州へすばやく伝播する傾向のあるなか、

NSW 州以外の州の雇用主も相応の準備・対応が求められています。 
 
 
18. 妊婦である従業員への対応でまず注意すべきことは何ですか 
 
18.1. 妊産婦ならびに胎児、乳幼児の保護は、国の施策においてだけでなく、民間の職場

においても強く求められています。 
 
18.2. 雇用主がまず為すべきことは、妊娠を知った後可及的すみやかに、妊婦の母体、胎

児の保護の面から職場の健康と安全確保 (OHS: Occupational Health & Safety) につき、

通常の OHS をこえて、格別の配慮をしなければなりません (“Sensible Approach”) 。 
 
18.3. 例えば、これまで立って業務をしていた従業員の場合、妊娠初期か後期かで立って

の業務が適切でなければその手当てをすること。逆に長期座っての業務が不適切で

かえって立っての業務が良い場合があれば、その様に措置する等。勤務場所ないし

時間の変更、現労働条件に出来るだけ近い他部署への配置転換などなども含め、実

務上出来るだけの対応をしなければなりません (to do everything practical to ensure the 

pregnant employee to be safe throughout her pregnancy) 。何はともあれ、いわゆる「危

険物」から妊婦を遠避ける措置が要求されています。 
 
18.4. 州政府 はそのガイドラインのなかで、避けるべきリスクとして、振動、ショック、

重量物、熱、騒音、時間（早朝、深夜など）、レントゲン照射などの物理的身体的

なもの (physical risks)、水銀、鉛、除草剤、除虫財、染料、肥料、タバコの煙、シン

ナーなどの化学的なもの (chemical risks)、さらに医療業務従事者では諸病のウィルス、

動物に接する従業員はペットからの病原菌、食品プロセスに関わる従業員の食中毒

その他の病原菌などの生物学的なもの (biological risks) について、詳しく例示してい

ます。 
 
 
19. ビクトリア州の出産休暇の制度について説明して下さい 
 
19.1. 出産休暇 (Maternity Leave) は、出産前後に父親がとる「父親休暇 (Paternity Leave)」、

５才以下の養子をするときに養親がとる「養親休暇 (Adoption Leave)」 とともに、

「親としての休暇 (Parental Leave)」 の一態様です。連邦労働裁定で有給とする例外

はありますが、基本的にはいずれも無給 (unpaid) です。フルタイム、パートタイム
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いずれの従業員も、これらの権利を有します。単純なカジュアルワーカー、季節労

労働者にはこの権利はありません（但し所定の長期カジュアルワーカーには権利あ

り）。 
 
19.2. 職場関係法 (WRA: Workplace Relations Act) は、265 条以下で出産休暇につき基本的

な事項を規定していますが、細目については労働裁定、職場契約 (Workplace 

Agreements) で規定していますので、裁定などが適用される従業員については、それ

らを参照する必要があります。 
 
19.3. 出産休暇は「出産予定日までに同じ雇用主の下で継続して 12 ヶ月以上勤務した」場

合に 低 6 週間、 長 52 週間与えられます (WRA 265(2)条、266 条)。出産後 6 週間

は出産休暇を取らねばならないこととなっています (WRA 273 条) 。しかし、雇用主

は異なっていても父親が出産にかかる長期の「父親休暇 (Paternity Leave)」をとって

いる時には、 同時に母親は出産休暇をとれません。一方の休暇によって他方の休暇

の権利が短縮されるなど、特別な規定があることに特に注意が必要です。 
 
19.4. 出産休暇をとる妊婦は、出産予定日の少なくとも 10 週間前までに雇用主に対して、

妊娠していること、出産予定日を明記した医者の診断書 (medical certificate) を提出し

なければなりません。 
 
19.5. また妊婦は出産休暇をとる 4 週間前までに、雇用主にいつから出産休暇を開始する

かを通知することが要求されています。併せて、配偶者について「父親休暇」をと

るかとらないか、その期間について詳細を記載した宣誓書 (a statutory declaration) を

提出し、かつ雇用主との間で「出産休暇中に雇用契約に反する行為はしない」との

合意をしなければなりません。 
 
 
20. 重要な従業員の定着策にはどんなことがありますか 
 
20.1. 有能な従業員の辞職は、雇用主の側からみれば、それまでに与えた訓練・技術、蓄

えた知識、取引先との関係がそこで立ち消えることとなります。その者が会社の競

争相手に移籍したとなると会社業務への悪影響にさえなりかねません。代替者を社

内からの異動・抜擢を急遽しても時間のかかること、新規採用と育成・訓練となる

とそれへの労力と経費を加算すれば、損害は甚大といわねばなりません。いかに雇

用の流動性が高い豪州とはいえ、相対的に有能な従業員の定着率の高い会社のほう

が、より競争力が強いといわれるのは当然のことです。 
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20.2. 具体的にとるべき対策は、各雇用主（会社）の業務内容・性質、規模、人事・訓練

制度の整備度合い、各従業員の職場での地位・業務内容や本人のキャリア志向の程

度・内容などで千差万別であり、かつ経費のかかることもあるので、定型としては

抑えにくいところです。以下のような事項が従業員を定着させる対策の「切り口」

といえ（順不同）、経費が許しマイナス面がなければできるだけ実施すべき事項と

いえます。（むろん、これらの一部は法律上の要求でもあり、雇用条件として盛り

込むべきものもありますが。） 
 

• 従業員に相応の責任をもたせ独立性ある自主的な業務を与える。 

• 興味がもてるまたチャレンジングな仕事を任せる 

• 日常の業務についても日頃から従業員に意見を言わしめる体制を整える 

• 従業員の個性を尊重しその従業員のユニークさ他の人と（良い意味で）異な

る点を認めその分野で実力を発揮するよう勇気づけをする 

• 良い仕事ができた時にはその業績を個人的に褒め、職場の業績向上に寄与し

ていることを明示して誇りをもたせる 

• 他の従業員との関係をエンジョイし職場を楽しい場所とするよう動機づける 

• 雇用主、上司へのアクセスをよくして、提案、フィードバック、疑問、心配

が吸い上げやすい仕組みをつくる。そうした態度をとるべく経営者および上

司となる者自身の研修をする 

• 物理的かつ心理・精神的に安全・健康な職場を整備する 

• 訓練、技術練磨の機会、新たな知識・技術を身につける機会を与え、個人と

して成長させる 

• 必要な道具・器具、事務所家具なども相応な質のものを与える。スタッフの

レベルも分相応に確保する 

• 業界の常識から「少なすぎず、かつあまり多すぎない」給与（パッケージ）

を支払う 

20.3. これらいずれかが極端になると、かえって重要な従業員を失うということを考えれ

ば、両刃の剣たる要素も含まれることに注意が肝要です。 
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21. 労務監査 (Human Resource Audit, or Industrial Relations Audit) とは何のことですか 
 
21.1. 労使紛争が起きてからでなく、日頃より労務についてコンプライアンスが正しくな

されているか、従業員、組合、関係当局によるクレームの原因が存在しないか等を、

外部の労務コンサルタントの手を借り、あるいは社内のチームでチェックすること

をいいます。「監査」として、必ずしも法で要求されているものではありません。

しかし、労務が企業活動の根幹の一つであることを考えれば、少なくとも内部の労

務監査を定期的に行う事がすすめられます。 
 
21.2. 労務監査は当局による調査、訴求の回避、労使紛争の予防という側面と共に、仮に

雇用主がその営業を譲渡（いわゆる M&A など）ないし上場を予定して企業価値を

あげようとする場合、さらに事業撤退でスムースな事業所の閉鎖をする場合などの

一つの作業という側面もあります。 
 
21.3. 企業の業態、規模、監査目的などによって、「監査」の項目もその濃度・密度は異

なりますが、大まかに次の項目が挙げられます。 
 
21.4. まず、内規の整備全般と労務監査の実施について 

• 近ではいつ、労務監査を行ったか 

• 内規・指針 (policies) が相応に整備されているか 

• 新規従業員採用時に内規・指針などの写しを手渡しているか 

• 内規・指針が業務に即応しかつ合法的であることの見直し (review) をしたか 

• 内規・指針の改正・修正ごとに在籍従業員にその内容を周知せしめているか 
 

21.5. とくに、職場の健康・安全 (OHS: Occupational Health & Safety)、差別禁止 (Anti-

discrimination)、ハラスメント禁止などの指針 (policies) が整備されているか 

• OHS 指針 (policy) が整備されているか 

• 差別禁止、機会均等、ハラスメント禁止ないしいじめ (bullying) 禁止の指針

は？ 
 
21.6. 新従業員の募集と選択について 

• 雇用主会社は募集・選択についての手順を文書化しているか 

• 募集・選択手順に個人情報保護のシステムが盛り込まれているか 

• そもそも従業員の各地位についてのタイトル、業務内容 (job description) が整

理されているか 

• 面接 (interview) で尋ねるべきこと、差別禁止・機会均等の保障などの必要か

ら、尋ねてはならぬ事項が文書で整理されているか 

• 面接において差別等にならない様に発言、応答しているか 

 Page 31 
  



• 面接では複数の雇用主側の人が立ち会い、記録を残しているか 

• 求人の目的に沿った人材を適切に採用してるか 

• レファレンスのチェックは行ったか 

• 新採用者の職場への紹介、研修のプログラムが整理されているか 

• それが適正に実施されているか 

• 新規採用者について、雇用確認の文書を交付しているか 

• 併せて適用労働裁定、職場契約の写しなど雇用条件にかかる文書を交付して

いるか 

• 従業員の地位によっては必要な心理テストなど特別なテストを行っているか 

• 非採用者全員にその旨の通知を迅速に行っているか 
 
21.7. 雇用条件に関連して 

• 給与ベースは労働裁定、「職場契約」(Workplace Agreements) あるいは個別契

約、いずれに基づくものか 

• 個別契約の場合、改正法の定める「 低労働条件 (the Standard)」を満たして

いるか 

• 特に給与ベースについて 低労働条件を満たしているか。逆に世間相場から

かけ離れた高額になっていないか 

• 給与以外の手当 (allowances) ないしは報奨金 (incentive) などが明確に合意され

文書化されているか。そしてそれらが従業員間で「差別」となっていないか 

• 正確な雇用条件の記録、勤務時間の記録、給与明細の様式など、法律で要求

されている雇用関係にかかる事実関係が正確に記録され、管理されているか 

• 有給年次休暇 (Annual Leave)、有給長期勤務休暇 (Long Service Leave)、個人

休暇 (Personal/Carer’s Leave) などが正確に文書で記録されているか 

• 雇用条件に関する内規・指針 (policies) は、特に本年 3 月 27 日施行の改正法

に沿って見直しされているか 

• 個人情報保護に関する法律 (the Privacy Acts) に従って、必要な個人情報が収

集、アップデートされているか 

• 個人情報の漏洩危険への手当がなされているか 
 
21.8. 研修・訓練 (Training & Development) 

• 各従業員のレベルならびに雇用主の需要に応じた新入社員あるいは継続の研

修プログラムを整備、実施しているか 

• 勤務モニターならびに評定 (performance management & review) のシステムを

整備し実施しているか 

• 公平な勤務モニターならびに評定の指標 (indicators) が設定されているか 

• それら指標をにらみながら、従業員の研修・訓練が実施されているか 
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• 管理職 (managers) 自身がこれらの勤務モニターならびに評定の結果を自らの

スタッフ従業員に適性にフィードバックし、方向性を示して指導しているか 

• これらのシステムが各従業員の将来に向けての仕事の展望 (career goal) に沿

って機能しているか 
 

21.9. 指針の運用について 

• 従業員のみならず上級管理職 (senior management)、役員 (executives) にも周知

徹底しているか 

• 違反に対して厳正に対応すると宣明しているか 

• 従業員管理の各面について、性差別、少数グループを不利益、不平等に扱っ

ていないか 

• 図面、文書によるジョークなど職場内に掲示されていないか、会社の PC 上

で扱われていないか 

• 差別、ハラスメント、いじめなどの報告を受け適正な措置をとるなどの役目

をもつ担当者 (Contact Officer) を、適当な人数ごとあるいはエリア毎（たとえ

ば各フロアーに何人とか）に配置し、その事が従業員に周知されているか 

• クレームがあった場合の手順について内規があり、従業員に周知されかつそ

れを実施しているか 

• 従業員に対して、差別的扱いの禁止、ハラスメント禁止、いじめの禁止、な

らびにそれをされた時、見た時に取るべき措置について研修を行っているか 

• シニアマネージメント、従業員からなる職場安全についてその実施の為の委

員会（OHS 委員会）を構成して、危険エリアの認定、安全の為の措置、安全

の為の従業員（在籍、新規とも）の研修を行っているか 

• 職場健康・安全に違反する事態が発生したとき、その詳細を記録するシステ

ムをもっているか 

• 職場の健康・安全の為の特別の監査（OHS 監査）を行っているか 

• 労災関係当局（WorkCover など）への報告は、正確に時宜を得て行われてい

るか 

• 事故に巻き込まれた従業員に対して、雇用主はその回復のためにリーズナブ

ルな手順を踏んでいるか。その記録を残しているか 
 
21.10. 組合関係等について 

• 近「労働行為」(industrial actions) あるいはその危険があったか。組合職員

の職場立入があったか。その原因は？ 

• 担当マネジャーは労働組合職員の「職場立入権 (right of entry)」について熟知

しているか 

• また担当マネジャー、シニアマネージメントは、従業員の「集合の自由 

(freedom of association)」について承知しているか 
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21.11. 苦情、懲戒など 

• 職場での不平、不満、苦情を吸い上げ、また従業員間の争いごとを解決する

為の窓口を整備しているか 

• 管理職、シニアマネジャーはこれらを取り扱う研修、訓練を受けているか 

• 業務成績が悪い、素行・態度の悪い従業員に適切に対応しているか、放置し

ていないか 

• 担当マネジャーあるいはその従業員を監督する立場にある者は、解雇前の手

続きを含め、そうした従業員の扱いについて研修・訓練を受けているか 

• 解雇にかかるクレームの記録を整備し、原因を分析しているか 
 

21.12. 雇用調整による解雇 (Redundancy) 

• この解雇が原因で「労働行為 (industrial actions)」が発生したことはないか 

• 雇用調整による解雇の 2006 年 3 月職場関係法改正後の扱いについて、担当マ

ネジャー、シニアマネージメントは熟知しているか 

• とりわけ、退職手当 (Redundancy Payment ないし Severance Payment) の要否と

その根拠について担当マネジャーは正確に把握しているか 
 
21.13. 業務の決済、執行への従業員の関与について 

• 雇用主の職場にあるべき文化 (culture)、営業方針など、どの程度まで従業員

に伝えているか。どこまで Open か 

• 会社の重要事項決済手続に、どの程度まで従業員を関与させているか。会社

としてのポリシーは明確か 

• 近い将来、事業再構築、営業譲渡などの計画はあるか。それらと人事の問題

は連結して対応されているか 

• 知的所有権、ナレッジマネジメント (knowledge management) のシステムは整

備されているか。 
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第４章 雇用関係の終了にあたって 
 
 
22. パフォーマンス不足による解雇はどのようにしますか 
 
22.1. 2006 年 3 月施行の WRA 改正法では「不当解雇」(unfair dismissal) のクレームを起こ

せる機会が大幅に制限されました。しかし、その中にあっても、従業員当人との雇

用契約内容に従っての適正手続きは必要です。 
 
22.2. 業務パフォーマンスの不足を理由とした解雇の根拠になるのが、その従業員の雇用

契約上の業務内容（Job description）です。雇用主には、その業務内容をどう満たし

ていないかをしっかり証明することが求められます。雇用主側が、特定従業員の態

度が悪いなどのイメージだけで解雇の道を探るようなことであれば、解雇理由が仮

にある場合でも解雇の成功はおぼつかないといえます。不測の事態が発覚した後の

慎重な初動作業、とりわけその問題従業員へのアプローチが 重要といえます。 
 
22.3. 慎重に以下のような手順を踏む必要があります。 
 

• 守秘 (Confidentiality) あるいは Privacy を守る 

• 公平な話し合いのできる適正な環境をつくる 

• 出来るかぎり担当上司と労務担当者が同席する 

• 冷静な対話をし雇用主としての見解を明確にいう 

• 従業員本人の言い分も十分聞く 

• 従業員にチャンスを与える内容の改善策を話し合う 

• 異見も含め、話し合い内容を文書にして双方で確認し、できれば双方署名す

る 

• 雇用主の判断による警告は文書にして渡す 

• 改善のモニターをする。業種により、トレーニングのチャンスも与える 

• ２、３週間から２ヶ月程度の期間をおいて、改めて面談して改善の度合いを

みる 

• 改善されれば従業員とその旨の確認をし、通常のビジネスに戻す 

 Page 35 
  



• 改善がはかばかしくなければ、改めて警告書を出す 

• これらの各プロセスの記録を文書にしてとっておく。 

22.4. これらどの項目の欠如も、ケースによっては「適切な解雇手続がなされていない」

という理由、即ち解雇不当の理由にされることがあり得ます。なお警告書を出す回

数は基本的に問題ではありません。犯罪的な行為を理由にするのであれば、警告な

しの即刻解雇が正当化されることもあります。逆に 4，5 回も警告をしながら様子を

見なければならないケ−スもあり得ます。当然ながら「解雇通知」に踏み切るところ

では、手元の「証拠」の強さについて、雇用主のリスクを伴う判断が必要となりま

す。 
 
22.5. 改善すれば通常通りの雇用関係にもどります。要は、初動作業、手順、証拠固めが

パーフォーマンス不足従業員への対応の要諦といえます。 
 
 
23. 雇用関係終了時に雇用主が社内的にチェックすべきことは何ですか 
 
23.1. Employee departure、すなわち従業員の辞職、雇用主からの解雇あるいは期間の定め

のある雇用契約の期間満了などで雇用契約関係が終了する場合に、雇用主として以

下のことをチェックされるべきと思います。これらの事項で多くのケースがカバー

されるものの、契約関係の内容により、さらに加えて考慮しなくてはならない事項

もあり得ます。 
 

• 文書による雇用関係終了の確認：契約終了日、 終支払計算、雇用関係が終

了する理由の簡単な表示をする、 

• 終支払いの計算書：未払の基本給与・企業年金 (Superannuation)、未消化の

年次休暇 (Annual leave)、長期勤務休暇(Long service leave)の買上分（その権利

が発生している場合）などを盛り込む、 

• スペシャルパッケージの整理：子女の授業料、ゴルフ場年会費、航空会社の

FF プログラム年会費などの雇用者負担が給与パッケージにある場合のそれら

の清算、 

• 社内への通知、内部権限の変更とポリシー書類の変更：その従業員がかかわ

る部署、支店へのその従業員が会社を去ることの通知。決裁権限を個人名で

指名したポリシーがある場合はその変更、 
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• 取締役 (Director)、会社秘書役(Company Secretary)：その従業員が雇用主会社、

関連会社などの取締役、会社秘書役である場合はその職を必要なら解任で終

了させる、 

• コンピュターアクセス・電話アクセス：users name・パスワードの聴取、Ｅメ

ールネットワークからの排除など。電話 Voicemail のアクセスコード（パス

ワード）の聴取。 

• 社用車、携帯電話：その返還。それぞれの経費清算。 

• クレジットカードその他のカード類：その返還。個人利用分の清算。なお、

従業員の合意なくして、これら「会社あてに支払われるべき」金額を、給与

その他の 終支払いから雇用主が差し引くこと（一部相殺）は、法律上禁止

されていることに注意、 

• キー、アクセスカード：それらの返還、 

• 道具、機械器具、制服：会社（雇用主）に所有権ないしリース権のある道具

類、器具、制服の返還、 

• 本、ソフトウエア、マニュアル（書類）、ポリシー（書類）その他の書類：

それらの返還。コピーされた書類でも、その原本が会社所有・占有のもので

あれば、そのコピーは会社に返還されるべき。 

• 名刺：雇用主たる会社の名が入っている名刺の返還。 

 
24. 雇用関係終了時に雇用主は対外的には何をすべきでしょうか 
 
24.1. 対外関係でまずチェックすべきは次の関係です。 
 

• 労災保険への通知：もしその従業員が現在、労災保険のクレームを出してい

る場合には、その従業員の雇用契約終了を WorkCover などの保険機構に直ち

に通知する、 

• その他の保険：たとえば取締役等責任補償保険 (D & O Insurance Income)ある

いは、一種の所得保障保険である “Key person insurance” が付されている場合

には、契約終了について保険会社へ通知など、 

• 取引先：その従業員とコンタクトのある取引先に対して、その従業員の契約

終了の通知、 
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• 定期購読本など：業界ジャーナルの定期購読契約の解除、インターネットサ

イトサービス契約解除あるいは他の従業員への名義変更、 

• レファレンスレター：いわゆる円満退社の場合、次の就職のために従業員が

求めてくるレファレンスレターの準備。なお雇用主はそれを交付しなければ

ならない義務はありません。 

24.2. なお WRA 改正法は、雇用関係の終了にあたり、その原因・経緯、解雇のケースで

あればその手続の担当者名などを記録することを雇用主に求めています。具体的に

はこれらの事項につき文書化して、安全かつ秘密を維持できる施設に保存し 低７

年間保存すべしと規定しています。 
 
24.3. なお具体的状況に応じて、カバーすべき事項も異なることにご注意下さい。 
 
 
25. 免責証書、権利放棄証書 (Deed of Release, Deed of Settlement etc) について説明してく

ださい 
 
25.1. とりわけ退職条件について紛争になった場合に、雇用主、従業員いずれの側からも

雇用に関連して、今後一切のクレームをしない旨の免責証書ないし権利放棄証書 

(Deed of Release, Deed of Settlement) を交わすことがあります。 
 
25.2. 雇用契約に特記していなければ、いずれの側にもこの証書を出す義務はありません。

そこで、このトラブルメーカーには辞めてもらった後、一切会社と関わってもらい

たくない、接触したくないあるいは単純に過去のことはけじめをつけるなどの動機

から、従業員が権利として得られる金額に、例えば一週間分給与相当の支払い上乗

せをして、従業員にこの証書に署名を求める例も多いようです。 
 
25.3. なお従業員が証書に署名していても、理論上、不当解雇、在職中のハラスメントな

どのクレームを連邦あるいは州の労働関係委員会 (IRC: Industrial Relations 

Commission) に持ち込めます。確かに従業員の署名した証書の存在意義は大きく、

IRC での手続では 重要の証拠のひとつとされます。しかし、この証書は私人間の

約束、契約に過ぎず、その存在自体でクレームは止められません。例えば解雇の状

況が著しく不公正、不合理、不正義であればクレームを取り上げ、IRC はその範囲

で免責証書の効力を制限することができます。 
 
25.4. 従業員の側も、証拠としてそれなりに重きを置かれる免責証書の存在を「乗り越え

て」不公正、不正義を証明せねばならず、それなりの覚悟が必要です。したがって、
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証書に署名しながら後でクレームを起こす例はそう頻繁ではないものの、証書は万

全でないということの認識だけは必要と思います。 
 
 
26. 守秘義務 (Confidentiality Issues)、競業禁止 (Restraint of Trade) について説明して下さ

い 
 
26.1. 雇用契約書でも免責証書でも雇用中に知り得た会社（雇用主）のビジネス、その他

のノウハウ、秘密を、退職後自らあるいは第三者の利益のために開示、利用しては

ならないと特に規定することがあります。また退職後、一定期間は同業者に就職し

ない、業務を引き受けないとする競業禁止(Restraint of Trade)を規定することもあり

ます。 
 
26.2. 守秘義務違反は、秘密書類（CD, DVD などを含む）の持ち出し、公開の場での発表

などでもない限り、その証明は実務上困難を極めます。その実効性が問題となると

ころですが、少なくとも従業員に何らかの事実上のプレッシャーはかけられ、それ

なりの効果はあると考えられます。 
 
26.3. また競業禁止は、通常、期間（12 ヶ月とか、2 年とか）と地域（特定場所から 50 キ

ロ、100 キロあるいは、メルボルン市内、ビクトリア州内、豪連邦など）を限定して

規定しますが、職業選択にかかる基本的人権、公正な自由競争の確保などの見地か

ら、従業員がこうした条項を含む証書に署名していても、裁判所は競業禁止条項を

無効とする例が極めて多いといえます。その職の内容、具体的業界の実態などを勘

案し協業禁止の期間と地域が適正かを、ケースバイケースで裁判所が判断すること

となり、その予見可能性は極めて低いことは否めません。 
 
26.4. とくに免責証書による離職後のクレームの制限、離職後の守秘、競業禁止は、それ

なりの実務的効果は期待できるものの、なかなか万全とは言い難いところです。 
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第５章 連邦職場関係法改正への対応 
 
 
27. 2006 年 3 月 27 日連邦・職場関係法 (WRA) 改正法の施行にあたってビクトリア州の

雇用主としてまずすべきことは何ですか 
 
27.1. まずビ州の全ての職場、従業員に新法 の適用があることを明確に認識する。 
 
27.2. 既存の労働裁定下の従業員について新法 施行後に、経過措置に従ってどの項目につ

いて効力あるのかすり合わせる。 
 
27.3. 既存の「職場契約」(Workplace Agreements) がある場合、新法施行後経過措置に従っ

てどの条項が効力あるのかすり合わせる。 
 
27.4. 新法上の 低労働条件 (The Standard)との関係で、既存の労働裁定、個別雇用契約、

指針 (Policies)、就業規則  （Standard Terms & Conditions of Employment) に反する事項

はないかなど労務実務全般をレビューする。 
 
27.5. 従業員全員に、新法施行で職場関係がどうなるかを周知徹底する。特に休日などの

「 低労働条件」は特に具体的に説明する。何らかの文書の形で従業員全員に対し

てまずは以下の通知をする。 
 

• WRA の改正が 2006 年 3 月 27 日に施行されること、 
 

• 従って現有の個別雇用契約、労働裁定はそれに準拠すること、すなわち

“subject to Work Choices and amended in accordance with the legislation”  である

こと。 
 
27.6. 個別雇用契約の内容に具体的な変更がある従業員には、個別にその内容を通知する、

さらに変更 を反映した新規契約書と旧来の契約書を差し替えることも考える。 
 
27.7. 低労働条件が設定されたこと、職場契約の強要の禁止、労務の管理のし易さ等を

考慮に入れながら、今後職場契約を推進していくかを検討する。 
 
27.8. 職場に新法の 不当解雇 (unfair dismissal)  に関する規定の適用があるか否か検討する。 
 
27.9. 解雇にかかる指針 (policies)、就業規則が、不法解雇 (unlawful termination) にかかる規

定を含んでいるか、雇用契約の内容として組み込まれているかをレビューする。 
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27.10. 記録の保存の実務が整備されているか再確認する（2006 年 9 月 27 日が整備期限）。 
 
27.11. なお改正法の条項には解釈に議論のあるものもある。各条項については楽観的解釈

はせず、とりあえずは安全圏で措置すべきことがすすめられる。 
 
27.12. なおこの機会に、労務関係の文書の所在、全体系を確認しながら労務実務を見直す

ことが肝要と思われる。 
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添付  連邦職場関係法改正法 の主要ポイントの概要（豪州全体を対象として） 
 
 
1. 新職場関係システムと適用法規 
 
1.1. 連邦法 The Workplace Relations Amendment (Work Choices) Act 2005 が 2005 年 12 月に

連邦総督の裁可 (Royal Assent) をもって公布され、Australian Fair Pay Commission の

設立、業務開始にかかる規定など一部が同 12 月 14 日から、続いて他の主要部分が

2006 年 3 月 27 日に関連規則 (Regulations) とともに施行されることとなっている。こ

の改正法が豪州の職場関係法規の中核をなすものである。 
 
1.2. 豪州は 1901 年 1 月から連邦制度を発足し、1904 年には連邦憲法上の「州際の労使紛

争を予防・解決するための調停ないし仲裁」にかかる立法権を根拠に 1994 連邦調停

仲裁法  (The Conciliation & Arbitration Act 1994) を制定した。これが 近まで「全国

規模」で労使関係のうち労働条件、労使紛争を司る唯一の連邦法であった。各州は

連邦制度発足前後からごく 近に至るまで独自の労使関係法を施行し、豪州の労働

関係法規は 6 つのシステムで成り立っていた。1996 年に連邦職場関係法 (the 

Workplace Relations Act 1996) (“WRA”) が施行されたが、これも主として首都特別地

域、北部準州、連邦公務員、州際業務を通常とする運輸関係の職場に限定して適用

されてきたにすぎなかった。 
 
1.3. なお、ビクトリア州は 1996 年にこれら労使関係にかかる州の立法権を連邦議会に委

譲 (refer) したため、その後はこの連邦法下に入っている。 
 
1.4. 連邦政府が連邦憲法上の「会社の事項にかかる立法権」(“the corporations power”) を

基軸に、広く特別地域・準州 (the territories) 、国際・州際の通商 (the trade and 

commerce) 、外交 (the external affairs) にかかる立法権等に依拠して 2005 年 12 月、

100 年来といわれる大改正を行った。したがって豪州内の全ての会社、首都特別地

域・北部準州の全ての職場、ビクトリア州の全ての職場、連邦公務員を中心に大多

数の職場、従業員に新連邦職場関係法の適用がある。「会社」という区分けの結果、

概算で全豪労働者の約 85% に適用があるとされる。 
 
1.5. 外国法人の支店は、豪州で外国法人登録 (Foreign company registration) として豪証券

投資委員会 (ASIC: Australian Securities & Investments Commission) に登記されているた

め、法律上「会社」と認識されており、適用がある。 
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1.6. 職場がビクトリア州、首都特別地域、北部準州以外の地域で、かつ雇用主が個人営

業やパートナーシップの場合には新連邦法の適用がない。外国法人の駐在員事務所

は登記制度もなく、豪州で法律上の「会社」として認識されていないため、同じく

これらの地域以外の職場には新連邦法の適用がないと理解されている。基本的にこ

れらの職場では、従来どおり各州の職場関係法システムが適用される。 
 
1.7. 今回の大改正についての政府の立法趣旨説明では、職場での柔軟性を確保し生産性

を上げ、それにより豪州の国際競争力を向上させるとする。それをより単純な、よ

りフェアな職場関係を築くことで実現しようというもので、従業員の既得権は保護

しながら労使関係を全国統一のシステム (a national unitary industrial relations system) 

に 5 年かけて実現すると標榜する。 
 
1.8. また、同じく立法趣旨では、労働裁定 (Awards) への依存を減少し、個人べースでの

豪職場契約 (AWAs: Australian Workplace Agreements) を中心に「職場契約」

(Workplace Agreements) を推進し、法律の枠組みかつ公的機関による従業員保護のシ

ステムの中で、雇用主と従業員個人の契約関係を重視すべきことを強調している。 
 
1.9. なお、職場の安全衛生 (OH&S: Occupational Health & Safety)、差別禁止、労働災害保

険(Workers Compensation Insurance) 並びの公休日 (Public Holidays) については、今回

の連邦新法は基本的に取り扱っておらず、依然州法で律されていることに注意が必

要である。 
 
1.10. 以下では、新連邦法の主要事項を概説し、必要に応じて各州の関連法規について触

れる。 
 
 
2. 雇用関係のベースと 低労働条件 (The Standard) 
 
2.1. 現在の豪州での雇用関係は、基本的に従来からの連邦、各州の「労働裁定 

(Awards) 」（後述）、旧・豪職場契約 (AWAs) を含む「認証契約 (Certified 

Agreements)」（後述）、新・豪職場契約 (AWAs: Australian Workplace Agreements) を

はじめとする「職場契約 (Workplace Agreements)」ならびに個別の雇用契約 

(Employment Agreements) のいずれかで組成されている。 
  
2.2. 他は所定の形式、内容、作成手続など大部のいわゆる「契約書」の形式のものから、

雇用主からのポジション・オファーの手紙の写しに従業員が承諾の署名をするもの

まであり、形式としてはいずれも有効である。 
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2.3. 口頭による合意も契約としては有効であるが、証明の難しさ、それに伴う紛争にな

る可能性の高さを考えれば、少なくとも文書にしておくことが重要である。 
 
2.4. 新 WRA では、Australian Fair Pay and Conditions Standard (“the Standard”) といわれる

低労働条件がセーフティーネットとして法定されている(171 条以下)。従来は、

低賃金をはじめとする 低労働条件は、主として職種別の労働条件を規定する連邦

ないし州の労働裁定 (Awards) で規定され、または雇用主と集合的な従業員の間（組

合が当事者として加わることもある）で交わされる個々の「認証協約」(certified 

agreements) にも同様の規定があり、それを豪労使関係委員会 (AIRC: Australia 

Industrial Relations Commission) ないしは各州の労働関係委員会 (IRC: Industrial 

Relations Commission.例えば NSW IRC) に呈示し、関連労働裁定より 「不利でない条

件であること」の審査 (“no disadvantage test”) を受け認証 (certification) を得ていたも

のである。 
 
2.5. なお、新法適用職場であっても、新法施行以前に発効している「豪職場契約」

(AWAs) あるいは連邦・州を問わず「認証契約」 (certified agreements) のもとでの従

業員には、それらの有効期間中はこの the Standard の適用はない。 
 
2.6. 一方、適用職場での新法施行前に発効している連邦労働裁定、州労働裁定ならびに

新たに発効した AWAs を含む「職場契約」(Workplace Agreements) のもとで働く従業

員には、それらの有効期間中でも“The Standard” の適用がある。（173 条） 
 
2.7. The Standard は主として次の項目について規定する。 
 

2.7.1. 低賃金 (Basic periodic rates of pay and casual loading): 21 歳を超える従業員

については一週間 $484.50（1 時間$12.75）とする（195 条）。カジュアル

ワーカーへの上乗せ賃金 (casual loading) 比率は 20％を 低とする（186

条）。APCS (Australian Pay and Classification Scale) (210 条以下) で将来、技

術や責任度合いに応じた 低賃金、カジュアル上乗せ賃金比率を設定する

こととなっている。20 歳以下の従業員、見習い (trainees) (220 条)、身体障

害者 (disabled employees) (220 条)の 低賃金など 低労働条件については、

今後設定されることとなっている。 
 
2.7.2. 労働時間 (Maximum ordinary hours of work): 一週間「平均」38 時間を限度と

する（226 条）。雇用主は従業員にリーズナブルな超過勤務 (to work 

“reasonable” additional hours) を要求できる。これは業態、業務内容、業務

運営上の必要性、従業員の家庭事情を考慮して決められる（226 条）。 
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2.7.3. 有給年次休暇 (Annual leave) （227 条以下）: 年間 4 週間（20 労働日）を与

えなければならない。一日 24 時間週 7 日のシフトワークシステムで働く

シフトワーカーの場合は年間 5 週間。4 週間の労働でこの休暇をとる権利

が出来る（232 条）。Work Choices 施行後に締結される豪職場契約 

(AWAs) に盛り込んでいれば、従業員は 2 週間分の有給休暇について、買

い上げを文書により要求できる（233 条）。有給休暇は繰り延べ加算でき

る（234 条）。雇用主は営業休止時期 (during business shut-downs) ないし有

給休暇が合計 40 日を越えた時に有給休暇をとることを従業員に要求

(direct) できる（236 条）。 
 

2.7.4. 有給「個人」休暇 (Personal/carers’ leave) （239 条以下）: 年間 10 日。 自分

の疾病 (“sick leave”)、近親者・同居者のケアのための休暇である（244

条）。雇用主は、休暇の期間を長短を問わず（すなわち 1 日の場合でも）

従業員に医者の診断書もしくは宣誓書 (statutory declaration) の提出を求める

ことができる（254 条）。 
 
2.7.5. 無給ケア休暇 (Unpaid carers’ leave / Unpaid emergency leave) (250 条以下): パ

ーマネント従業員で有給個人休暇を消化した状況の者、あるいは長期・定

期カジュアルワーカーに、毎事件 (“permissible occasion”) ごとに 2 日を限定

として与える（251 条）。 
 
2.7.6. 有給「慶弔」休暇 (paid compassionate leave) （257 条以下）: 毎事件 

(“permissible occasion”) ごとに 2 日を限定として与えられる（258 条）。 た

とえば近親者の葬式など。 
 
2.7.7. 無給出産休暇 (unpaid parental leave) (265 条以下): 12 ヶ月勤続者について一

回 52 週間までを与える（266 条）。 
 
2.7.8. なお、ある従業員がカバーされている労働裁定が、これらの 低条件より

従業員にとって有利な条件を規定する場合にはそちらが優先される。 
 
2.8. The Standard は AFPC (Australian Fair Pay Commission) が設定し、適宜これらを見直し

改定する。 
 
2.9. なお、出産休暇 (Maternity Leave) にかかる規定は全豪従業員に適用される。これは

豪州が批准する国際条約で保護を規定している事項であり、連邦政府にはその内容

を国内法化する義務が条約上あるためである。この立法は連邦憲法の「外交に関す

る立法権」(The “external affairs power”) によるものである。 
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3. 労働裁定（Awards） 
 
3.1. 連邦の労働関係委員会 (AIRC) ないし各州の労働関係委員会 (IRC) がその所管分野に

おいて、主として職種別に労働時間、シフトワーク、給与スケール、時間外手当、

雇用調整による退職手当、解雇の通知期間、年休・病欠、出産などの休暇、年金等

につき規定するもの。そのカバーする職域は極めて多岐にわたり、規定内容も詳細

を極めている。本年 3 月の新連邦法施行の時点で、連邦、各州合わせて約 4000 を越

える労働裁定が存在しているといわれる。 
 
3.2. 旧制度と新制度が交錯する中で経過措置をいえば、既存の「連邦」労働裁定は、新

法適用職場では新法の枠内で今後も継続適用される。新法適用のない職場では、新

法の枠内で新法施行後 5 年間適用される。 
 
3.3. 「州」の労働裁定については、新法の適用のある職場においては、新法の枠内で新

法施行時から 3 年間継続適用となる。その後はその労働裁定の下にいた従業員は連

邦のシステムに取り込まれる。すなわち 3 年間は、新法の the Standard が適用され、

有給休暇などの権利、陪審員サービス、年金の権利、解雇通知期間など、個々の従

業員が既に得ている権利はそのまま保証される（the Standard より従業員にとって有

利であることを前提に）。なお雇用主、従業員は合意によりいつでも豪職場契約 

(AWAs) をはじめとする連邦の職場契約 (Workplace Agreements) を締結し、連邦シス

テムに移行することができる。 
 
3.4. 新法の適用ない職場の従業員にかかる「州」労働裁定の条項はそのまま今後も継続

適用となる。 
 
3.5. なお、法は労働裁定で規定することが許される項目 (Allowable Matters) を、従来より

相当数減少させ、15 項目を掲げている。雇用のタイプ、労働時間、休憩、ボーナス

システム、年次休暇上乗せ賃金、業務上の経費、時間外手当、シフトワーク手当、

雇用調整による解雇の退職手当 (redundancy payment)（ただし従業員 15 名以上の職場

に限る）、紛争解決メカニズム、職場外勤務など。 
 
3.6. 新法はまた、既存の連邦労働裁定のもとで残存させなければならない項目 (Preserved 

Awards Terms) を掲げている。例えば、有給年次休暇、個人休暇、無給出産休暇（こ

れらは the Standard にある）、有給長期勤務休暇、解雇通知期間、陪審員義務遂行、

年金など。 
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3.7. さらに新法は労働裁定で規定してはならぬ項目 (Prohibited Award Matters) として、20

数項目を掲げている。例えば、カジュアルワーカーを他のポジションに移す、定期

のパートタイム従業員に 高ないし 低労働時間を設定、トレーニング時間の上限

設定、組合トレーニング休暇、紛争解決、トレーニング休暇、組織を作ることへの

制限、組合職員の立ち入り権、など。 
 
3.8. 新法下で新たに設けられたタスクフォース (The Taskforce: The Awards Review 

Taskforce) が、これら禁止項目を含む労働裁定のモニターをはじめ、労働裁定システ

ムの合理化と単純化をめざす作業を行っている。 
 
 
4. 「認証契約」(Certified Agreement) と新「職場契約」(Workplace Agreement) 
 
4.1. 従来、連邦、州いずれも各雇用主と複数の従業員（それに組合が加わることが多

い）の間で締結される職場毎の協約ならびに連邦の個人ベースで締結する豪職場契

約 (AWAs: Australian Workplace Agreements) を「認証契約」 (Certified Agreements) と

総称した。複数の従業員の認証契約については連邦、各州で用語は錯綜し、EBA 

(Enterprise Bargaining Agreement) 、 EA (Enterprise Agreements)、あるいは少なくとも

一方当事者が集団であることから Collective Agreements とも呼称されてきている。 
 
4.2. いずれも、豪労使関係委員会ないし州の労働関係委員会で、関連の労働裁定の条件

より悪くない条件の内容であることの審査 (“No Disadvantage Test”)を受け、「認証」 

(certification) を得てはじめて発効するとしたものである。 
 
4.3. これら多種類の旧来の契約の取り扱いにつき、新法は経過措置を詳しく規定してい

る。すなわち新法施行現在で既存の「連邦」の認証契約 (Certified Agreements) は、

新法の適用のある職場、適用のない職場を問わず、基本的に 5 年間継続適用される

（WRA 別表 7）。 
 
4.4. 既存の連邦認証契約には、新法で新たに規定された。例えば職場検査官 (workplace 

inspector) 、労働行為 (industrial actions)、組合職員の職場立入権 (right of entry) 制限な

どの規定が適用される。 
 
4.5. しかし、これら既存の連邦の認証契約には、新法の 低労働条件 (the Standard)、公

休日についての権利 (Public Holiday Entitlements)、紛争防止メカニズム (dispute 

resolution clause) にかかる規定は適用されないとする。なお新法は、これら既存の連

邦認証契約の中で豪職場契約 (AWAs) への移行を禁止する規定 (anti-AWAs terms)は、

禁止条項 (prohibited contents)として執行できないとする。 
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4.6. なお、新たに豪職場契約 (AWAs) を締結した従業員については、5 年を待たず既存の

連邦の認証契約は適用されなくなる。  
 
4.7. つぎに既存の豪職場契約 (AWAs) は、基本的に 5 年間継続適用される（WRA 別表

9）。既存の豪職場契約には新法の職場検査官 (Workplace inspectors) 、労働行為 

(industrial actions)、職場立入権 (right of entry) 、組織を作ることの自由 (freedom of 

association) などの新たな規定も適用される。 
 
4.8. 既存の豪職場契約は、その特定従業員にとって他のどのような認証契約、労働裁定

よりも優先される。この契約は、新法下で新たな豪職場契約が締結された時などに

は適用されなくなる。 
 
4.9. 新法適用職場にかかる既存の「州」の認証契約は、新法の下ではおのおの固有の有

効期限まで、あるいは 3 年間（いずれか早い方）継続適用される。新たに「職場契

約」(Workplace Agreement) が締結された場合には適用がなくなる（WRA 別表 8）。 
 
4.10. 既存の州認証契約 には、新法の 低労働条件 (the Standard) 、公休日 (Public holiday 

entitlements) の適用はない。また、これは連邦法の規定に従って執行 (enforce) される。 
 
4.11. 新法の適用のない職場の既存の「州」認証契約は、今後もそのまま継続適用される。 
 
4.12. 新法は職場契約の交渉・締結を簡易化すること、およびこれまで労働裁定でカバー

されてきた従業員をできるだけ職場契約 (Workplace Agreements) に移行させる施策を

盛り込んでいる。 
 
4.13. 新たな「職場契約」(Workplace Agreements) には以下の種類 (types) がある（326 条以

下）。 

• AWAs （雇用主・従業員個人） 

• Employee collective agreements; （雇用主・複数従業員） 

• Union collective agreements; （雇用主・組合） 

• Union greenfields agreement; （雇用主・組合：新規ビジネス） 

• Employer greenfields agreements; and （雇用主：新規ビジネス） 

• Multiple business agreements. （複数雇用主・全ビジネス） 
 
4.14. Collective は一方または双方当事者が複数、Greenfield は新ビジネスを意味する（従

って２番目以下を Collective Agreements と総称する）。Multiple business agreement は

複数の雇用主が全てのビジネスについて単一の契約をするものである。フランチャ
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イズがその例である。職場契約は基本的に雇用主と従業員を拘束するが、“union”の

名を冠するものは組合も拘束する。 
 
4.15. これら全ての職場契約は、法定の 低労働条件 (the Standard) と同じか、あるいは従

業員にとって有利な内容であることを要する。有効期間（５年が原則）規定、紛争

解決メカニズム規定は必須内容である。 
 
4.16. 新法は作成プロセスの改革も行っている（336 条以下、342 条以下）。（Greenfields 

agreements を除く）職場契約では、契約を締結するにあたり、その内容を理解する

ために必要な情報を従業員にまず交付し、７日間以上検討する期間を与える（337

条）。その後従業員の承認(approval) を得て職場契約を Office of Employment 

Advocate (OEA) へ、法律に則って作成された旨の雇用主の宣誓書 (declaration) を添え

て届け出る(lodgement)（342 条以下） 。この段階では OEA は書類が整っているかど

うかのいわゆる形式審査のみを行い、適法性などの実質審査は行わない。従って従

来のような認証 (certification) はなく、OEA は届出書類の領収書 (Receipt) を発行する

のみである（345 条）。 
 
4.17. すなわち、従来認証契約は、労働裁定でカバーされる従業員においてその認証契約

の内容条件がその労働裁定の内容より従業員にとって不利でないことが要求され 

(“No Disadvantage Test”)、それを OEA が審査、認証していた。 
 
4.18. 職場契約は OEA への届出 (lodgement) によって効果を生じる（347 条）。従来の認証

契約は期間 3 年を限度としていたが、職場契約ではこれが原則的に 5 年となり、合

意によりさらに 5 年延長が可能である（352 条以下）。 
 
4.19. 職場契約が終了して新たな職場契約が締結されなかった場合には、その関係従業員

の雇用関係は、関連 労働裁定ではなく、法定の 低労働条件 (the Standard) が適用さ

れることとなる。 
 
4.20. なお雇用主は現従業員に対して、職場契約を締結することを強要してはならない。

しかし新規採用従業員に対して、職場契約の締結を雇用の条件にすることはできる。 
 
4.21. 新法施行直後の現時点においては、雇用主には認証契約が既存すれば連邦のもので

あるか州のものであるか、またそれらの内容の新法との必要なすり合わせを行うこ

とが薦められる。また新たに豪職場契約などの「職場契約」 (Workplace Agreements) 

の締結を推進するか否か検討することも薦められる。 
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5. 新・豪職場契約 (AWAs: Australian Workplace Agreements) 
 
5.1. 現豪州政府は、雇用主・従業員個人間の豪職場契約 (Australian Workplace Agreement) 

の締結を強く推進している。 
 
5.2. この契約を締結できるのは、雇用主が会社、ビクトリア州内の職場、首都特別地域、

北部準州を中心とした、新法の適用のある職場の雇用主、従業員だけである。 
 
5.3. 法は豪職場契約に含まれるべき事項・条件、含まれるべきでない事項を規定してい

る（352 条以下）。 
 
5.4. まず法は以下を要件とする。 
 

5.4.1 AFPC の定める 低労働条件 (the Standard) を満たしていること。 

5.4.2 満了期間を規定すること。その定めなければ自動的に契約書を当局に届け

出た日から 5 年間となる（352 条）。 

5.4.3 紛争解決メカニズムを規定すること。規定がなければ自動的に法定の 

MDRP (Model Dispute Resolution Procedure) が適用される（353 条）。 
 
5.5. この豪職場契約がある労働裁定の差し替えとして締結される場合には、原則として

該当労働裁定にある次の「保存事項」 (protected award conditions) が自動的に含まれ

ることとなる（契約で規定することも可）（354 条）。 
 

5.5.1 休憩時間 (rest breaks) 

5.5.2 インセンティブ、ボーナス 

5.5.3 年次休暇上乗せ賃金 (annual leave lording) 

5.5.4 公休日 (public holidays) 

5.5.5 手当て (allowance) 

5.5.6 時間外手当、シフトワーク手当て (overtime or shift work loading) 

5.5.7 休日等勤務手当て (penalty rates) 

5.5.8 主職場外で勤務する者の労働条件 (conditions applying to outworkers) 
 
5.6. 禁止される事項として、法は組合員費の給与天引き、組合トレーニング休暇、有給

での組合会合への参加、契約の再交渉、労使紛争への強制的組合参加、組合職員の

職場立ち入り、下請け・派遣社員の利用の禁止、法律に依らない年次休暇の不取得、

組合参加・不参加、労働行為への参加許可、不当解雇の場合の補償内容など多数を

規定する。（356 条） 
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5.7. この豪職場契約 (AWAs) の作成手続、OEA の役割、有効となるタイミングは、「職

場契約」について前述したのと同様である（336 条以下）。他の「職場契約」同様、

雇用主は従業員にこの契約の締結を強制する事は法的に許されないが、新規採用に

あたって、豪職場契約の締結を雇用条件にする事は許される。 
 
5.8. こうした豪職場契約を締結することの利点は、労働裁定から移行する従業員につい

ては基本的な既得権が保護される。雇用主としては、従来からの労働裁定での組合

に絡んだ様々な規定から解放されることとなる（むろん法定の組合の権利は維持さ

れるが）。また従業員からみれば、 低労働条件をはじめとする遵法の内容で、期

限、紛争解決システムも盛り込んだ契約で、より権利、立場の保護が強くなると一

般的にいえることとなる。 
 
 
6. 組合職員の職場立入権－-差別禁止違反、OHS 違反、不当解雇の場合 
 
6.1. 新法の施行により、組合職員 (union officials) は、職場への立ち入りにつき州法を根

拠にできなくなった。目的が限定された、連邦法による立入り許可 (federal permits) 

保有者のみ職場に立ち入ることができる（747 条以下）。 
 
6.2. 職場への組合職員の立入りには、豪労働関係委員会 (AIRC) の許可 (Permit) が必要で

ある。立入許可は、“Fit and proper person” にのみ交付される。すなわち、過去に労働

関係法規に著しい違反をした者、刑事犯の前科のある者などには交付されない（742

条）。 
 
6.3. 立ち入りをする組合職員は、職場で調査する「違反事項」について明細を呈示しな

ければならない（749 条ほか）。その立入り調査に当たって、雇用主は調査すべき場

所についてリーズナブルな指定 (reasonable directions) をすることが出来る。 
 
6.4. AIRC が他の書類を閲覧することを特に許可していない限り、組合職員は指定された

書類しか閲覧できない。組合職員は特に合意がない限り豪職場契約 (AWAs)の書類を

閲覧することは出来ない。 
 
6.5. ある職場の全従業員が豪職場契約 (AWAs)でカバーされている場合には、組合職員は

その職場への立入権はない。 
 
6.6. なお新法では組合職員の職場立ち入り許可について、豪労働関係委員会 (AIRC) の許

可停止、制限、取消の権限が強化された。以下の場合は、AIRC は立ち入り許可を停

止ないし取消さなければならない（745 条）。 
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6.6.1 許可保有者が自らの権限を越えているとき 

6.6.2 過去に立ち入り許可が取り消し、停止された経歴があるとき 

6.6.3 立ち入り許可に関する連邦法の規定に違反して罰金が課せられたとき 

6.6.4 職場安全衛生 (OH&S) にかかる職場立ち入り権の行使中に目的外の言動

(unauthorised conduct) をしたとき。 
 

6.7. 連邦 Human Right and Equal Opportunity Commission Act 1986 は、差別を受けたとする

本人のほか、それらの者の代理として組合 (a union) にクレームの申し立て権を与え

ている。組合は委員会での強制調停 (compulsory conference) で解決をみなかった場合

には、連邦裁判所への補償の申し立て権を持っている。従って、差別禁止違反、機

会均等違反の場合には、「被害者」だけでなく組合の関与も十分予想せねばならな

い。 
 
6.8. 職場の健康と安全 (OHS) に関していえば、法は（たとえば Occupational Health & 

Safety Act 2000 (NSW) Occupational ならびに Health and Safety Regulation 2001）、組

合に対して職場の OHS に関する事項に関与する権利だけでなく、その検査のため組

合員のいる（あるいはその組合員となる資格のある従業員のいる）職場に立ち入り

職場の健康と安全にかかる調査をし、違反者（雇用主）を告発する権利も与えてい

る。他の一般の労働関係法規での組合の権利と比較して、相当強い権利が与えられ

ているといえる。（なお WRA 755 条以下参照） 
 
6.9. 職場への立ち入りは通常の業務時間でなくてはならないが（761 条ほか）、一定の場

合には、事前通知は必要でなく、事後の通知で足りる。労災にかかる当局の検査官

が立ち会う時には、その協力を求める事ができる。 
 
6.10. 職場関係法によって、一定の場合に組合には、解雇された（その組合の組合員た

る）従業員を代理として豪労働関係委員会、連邦裁判所（後者の場合は裁判所の許

可を要す）での手続に参加する権利が与えられている。 
 
 
7. 公休日 (Public holidays) 
 
7.1. 法 (WRA) では一般的に「働かなくてもよい日」として、以下を公休日 (Public 

Holidays) と規定する。 
 

• 1 月 1 日 (New Year’s Day) 

• 1 月 26 日 (Australia Day) 
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• Good Friday 
• Easter Monday 
• 4 月 25 日 (Anzac Day) 

• 12 月 25 日 (Christmas Day) 

• 12 月 26 日 (Boxing Day) 

• ならびに各州、特別区域・準州 (Territories) ないし地域 (region) で勤務する者

が一般的に休日とすることを各州、特別区域・準州の法律で定めた日。 
 

7.2. 法は特に、次の日は公休日とみなされないと明記した（611 条 (b) 後段） 

• 前記の公休日の振替えとして各州、特別区域・準州の法律で休日と定めた日 

• 組合ピクニック日 

• WRA 規則により公休日として計算しないと特に指定された日 
 
7.3. 連邦職場関係法の適用のある地域、職場においてあるいは従業員について、従業員

はこれらの公休日に勤務しない一般的権利を有する。一方、雇用主は特定の公休日

に特定の従業員に勤務を要求することができる。従業員は「リーズナブルな」根拠

がある場合は、それを拒むことができる（即ち勤務しないことができる）。 
 
7.4. この従業員ならびに雇用主の権利は労働裁定 (Awards) によっても、職場契約 

(Workplace Agreements) によっても排除することはできない（612 条(4)）。 
 
7.5. この公休日勤務拒否が「リーズナブルであるか否か」は、以下の要素を含む状況を

総合的にみて判断する（613 条）。 
 
 

• 業務の性質 

• 雇用のタイプ。たとえばフルタイム、パートタイム、カジュアル、シフトワ

ークなど 

• 雇用主の業態、業務の性質、業務執行上の必要条件 

• その従業員が公休日勤務を拒否する理由 

• その従業員の個人的状況。たとえば家庭内の責任など 

• 公休日に働くことで特別な支払いないし利益が従業員に与えられるのか 

• 労働裁定ないし職場契約でそうした勤務形態を規定しているか 

• 従業員はそうした勤務形態を予期すべき立場にあったか 

• 雇用主は公休日勤務の要求の通知をどの程度前に出したか 

• 従業員は公休日勤務を拒否する通知を雇用主にどの程度前もって出したか 

• 緊急ないし予期不可能な事態がからんでいるか、など。 
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7.6. 雇用主は「リーズナブル」な勤務拒否をする従業員を差別扱いしてはならない。ま

た雇用主は「リーズナブル」な勤務拒否者について、それを理由として解雇、勤務

環境の改変、異動などを行ってはならない（615 条）。 
 
7.7. この規定について争いのある雇用主と従業員について、あるいは違反した雇用主に

ついて、以下の措置がなされる。 
 

• 法に定める紛争解決手続 (the Model Dispute Resolution Process) に従って雇用

主、従業員間で争いを解決する道を探ることが義務付けられている（614

条）。 

• 規定違反者には罰金が科せられる場合がある（616 条）。罰金は法人の場合 

$33,000 を上限とし、個人の場合 $6,600 を上限とする。 

• 裁判所は利害関係人の申立により、補償、職場復帰など適切な (appropriate) 

な命令を発することができる（616 条）。 

• 当該従業員、職場検査官 (workplace inspector)、規則で定めた者、従業員団体

が「利害関係人」として申立人となり得る。なお従業員の団体（たとえば組

合）の場合は、少なくともそのメンバーの一人がその雇用主の従業員であり

かつクレームをする従業員の文書による依頼があった場合にのみ申立人とな

り得る（616 条(4)）。 

• 手続きでは、「勤務拒否のリーズナブルな理由があった」ことの挙証責任が

従業員の側にある（したがって証明の必要を考えれば、「理由」は相当確か

なものでなくてはならないこととなる）。むろん、何か従業員に対して職場

内で不利益扱いをした場合、雇用主としては、それがある従業員の勤務拒否

とは関係ないことの挙証責任を負う（618 条）。 
 
 
8. 集合、結社の自由 (FOA: Freedom of Association) 
 
8.1. FOA は、労務の関係でいうと、「従業員は組合に自由加入することができ、その事

実をもって職場で不利益を受けない地位とその保護」を基本的に意味した。連邦政

府は当初の WRA 1996 の公布・施行によって、この保護を「組合に加入しない事の

自由」にも拡張した。2006 年 3 月 27 日施行の改正法では、FOA を雇用主あるいは独

立したコントラクター（請負人）にも適用を拡大した（778 条以下）。 
 
8.2. まず法は、「特定の禁止理由 (“prohibited reasons”)」をもって、雇用主は従業員に対

して以下のことを行ってはならない、とした（792 条）。 

• 解雇する 

• 職場で損害を与える 
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• 従業員への偏見を持って異動に付す 

• 他の者を従業員として雇用することを拒否する 

• 他の者を従業員として雇用するにあたって差別的扱いをする 
 
8.3. この「特定の禁止理由」として法は次のものを列挙する（793 条）。法は雇用主が上

記のいずれかの行動を従業員がここに列挙する事項によることを理由として行うこ

とを禁止するものである。 

• 組合員、組合代表、組合職員である（でない）、であった（でなかった）、

になろうとする（になるまいとする）こと 

• 労働裁定、職場契約で利益を得る立場にある 

• 労働行為に関与した（しなかった） 

• 労使に関する法によって秘密投票 (secret ballot) に参加することとした、ある

いは参加した 

• 労働環境に不満をもっている 
 
8.4. さらに改正法は、雇用主に対して独立のコントラクター (independent contractors: 請負

人)をして、特定の労務ないし経営団体に加入することまたは留まることを勧誘して

はならぬなど、独立コントラクターに対する不合理な圧力をかけることを禁止して

いる（792 条、793 条など）。 
 
8.5. 労働組合についていえば、雇用主が経営者団体などに属していることを理由に、

「労働行為」を行うあるいは行うと脅すことが禁止されている（796 条(1)）。 
 
8.6. また組合は、従業員について以下の自由を理由として、その従業員の雇用に悪影響

を与えること、あるいはそうした事を他人にアドバイスしたり、奨めたり、あおっ

たりすることが禁止されている（797 条ほか）。これは、直接行動によって罰金等に

曝されるために、他人を利用することで実質的効果を挙げようとする組合の行動を

阻止しようとするものといえる。 
 

• 「労働行為」に参加しないこと 

• 秘密投票 (secret ballot) をすることを提案したこと 

• 組合による雇用条件交渉費用 (bargaining service fee) の支払いを拒んだこと 

• 組合のメンバーであること（たとえば別の組合の）、あるいはメンバーでな

いこと 

• 「認証契約」、労働裁定、職場契約ないしは労務関係の法律などについて、

疑問を呈したり不服申し立てをしたこと 
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8.7. その他法は、組合が雇用主、従業員さらには独立のコントラクターがその正当な権

利を主張することを理由として、直接、間接の妨害をすることを禁ずる詳細な規定

を設けている（789 条 – 791 条、とくに 796 条以下）。 
 
 
9. 雇用記録の保存 (Keeping records)（WRA 836 条以下、WRA 規則 19.1 以下） 
 
9.1. 雇用主は、従業員の給与関係の支払い、休暇、年金積立の支払いその他の事項に関

する記録をつくり、特定従業員の記録を記入した日から７年間、あるいはその者の

雇用契約が終了してから７年間（いずれか早い方）まで保存しなければならない。 
 
9.2. また所定事項を記入した給与明細書は、支払いの１日以内に従業員に与えなければ

ならない。 
 
9.3. 雇用関係の終了にあたり、終了の原因・経緯、解雇であれば担当者名等、どのよう

にして終了したかを記録し、保存しなければならない。 
 
9.4. 新法下でこれら記録の整備は 2006 年 9 月 27 日が期限となっている。その違反者は

罰金が課せられる。 
 
 
10. 雇用関係の終了と不当解雇 (Unfair Dismissal) ならびに不法解雇 (Unlawful 

Termination) 
 
10.1. 期間のある契約の期間満了、従業員の死亡、従業員による辞職、雇用主による解雇

のいずれかで雇用関係は終了する。 
 
10.2. 雇用主による解雇は、認証契約、職場契約、労働裁定、個別雇用契約の規定によっ

てなされ、原因別にみれば従業員の言動が解雇事由に当たることを理由とするもの、

雇用主の企業再構成 (restructuring) などの事業遂行上の事情 (operational reasons) によ

る雇用調整を理由とするものがある。個別雇用契約で法定の期間と同じか、それよ

り長い解雇通知期間を規定している場合に、それを根拠にした解雇もある。また時

間的流れでいえば、事前に明白な期間満了、通知期間を与えての解雇、即時解雇な

どの対応が考えられる。 
 
10.3. なお個別の雇用契約書に解雇通知期間が規定されている場合でも、新 WRA では「

低通知期間」(required period of notice) を規定しているので注意を要する（ 661

条）） 。 
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10.4. 規定では、1 年以下継続勤務者で 低 1 週間の通知期間、1 年を超えて 3 年未満で

低 2 週間、3 年を超えて 5 年未満で 低 3 週間、5 年を超える場合は 低 4 週間を通

知期間とする。加えて退職時に 45 歳以上で 2 年以上の勤続の従業員には、プラス１

週間を通知期間に加算する。 
 
10.5. 契約等による解雇事由があり、解雇通知などの契約上の手続を踏めば、基本的に雇

用主からの解雇はできる。その解雇をむしろ雇用主による契約等の違反として、

（解雇された）従業員側からクレームする場合は、その契約条項と事実関係の対比

で、その「契約違反」が争われることとなる。 
 
10.6. 雇用調整による解雇 (Redundancy) にあっても、「純粋な事業遂行上の事情」 

(genuine operational reason) があり、契約等で規定された手続に則っての解雇通知、雇

用調整解雇による退職金 (redundancy payment, or severance fees) の支払い等で解雇は

できる。ここでも通知などの形式、あるいは「純粋な事業上の事情」の有無は、従

業員からのクレームで争われる事となるが、これらも「契約違反」をベースにした

議論である。なお「会社事業遂行上の事情」の例示として、法は 、“economic, 

technological, structural or similar grounds” をかかげる。 
 
10.7. この枠を超えたものに、不当解雇 (Unfair Dismissal)、不法解雇 (Unlawful Dismissal) 

のクレームがある。 
 
10.8. 不当解雇 (Unfair Dismissal)とは、雇用主、従業員双方の総合的状況からみて解雇が過

酷、不正義ないしは非常識 (harsh, unjust or unreasonable) な、つまり「正当理由」

(valid reason) がない解雇をいう。解雇された従業員は、連邦、州の職場関係法の規定

に基づき労働関係委員会 (Industrial Relations Commission) (AIRC ないしは州の IRC) 

にクレームを申し立て、職場復帰、損害賠償などの補償を求めることができる。

「契約の不履行」を根拠にする通常のクレームと紛争解決に依らない、雇用関係特

殊な方式といえる。これが従来から従業員の強い武器となり、濫用される場合も多

かった。 
 
10.9. 「不当」の主張に対処するためには、雇用主は予め指針 (policies) ないし事務処理基

準 (manual) などで規定した手続により、例えば業務執行に問題のある従業員につい

て他の従業員と同じ扱いで面接をして問題点を指摘し、本人にも意見をいう機会を

与える。相応の改善の注意をし、改善の機会を十分与える。そのための助力もし、

経過を見守り、それでも適正な改善が見られない時に至って、はじめて契約等に則

った解雇通知を出す等で、「不当でない」つまり「正当理由がある」ことを証明し

なければならない。 
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10.10. なお、新法では以下のいずれかにあたる場合には、「不当解雇」のクレームが出来

ないとしている。 
 

10.10.1 従業員が 100 名以下の職場 (the 100 Employee Cap)（643 条 (10)）。この 100

名にはパートタイマー、長期カジュアルワーカーを含み関連会社もあわせて

計算する。なお、例えば日本企業の支店 (外国法人として登記) の場合は、

「その支店」の（駐在員を含む）従業員数をいい、日本本社の従業員は含ま

ない。豪州法人たる「現地法人」の場合はむろんその現地法人を基準に計算

する。この「足切り」で、事実上豪州の大多数の雇用主が「不当解雇」クレ

ームから開放されることとなった。従業員 100 名を超える職場では、依然

「不当解雇」のクレームはでき、AIRC で審決されることとなる。 
 
10.10.2 年俸が$94,900 を超える者 (Employees who are not employed under award 

conditions, and who earn remuneration of more than $94,900 per annum) の解雇

（638 条 (6), WRA 規則 C2-12.3 以下）。この「年俸」には雇用主から得るあ

らゆる利得 (benefits) を含む。たとえばボーナス、住宅費補助、企業年金 

(superannuation)、車両とその経費の個人利用分、電話とその経費の個人利用

分など。 

10.10.3 業務遂行上必要な事情 (Genuine operational reasons) による雇用調整解雇。新

法はこの事情が真正にあれば、他の事情（例えばその従業員の業績が悪い、

上司と職場で感情的に衝突している事実があるなど）は敢えて顧慮しないこ

とを規定している（643 条 (8), (9), 649 条）。 
 

10.10.4 試用期間中の解雇 (Probationary employees) （643 条 (1),）。 
 

10.10.5 雇用開始後 6 ヶ月 (Qualifying period) 内の解雇。法は雇用開始後 6 ヶ月間は不

当解雇クレームをする資格ができない、というアプローチをしている（643

条 (6), (7)）。 
 

10.10.6 期間のある雇用、特定業務を指定しての雇用 (Employees engaged for a fixed 

term or specified task) での期間満了ないしは特定業務の終了による解雇（638

条 (1)）。 
 

10.10.7 短期カジュアルワーカー (Short-term casual employees)。いわゆる「カジュア

ルワーカー」をいい、長期にわたりかつシステマチックに業務に従事するも

のは除く（638 条 (1)）。 
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10.10.8 特定期間の訓練生 (Trainees engaged for a specified period of time) の期間満了に

解雇（638 条 (1)）。 
 

10.10.9 季節労働者 (Seasonable employee) の季節終了による解雇（638 条 (1)）。 
 

10.11. なお、これら制限にかからない状況で、辞職をした従業員があとで辞職は雇用主に

事実上強制されたもので、「みなし解雇 (constructive dismissal)」だとして不当解雇の

クレームをする場合が考えられるが、新法はその事実証明の挙証責任は従業員側に

あることを明確にしている。 
 
10.12. なお、不当解雇とは別に不法解雇 (Unlawful termination) のクレームも考慮しておく必

要がある。「不法解雇」は 2006 年 3 月の職場関係法大改正とは直接関係なく、従来

どおり全ての豪州内の従業員は、その職場のサイズに関係なく、差別を含む違法な

理由による解雇による補償 (remedies for “unlawful termination” of employment) 受ける

ことができる。 
 
10.13. 例えば、以下の理由による解雇がこれにあたる。 
 

10.13.1 性、人種、宗教、政治的信念、妊娠、年齢、性的嗜好 

10.13.2 労働組合員であること、組合活動への参加 

10.13.3 病気、ケガによる一時的職場への不在 

10.13.4 出産休暇など (parental leave) で職場への不在 
 

10.14. 実務的にみれば、新法によって不当解雇のクレームが大幅に制限された結果、この

不法解雇の理由づけでクレームが起こされる可能性が高くなっていると考えられる。

従ってとりわけ「差別」の禁止にかかる指針 (policies) の整備、マネージメント・従

業員への周知徹底、違反者への厳正な対応などを日頃から行っておく必要があると

いえる。 
 
 
11. 小規模雇用主に対する雇用調整に伴う解雇 (Redundancy) による退職手当 

(Redundancy Payments: Severance payment) 支払いの免除 
 
11.1. 雇用主の業務上の都合による従業員の解雇、すなわち雇用調整による解雇では、こ

れまで一般的に退職金が支払われるべきものと理解されていました。その支払い額

の計算式のモデルともいわれるものが、2004 年 3 月 26 日の AIRC の審判で示されて

いました。このケースではまた、従業員 15 名未満の小規模雇用主について、それま

での退職手当の支払い免除の特例を排除していました。 
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11.2. 本年 3 月 27 日施行の連邦職場関係法改正法は、小規模雇用主も退職金支払いをすべ

きことを規定する州、特別区域・準州の法律の排除するとともに、退職手当支払に

関する事項を小規模雇用主にかかる労働裁定 (Awards) で規定してよい事項 

(allowable award matters for small business) のリストから外すことで、従業員 15 名未

満の職場においては雇用調整による退職金の支払いを免除することを規定しました。

(WRA513(1)(k),(4)) 
 
11.3. むろんこれらの規定は WorkChoices の適用のある職場、地域についてのみ適用され

ます。 
 
11.4. 改正法は、州の法律、州労働裁定、州 IRC の審判、特別区域・準州の法律（まとめ

て “eligible instrument” という）が退職手当の支払いを仮に規定あるいは審判してい

ても、従業員 15 名未満の職場ではその適用はないとしました。但し、この規定は

2005 年 12 月 14 日以降に立法、裁定、審判されたもしくは改正された “eligible 

instrument” についてのみ適用がある、としています。改正法はまた AIRC のもつ雇

用主に対して雇用調整解雇の従業員への退職金の支払いの命令権を、従業員 15 名未

満の雇用主との関係で制限しています。 
 
11.5. この「15 名未満」は、雇用調整による解雇の通知がなされたとき、あるいは実際に

その解雇が起きた時のいずれか早い方の時点で計算します。またこの人数には、解

雇される当の従業員、少なくとも 12 ヶ月間定期的かつシステマティックな勤務をし

ているカジュアルワーカーも算出します。 
 
 
11.6. 上記と共に改正法は、経過措置として、もし 2004 年 3 月 26 日以降に AIRC が、従

業員 15 名未満の雇用主に退職手当を支払うべきことを規定する労働裁定の公布、審

判、命令ないしそれらの変更を行っている場合には、それら労働裁定、審判、命令

ないしそれらの変更は 2005 年 12 月 14 日以降は無効であるとしています。 
 
11.7. これらの新システムないし経過措置により、小規模事業者は少なくとも退職手当の

支払額の算出ができ、場合によれば一切の支払いから解放されることで、事業再構

築 (Restructuring) など、より柔軟性、活力のある事業活動ができるようになる、と

いうのが今回改正法についての連邦政府の説明です。 
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12. 職場関係にかかる公的機関の概要 
 
12.1. AIRC (Australia Industrial Relations Commission) :WRA 改正法が、当事者間での紛争

解決を推進するシステムを整備したため、AIRC の紛争の審判の機能は減少したが、

依然として労働紛争の解決を主要業務としている。職場契約に盛り込むことが法律

上求められている紛争解決メカニズム (MDRP: the new model dispute resolution 

process) に基づいて AIRC が審判する。賃金の設定・改定が AFPC の所管となったこ

ともあり、権限を縮小といわれながら、不当解雇 (unfair dismissals) の審判、労働裁

定の合理化、労働行為ないし組合職員の職場立入権の許可審査も含め、依然として

主要な役割をもっている。 
 
12.2. AFPC (Australian Fair Pay Commission): 新たに改正法で設置された機構で、連邦 低

賃金 (FMW: Federal Minimum Wages) その他の労働条件の設定と見直しを行う (the 

wage setting body in Australia)。 低労働条件 (The Standards) の広報・周知の機能もあ

る。 
 
12.3. OWS (Office of Workplace Service): コンプライアンスを所管する。法律違反の疑いの

ある職場の検査、労務関係書類の検閲などを所管する職場検査官(Workplace 

Inspectors) で構成される。 
 
12.4. OEA (Office of Employment Advocate): OWS は、職場関係法全般の理解、職場契約の

作成手順に関して、雇用主、従業員あるいは関係団体を援助する。コンプライアン

スの機能はなくなった。AWAs その他の「職場契約」は、OEA への登録で有効とな

る (a lodgement only system)。適法性の実質審査は行わない。なお、OEA は雇用主あ

るいは従業員からの要求があれば、禁止された事項が含まれていないかの事前確認

をする。 
 
12.5. The Taskforce (the Award Review Taskforce): 錯綜、重複する労働裁定のうち、とりわ

け給与スケールや分類の合理化、単純化作業を所管する。第一次の給与スケール・

分類の合理化は 2006 年 7 月末で終了する予定といわれる。 
 
12.6. Bargaining Agent: 厳密な意味で公的機関ではないが、雇用主ないし従業員の依頼に

より職場契約作成の補助をする機関である。 
 
12.7. WRA (Office of the Workplace Rights Advocate): ビクトリア州独特の機関で、連邦職場

関係法改正法をにらみながらその施行に先駆けて施行された、Workplace Rights 

Advocate Act 2005 (VIC) によって設立されたもの。その主たる機能は、労使関係にか

かる事項について、雇用主、従業員その他の関係者への広報、教育ならびに相談、
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労働者全般についての公正な取り扱いの促進と必要な援助、雇用主・従業員間の契

約あるいはその交渉などで十分情報を得た上での決定 (informed decision-making) をす

ることの促進、違法・不公正ないしは不適切な労使関係のモニターならびに調査、

労使関係にかかわる事項の提言など、とされている。 
 
 

以上 
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