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はじめに 

 

本冊子は、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まとめたものである。 

本冊子は、2009年3月に成立したフェアワーク法の概要をまとめたもので、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、本冊子はジェトロ・シドニーセンターが担当したもので、実際の取りまと

めは、クレイトン・ユッツ法律事務所に委託した。 

 本冊子が関係者各位のご参考となれば幸甚である。 

2010年2月 

 日本貿易振興機構（ジェトロ） 
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1. フェアワーク法とは何か 

フェアワーク法は、豪州のほとんどの就業者に適用される、新しい労働基本法で

ある。そのため、豪州で事業を行う日系企業に関係する、最も重要な法律のうちの

一つであるといえる。 

フェアワーク法の沿革や適用範囲などについては次章でより詳しく述べるが、フ

ェアワーク法の主な特徴としては、次のような点を挙げることができる。 

① 労働党政権による、労働者保護を強化した労働法 

 フェアワーク法では、不当解雇の主張ができる従業員の範囲を大幅に拡大したり、

従業員の一般的な保護規定を置くなど、様々な面で従来のワークチョイスに比べて

労働者保護の強化が図られている。 

② 800 条からなる非常に大部で複雑な法律 

 フェアワーク法は、本体だけでも 800 条からなる大部な法律である。これに加え、

フェアワーク法に関係する様々な規則やルールも存在し、これらをすべて併せると

極めて複雑な法体系をなしているといえる。 

③ 労働条件の最低基準を定めている 

 フェアワーク法は、Nat iona l Employment  St andar d（NES）において、最大週間労

働時間、年次有給休暇などの 10 項目の労働条件の最低基準を定め、従業員に対する

セーフティネットを拡充している。 

④ 労働協約や現代化された労使裁定のあり方について定めている 

 フェアワーク法は、労使関係を規律する文書のうち、労使関係の合意である労働

協約（Ente rpr ise  agreement s）と産業・職種別に策定される現代化された労使裁定

（Modern awar ds）について、規定されるべき規定の種類や合意・策定の手続きなど

について定めている。また、雇用関係が会社間で承継される際にこれらの文書の取

扱いがどうなるかについても規定している。 

⑤ 解雇の際の取扱いについて定めている 
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 フェアワーク法は、解雇に伴って発生する雇用者の義務や、従業員側から行われ

る主張およびその場合の救済などについて規定しており、他の労使関係を規律する

文書や関係法令と相俟って解雇法制の中心をなしている。 

⑥ 包括的な従業員保護の規定を置いている 

 フェアワーク法は、職場権（Wor kplace  r ight s）と呼ばれる概念を導入し、従業

員の職場関係の権利の包括的な保護を図っている。また、組合活動の保護や差別行

為の禁止などについて規定するほか、労働組合が雇用者の施設に立入検査をする権

利を規定することによって、従業員保護を実質的に担保している。 

⑦ フェアワーク・オーストラリアと呼ばれる審判機関が中心的役割を果たす   

 フェアワーク法の施行に伴い、フェアワーク・オーストラリア（FWA）と呼ば

れる独立の審判機関が新設された。FWAには広範な権限が与えられており、審決や

命令の発出を通じて雇用者と従業員との間の紛争の簡易迅速な解決を目指す。 

 

以上、フェアワーク法の特徴をいくつか挙げたが、フェアワーク法で使われる用

語や概念は、豪州の労働法の沿革に基づいた独特なものであるので、日本の労働法

に存在しないものもあるし、また日本の労働法で使われるものと似ていても中身が

異なるものもある。 

したがって、本冊子の末尾に用語解説集と題する章を設け、フェアワーク法で使

われる用語や概念のうち、日系企業や投資家に分かりにくいと思われるものをいく

つか選んで簡単に解説したので、適宜参照されたい。 

 



 

3 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

2. 豪州の労働法制の沿革と枠組み 

2.1 フェアワーク法の沿革 

2006 年 3 月、ハワード前保守連合政権の下で新しい労働法（Workplace  Re la t ions  

Amendment  (Wor k Choice s) Ac t  2005）が施行され、これに基づく一連の労働施策は

ワークチョイスと呼ばれた。ワークチョイスの下では、従業員 100 人以下の会社に

雇用されている従業員の不当解雇の主張を禁止するなど、企業側にとって有利な政

策がとられた。 

これに対し、野党労働党は、ワークチョイスの見直しを公約に掲げて 2007 年 11

月の連邦議会選挙で勝利し、同年 12 月、ラッド首相率いる労働党政権が誕生した。 

ラッド労働党政権は、ワークチョイスに代わる新しい労働法制までの暫定的移行

立法として Wor kplace  Re la t ions  Amendment  (Tr ans it ion to For war d with Fa irness ) 

Ac t  2008 を 2008 年 3 月に成立させた。 

さらに、ラッド労働党政権は、2009 年 3 月にフェアワーク法（t he  Fa ir  Work Act  

2009）を成立させ、一部を同年 7 月 1日から、全面的には 2010 年 1月 1日から施行

させた。 

 

2.2 フェアワーク法がカバーする範囲 

フェアワーク法は、豪州の就業者の約 85％をカバーし、これらの就業者に適用さ

れる。 

ワークチョイス法と同様、フェアワーク法はすべての「憲法上の会社」

（Const it ut ional cor por a t ions）1およびその従業員に適用される。本冊子では「憲法

上の会社」の意義について深く立ち入ることはしないが、概して広く解釈されてお

り、おおまかにいえば、商品や役務の売買をしている会社はすべてこれに含まれ、

                                            

1 憲法 51条 20 項の for e ign corpor a t ions , t r ading cor pora t ions  and f inancia l cor pora t ions  formed 

within the  limit s  of  the  Commonwealth を指す。その解釈は判例に委ねられている。 
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営利を目的とした企業である必要はない。ただし、その会社は、連邦法か各州法に

基づいて会社組織として設立されたものでなければならず、個人事業主や組合など

はこれに含まれない。 

また、西オーストラリア州を除くすべての州が職場関係を規制する権限の大部分

を連邦政府に委譲しているため、これらの州の就業者については、設立されていな

い企業の就業者もカバーされる。 

まとめると、フェアワーク法が適用される就業者は以下のようになる。 

 「憲法上の会社」の従業員（設立されている会社に限る） 

 Aust r a lian Ter r it or ies（北部準州および首都特別地域など）の就業者 

 豪州連邦政府の職員 

 「憲法上の取引または商業」（Const it ut ional t r ade  or  commerce）2に関連

して勤務する船舶や航空機の乗組員 

 西オーストラリア州を除くすべての州の就業者（設立されている会社であ

るか否かを問わない。ただし、各州に一部の例外あり3） 

 

適用される就業者の全国における割合は、今後の会社設立などによって増加する

可能性がある。フェアワーク法が適用されない就業者は、各州の労働法制によって

規律されることとなる。 

念のため、本冊子は、フェアワーク法の概要を解説するものであり、フェアワー

ク法でカバーされない従業員に適用される規制について解説するものではないので

留意されたい。 

 

                                            

2 各州（準州などのテリトリーを含む）内、各州間及び豪州とそれ以外の場所との間の t r ade  or  
commerce を意味する。フェアワーク法（以下、脚注においては FW Act とする）12 条。 

3 例えば、クイーンズランド政府関係・公営企業の就業者にはフェアワーク法は適用されない。 



 

5 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

2.3 その他の労働関連法規 

フェアワーク法は、豪州における会社従業員の雇用関係を規律する基本法である

が、それ以外には次のような法律などが雇用関係を規律することがある。 

 各州の永年勤続休暇（Long se r vice  leave）法 

 各州の労働安全衛生（Occupa t ional Health and Saf e ty、OHS）法 

 各州の職場監視（Sur ve illance）法 

 各州の給与（ぺイロール）税法 

 連邦および各州の差別禁止法 

 連邦および各州の労災補償（Wor ker s  compensa t ion）法 

 連邦プライバシー法（現在、従業員記録は例外となっている） 

 連邦取引慣行法（Tr ade  Prac t ices  Ac t  1974） 

 連邦電気通信法 

 連邦所得税および付加給付（フリンジベネフィット）税法 

 連邦退職年金（Superannua t ion）法 

 

また、これらの制定法だけでなく、コモンローと呼ばれる、裁判所の判例の集積

によって形成された判例法にも規律されることがある。特に、雇用契約の解釈を検

討する際には重要となる。 

 本冊子は、これらの制定法やコモンローまでを網羅するものではなく、原則と

してフェアワーク法に限定してその概要を示すことを目的としたものであることに

注意されたい。 

 

2.4 労使関係を規律する文書 

上述の法令以外に豪州における従業員の労使関係を規律する文書としては、まず、

雇用契約を挙げることができる。雇用契約は、書面であると口頭であるとを問わな
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い。また、雇用契約に組み込まれ、従業員に対する拘束力のある雇用者のポリシー

も含まれる。 

また、豪州においては、「現代化」された労使裁定（Modern awar ds）および労働

協約（Ente rpr ise  agreement）も労働条件の最低基準を画するものとして重要であ

る。現代化された労使裁定は、通常特定の業界や職業の従業員に適用されるものと

して作成される、後述の AIRCによって作成され、FWAによって定期的に見直しされ

ることなっている文書である。 

労働協約は、雇用者と従業員らとの間で交わされる合意で、Collec t ive  agr eement

と呼ばれることもある。労働協約が適用される従業員に対しては、現代化された労

使裁定は適用されない4。 

本冊子では、労働協約については後に詳しく既述する。現代化された労使裁定に

ついては用語集の記載を参照されたい。 

 

                                            

4 FW Act  57 条。 
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3. 関係する政府機関とその役割 

フェアワーク法は、フェアワーク・オーストラリア（FWA）、フェアワーク・オ

ンブズマン（FWO）および豪州連邦裁判所および連邦下級裁判所の各フェアワーク

部門の各機関を新設し、既存の関連政府機関を廃止した5。 

 

3.1 フェアワーク・オーストラリア（FWA） 

フェアワーク・オーストラリア（FWA）は、幅広い機能と権限を持つ独立の審判

機関である。従来の AIRCよりもより利用しやすく、簡易迅速により多くの紛争を解

決することを目的としている。 

FWAの機能・権限のうち主なものは次のとおりである。 

 現代化された労使裁定の 4 年毎またはそれより短期間内での見直し 

 労働協約についての誠実な交渉の確保（交渉命令などの発出） 

 低賃金、争議行為（Indus t r ia l ac t ion）および交渉に関係する審決 

 最低賃金の設定および見直し 

 解雇関連その他の紛争の取扱い 

 不当解雇（Unf a ir  dismissa l）事案における復職命令または補償金支払命令

の発出、紛争における調停・仲裁 

 許されない争議行為の禁止命令および許される争議行為の停止命令 

 立入権をめぐる紛争の仲裁 

 不法解雇（Unlawf ul dismissa l）事案の取扱い 

 

実務のポイント！ 

                                            

5 廃止された機関は、Aust ra lian Indus t r ia l Rela t ions  Commiss ion（AIRC）、Aust ra lian Fa ir  Pay 
Commiss ion（AFPC）、Workplace  Author ity、Workplace  Ombudsman およびワークチョイスで権限を

与えられていた連邦裁判所および連邦下級裁判所の担当部門である。 
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 FWAの審決で負けた当事者は、FWA の許可を得て、不服申立てをすることができる6（た

だし、FWA大審判廷の審決および最低賃金委員会（Minimum Wage Panel）の裁決にはそ

もそも不服申立てができない）。ワークチョイスの場合よりも不服申立て件数は少なく

なると予想されている。 

 弁護士または「有料の代理人」7は、一定の場合を除き、FWA の許可を得た場合にのみ、

本人を代理して FWA の審判に出頭できる。許可が与えられるのは、事案の複雑さを勘案

して効率的であると考えられる場合、本人が自ら適切に手続きを行えないために代理を

認めないと不公正となる場合、または当事者間の公正を考慮して代理を認めないと不公

正となる場合のいずれかに限られる8。 

 弁護士らが代理をした場合において、その弁護士らが合理的に見て成功の見込みがない

ことが明白であるにもかかわらず手続開始・継続を勧めたことにより相手方に費用を発

生させた場合、または弁護士らの不合理な作為・不作為によって相手方に費用を発生さ

せた場合には、FWA は、その弁護士らに対して相手方が被った費用の支払いを命ずるこ

とができる9。この制度により、不合理な主張を FWA に持ち込むことまたは不合理な主張

を持ち込むと脅して雇用者から和解金を受け取るような従業員を減らすことが可能とな

るとされる。 

 手続きの費用は原則として各当事者が各自の分を負担するが、合理的な理由なく（濫用

的に）または合理的な成功の見込みなく提起・答弁されたことが明らかな手続きについ

ては、相手方の費用の負担を命ぜられる場合がある10。  

 

3.2 フェアワーク・オンブズマン（FWO） 

フェアワーク・オンブズマン（FWO）は、出版などによる情報提供・助言の提供

を含めたフェアワーク法関連の教育・啓発活動を行うほか、必要に応じ調査や法的

                                            

6 FW Act  604 条。 

7 労働協約の交渉代表者は含まれない。 

8 FW Act  596 条（２）。 

9 FW Act  401条。 

10 FW Act  611条。 
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手続きの提起などを通じてフェアワーク法のコンプライアンスを監視し、エンフォ

ースメントを担う独立の機関である。 

また、FWOは、フェアワーク監督官（Fair  Wor k Inspec tor s）を任命し、立入調査

などのコンプライアンスに向けた権限を行使させることができる。 

 

3.3 豪州連邦裁判所および連邦下級裁判所の各フェアワーク部門 

豪州連邦裁判所および連邦下級裁判所の各フェアワーク部門は、全国雇用基準

（NES）の違反、労働協約の違反などの場合において、フェアワーク法が定める各民

事救済の規定（Civil r emedy pr ovis ions）に従い、差止命令などの違反を救済するた

めの適切な命令を下す権限を有する。 

また、裁判所は、民事救済の規定に従って民事制裁金の支払いを命ずることがで

きる。多くの場合この制裁金額の上限は個人は 6,600 オーストラリア･ドル（以下、

豪ドル）、法人は 3 万 3,000 豪ドルとなっている。民事救済の各規定は 539 条に包

括的にリストされているので参照されたい。 
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4. National Employment Standard（NES） 

Nat iona l Employment  St andar d（NES）は、2010 年 1月 1日から施行された、最大

週間労働時間や年次有給休暇などの労働条件の最低基準を定める規定である。した

がって文字どおり、NES よりも労働条件が低い内容の労使裁定、労働協約および個

別の雇用契約を締結することは許されず、定めたとしても NES が適用される。 

 

実務のポイント！ 

 旧法の the Australian Fair Pay and Conditions Standard (AFPCS)は、5項目の最低

条件を規定していたのに対し、NES は 10項目を規定している。しかし、NES には AFPCS

の 5項目に含まれていた最低賃金の規定はない11。また、NES で新たに追加された項目

についても、AFPCS 以外の旧法の他の規定に見られたものもある。結局、完全に新たに

追加されたのは、柔軟な勤務形態の請求、余剰人員整理解雇手当、地域社会貢献休暇お

よびフェアワーク情報説明書の 4項目である。 

 前述のフェアワーク法がカバーする就業者に対して NES が適用されるが、育児休暇の規

定については、豪州の全就業者に適用される。 

 

4.1 最大週間労働時間 

従業員の最大週間労働時間は 38 時間である12。この 38 時間については、一定期

間の平均が週 38 時間であればよく、一定期間については、労使裁定または労働協

約に規定される。労使裁定または労働協約の適用がない従業員については、書面で

合意しなければならず、かつその一定期間は 26 週を超えることができない。 

合理的な場合にのみ、雇用者は追加労働時間の勤務を請求または義務付けること

ができる。不合理な場合には従業員は勤務を拒否できる。追加労働時間が合理的か

                                            

11 最低賃金は最低賃金委員会（Minimum Wage Pane l）が決定する。最低賃金は、現代化された労使裁

定に記載されるか、労使裁定および労働協約の適用がない従業員については最低賃金命令に記載され

る。 

12 FW Act  62 条。 
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どうかは、従業員の労働安全衛生に対するリスク、家族の状況などの個人的な事情

及び雇用者における必要性など関係するあらゆる事情が考慮される13。 

なお、フェアワーク規則（Fair  Wor k Regula t ions  2009）には、賃金、残業時間、

休暇の権利など、雇用者が記録を保持しておかなければならない事項が規定されて

いる14。 

 

4.2 柔軟な勤務形態の請求 

未就学児または 18 歳未満の障害を持つ子供の親または保護者は、勤務形態の変

更15を請求することができる16。この権利は、12 カ月以上継続勤務をした従業員、ま

たは、12 カ月以上継続勤務をした臨時従業員でかつ定期的または計画的に雇用を継

続される合理的な期待を有する者だけが行使できる。 

雇用者は、21日以内に書面で請求に回答しなければならず、請求を拒絶する場合

には合理的な事業上の理由を詳細に明らかにしなければならない。 

 

4.3 育児関連休暇（Parenta l leave） 

12 カ月以上継続勤務した期間の定めのない雇用の従業員および 12 カ月以上定期

的または計画的に業務に従事した臨時従業員は、無休の育児関連休暇を取得する権

利がある17。育児関連休暇の期間は最大 12 カ月までで、夫婦の両方が雇用されてい

る場合にはそれぞれが最大 12 カ月の期間の育児関連休暇を取得できる（ただし、

                                            

13 FW Act  62 条（3）。 

14 FW Act  535 条、FW Reg. Par t  3- 6, Divis ion 3。 

15 例として、労働時間、勤務パターンおよび勤務場所の変更が挙げられる。 

16 FW Act  65 条。 

17 FW Act  67 条。 
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出生日を含む 3 週間の休暇を夫婦の両方が同時に取得できるほかは、夫婦の休暇が

重なってはならない）。 

これらの従業員は、さらに 12 カ月間の間無休の育児関連休暇の延長を請求する

ことができるが、この請求については、雇用者は、合理的な事業上の理由があれば

拒否することができる。また、夫婦の両方が育児関連休暇を取得した場合には、こ

の延長の期間は 12 カ月から相手方が取得した育児関連休暇の日数を控除した期間

となる。つまり、その夫婦が取得できる育児関連休暇は夫婦併せても 24 カ月が最

大であることに注意されたい。 

また、妊娠中の従業員の場合には、出産予定日の 6 週間前から産前休暇を取得す

ることができる。その従業員が出産予定日の 6 週間前の期間に勤務することを希望

する場合には、雇用者は、その従業員の状態が勤務に適しており、かつ妊娠または

職場の危険から生ずるリスクから現在の職務を継続することが勧められないかどう

かの医師の証明書を請求することができる。 

従業員が育児休暇を取得した場合、その育児休暇を取得する以前に就いていた職

務に復帰する権利が従業員に保障されている。 

 

4.4 年次休暇（Annua l leave） 

臨時従業員を除くすべての従業員は、年間 4 週間の年次有給休暇を取得する18。

この年次有給休暇は、通常の労働時間に応じて 1年間のうちに漸次発生する。交替

勤務の従業員19は追加の年次有給休暇を取得する。 

年次有給休暇は、年度を越えて累積させることができ、労使裁定または労働協約

に規定がある場合には、年次有給休暇を消化する代わりに現金の支払いを受けるこ

                                            

18 FW Act  86 条、87 条。 

19 現代化された労使裁定または労働協約で定義または規定される。労使裁定および労働協約の適用が

ない従業員の場合には、定期的に日曜日または公休日に勤務し、かつ継続的に週 7 日、１日 24 時間

の交替勤務制を敷く会社で交替勤務に従事する場合がここでいう交替勤務の従業員に当たる。 
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とができる。労使裁定または労働協約の適用を受けない従業員も、雇用者とその旨

を合意することができる。ただし、その場合でも、従業員の残りの年次有給休暇が

4 週間以下となる場合には現金化は許されない。 

また、現代化された労使裁定または労使協約が年次有給休暇を消化することに関

する規定を設けている場合には、雇用者は、これらの労使関係文書でカバーされて

いる従業員に対し、年次有給休暇の消化を強制することができる。ただし、その義

務付けは合理的なものでなければならない。同様に、雇用者は、労使裁定や労働協

約でカバーされていない従業員に対しても年次有給休暇の消化を指示することがで

きる。 

 

4.5 個人的・介護休暇および忌引休暇（Per sonal/ ca r er ' s  leave  and 
compass iona te  leave） 

臨時従業員以外の従業員は、年間 10 日の有給の個人的（傷病）・介護休暇を取

得する20。この休暇も、労働時間に応じて 1年間のうちに漸次発生し、年度を越え

て累積させることが可能である。パートタイマーについては、通常の従業員の労働

時間と比較して案分比例の割合で計算された日数のこれらの休暇を取得する。 

従業員が 1年間のうちに使うことができる個人的（傷病）・介護休暇の日数の上

限はフェアワーク法では撤廃され、無制限となった。すべての従業員は、年間 2 日

間の無給の介護休暇も取得する。 

また、従業員は、それぞれの場合において各 2 日間の忌引休暇（臨時従業員は無

給、それ以外は有給）を取得できる。 

 

4.6 地域社会貢献休暇（Community ser vice  leave） 

                                            

20 FW Act  95 条、96 条。 
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従業員は、陪審員としての奉仕または自発的な危機管理活動21への奉仕などに参

加するために無休の休暇を取得することができる22。 

雇用者は、臨時従業員以外の従業員が陪審員として奉仕した場合、最大 10 日間

分のその期間中の給与を支払わなければならない23。 

 

4.7 永年勤続休暇（Long se r vice  leave） 

各州法や労使裁定および労働協約の下での永年勤続休暇の定めがそのまま継続す

る。 

 

4.8 公休日（Public  holidays） 

従業員は、公休日24に欠勤し、各日の給与を受け取ることができる。 

雇用者は、合理的な場合には公休日の勤務を従業員に請求することができる25。

この請求が不合理な場合には、従業員は勤務を拒否することができる。さらに、従

業員は、請求が合理的な場合であっても、拒否することもまた合理的な場合にはや

はり勤務を拒否できる。雇用者の請求が合理的であることを要求する点は、ワーク

チョイスからの変更点であり、雇用者にとって大きなインパクトがあると考えられ

る。なお、合理性の判断に考慮される事情は法律に例示列挙されている。 

また、従業員は勤務しない公休日について通常の労働時間分の給与を受け取るこ

とができる。この点もワークチョイスからの変更点である。しかし、その従業員が

                                            

21緊急事態や自然災害の場合において、従業員が危機管理団体の構成員として、要請に応じて（また

は要請されていると予想することが合理的ある場合に）自発的に活動に参加する場合。 

22 FW Act  108 条。 

23 ただし、陪審員としての奉仕に対してその従業員が政府から受領した金員分については、その給与

から控除される。 

24 毎年 8 日間＋各州の公休日（フェアワーク規則で除外されたものを除く）。 

25 FW Act  114 条。 
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その公休日に通常の労働時間がなかった場合には、その分の給与を受け取ることは

できない。その公休日に勤務予定のなかった臨時従業員や、通常の勤務パターンに

その公休日での勤務を含まないパートタイムの従業員についても同様である。 

 

4.9 解雇予告および余剰人員整理手当 

① 雇用者は、期間の定めのない雇用の従業員の解雇に際し、法定期間以上前もっ

て解雇告知をするか、その代わりに当該期間中の給与を支払わなければならない

（日本法の解雇予告手当制度に類似）26。 

法定の予告期間は次のとおりである。対象となる従業員の年齢が 45 歳を超え

る場合には期間が割増しされることがある。 

勤続期間 予告期間 
従業員が 45歳を超

える場合の予告期間 

1年まで 1週間 1週間 

1年以上 2年まで 2週間 2週間 

2年以上 3年まで 2週間 3週間 

3年以上 5年まで 3週間 4週間 

5年以上 4週間 5週間 

 

② また、一般に27、従業員の数が 15 人28以上の雇用者の下で 1年以上継続勤務し

た場合、その従業員は、余剰人員整理解雇（Redundancy）に際して余剰人員整理

手当（Redundancy pay）を受け取ることができる29。 

                                            

26 FW Act  117 条。 

27 臨時従業員、期間の定めある従業員、特定のプロジェクトや特定の季節に雇用される従業員、即時

解雇された従業員（この場合は余剰人員整理解雇とはそもそもいえないので当然といえば当然）、研

修員などに対しては支払いの必要はない。FW Act  123 条。 

28 どのように 15 名をカウントするかについては FW Act  23 条参照。純粋な頭数で計算される。関連

会社は一つの会社とみなされる。 



 

16 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

余剰人員整理手当の額は勤続期間によって異なり、以下のとおりとなっている。 

勤続期間 
余剰人員整理手当が 

支払われるべき分の期間 

1年以上 2年未満 4週間 

2年以上 3年未満 6週間 

3年以上 4年未満 7週間 

4年以上 5年未満 8週間 

5年以上 6年未満 10 週間 

6年以上 7年未満 11 週間 

7年以上 8年未満 13 週間 

8年以上 9年未満 14 週間 

9年以上 10年未満 16週間 

10 年以上 12 週間30 

 

従業員が余剰人員整理手当を受け取る権利がある場合には、雇用者が代替の雇

用をオファーしたとしても、雇用者は余剰人員整理手当の支払を免れることはで

きない。その場合、雇用者は、FWAに対して余剰人員整理手当の減額を求めて申

立てをすることができる。 

しかし、雇用の承継31の際、旧雇用者での勤務期間が新雇用者での勤務期間と

して認め、かつ新旧の雇用が継続したものとされる場合には、雇用者は余剰人員

                                                                                                                                        

29雇用者のイニシアティブにより、雇用者がその従業員が行っている職務を誰にも遂行してもらう必

要がなくなったために行う解雇の場合（通常かつ慣行的な労働力の異動・再編成は除く）に支払い義

務がある旨規定されている。FW Act  119 条。 

30 この場合の額が 9 年以上 10 年未満の場合よりも尐なくなっているのは、永年勤続休暇が付与され

ることを考慮した結果とされている。 

31 事業売却、外部委託、内部委託、関係会社間に異動などの場合に生じうる。雇用の承継の意義につ

いては後述。 
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整理手当を支払う必要はない32。また、雇用の承継にまで至らなくとも、新雇用

者が現在の雇用条件と実質的に同等以上のオファーをし、かつ旧雇用者における

勤続を認めることから、そのオファーを受け入れていれば雇用の承継になったに

もかかわらずそのオファーを拒絶したという場合にも、余剰人員整理手当を支払

う必要はない33。しかし、この場合にも、FWAが不公正であると判断した場合に

は支払いを命ぜられることがありうる。 

これらの NES の規定は、現代化された労使裁定または産業裁定（enter pr ise  

award）に規定される特定の産業向けの余剰人員整理解雇制度が適用される従業

員には適用されない。 

 

4.10 フェアワーク情報説明書 

雇用者は、新たに雇用する従業員に対し、雇用開始後可及的速やかに、FWOが発

行したフェアワーク情報説明書を交付しなければならない。 

フェアワーク情報説明書には、NES、現代化された労使裁定、労働協約の作成、

団結の自由、FWAと FWOの役割、解雇、individua l f lexibilit y ar rangement s および

立入権についてなどの情報が記載されている。 

 

                                            

32 FW Act  122 条（2）、22 条（5）。 

33 FW Act  122 条（5）。 
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5. 労働協約（Enterprise  agreements） 

フェアワーク法は、労働協約の合意プロセスを大きく改革し、雇用者と従業員が

それぞれ労働組合や雇用者団体の支援を通じて労働協約の交渉を行う権利を確認、

拡充した上、雇用者、従業員およびこれらの交渉代表者に対し、「誠実に」交渉を

行うことを義務付けた。 

 

5.1 労働協約の種類 

旧法下では 6 種類の労働協約があったが、フェアワーク法の下では、単独労働協

約（Single - enter pr ise  agr eement s）と複数労働協約（Mult i- ente rpr ise  

agr eement s）の 2 種類に集約された34。 

単一労働協約のうち、最も典型的なものは、一雇用者とその従業員らとの間で締

結される協約である。しかし、ジョイントベンチャーや関係会社間などの単一の利

益を有する複数の雇用者らも、その従業員らとの間で単独労働協約を締結すること

ができる。この場合、これらの雇用者らは、労使関係大臣（Minis t er  f or  

Employment  and Workplace  Re la t ions）に対し、単一の利益を有する雇用者として

交渉することの認可を求めて申立てをする必要がある35。 

複数労働協約は、単一の利益を有しない複数の雇用者とその従業員との間で締結

されるものであるが、標準的な形態ではなく、例外的なものとなると予想されてい

る。 

なお、新たに設立され、従業員がまだ存在しない会社が全く新しい事業のために

締結する協約は、グリーンフィールズ協約（Gr eenf ie lds  agr eement s）と呼ばれる。

グリーンフィールズ協約は単一労働協約であっても複数労働協約であっても良い。 

 

                                            

34 FW Act  172 条。 

35 FW Act  248 条。 
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5.2 労働協約の内容 

フェアワーク法は、労働協約の必要的記載事項、任意的記載事項および記載禁止

事項を定めている。 

必要的記載事項 

 名目的な期間満了日（FWA の認可から 4年以内であることを要する） 

 紛争解決手続（FWA その他の独立の第三者への労働協約に基づく紛争解決権限の付

与） 

 Individual flexibility term（雇用者と特定の従業員との間でその従業員のニーズ

に対応するために個別の取決めを行うことを許容する条項） 

 職場環境に重要な変更がある場合に雇用者に協議を義務付ける協議条項 

 

上二つの必要的記載事項は、記載しなければその労働協約は FWAに認可されな

い。下二つの必要的記載事項は、記載しなかった場合にはフェアワーク規則に規定

された各モデル条項36がその労働協約の条項となったとみなされる。 

任意的記載事項 

                                            

36 individual f lexible  t e rm および協議条項の各モデル条項については別紙 1を参照。 
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 NESの下で許容されている条項 

 NESに付随する条項 例：半分の給与の割合で 2倍の年次有給休暇を与える条項 

 NESを補完する条項 例：休暇日数を増やす条項 

 従業員から了承された賃金からの控除 例：Salary sacrifice、給与退職年金基

金への拠出、労働組合の会費 

 賃金の支払いに関する条項や特定の配属される地位に関する事項など雇用者と従

業員との関係に関する事項37 

 労働組合研修休暇に関する事項、従業員の労働組合活動への参加に対して有給休

暇を与える条項など雇用者と従業員団体との関係に関する事項38 

 

記載禁止事項 

 法令違反を義務付ける条項 

 差別的な条項39などの違法な条項 

 交渉業務手数料40の支払い 

 フェアワーク法の不当解雇、争議行為、立入権の規定を許されない方法で修正する条

項 例：労働協約の名目的な期間満了日の前に争議行為を許容する条項 

 NESに違反する条項 

 フェアワーク法の立入権の条項に従わない方法での各州の OHS（Occupational 

Health and Safety）法の権利行使を許容する条項 

 

記載禁止事項や許されない任意的記載事項を記載した場合、FWAがその労働協約

を認可したとしても当該記載は無効となる。許容されない記載をする行為は罰則の

                                            

37 雇用者が臨時従業員を雇用することを一般的に禁止する条項や、会社の社会的責任に関する条項は

これに当たらず、記載しても無効となると考えられる。 

38 雇用者が従業員団体に対して所有物を貸し付ける条項などはこれに当たらず、記載しても無効とな

ると考えられる。 

39 連邦・各州の差別禁止法等の規制に照らし、例外的に許容される場合もありうる。 

40 雇用者や従業員の労使団体（indus t r ia l as soc ia t ions）に支払われる手数料。会費は含まれない。 
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対象となることから、記載事項の適法性については専門家の助言を求めることが望

ましい。 

 

5.3 労働協約の交渉はどのように始まるか 

上述のとおり、いずれの労協協約も、その合意の当事者は雇用者とその従業員ら

である。従って、労働組合および雇用者団体は、それぞれ従業員らおよび雇用者か

ら選任された場合に交渉代表者（Bar ga ining r epr esenta t ive）として労働協約の締

結プロセスに関与することがあるにすぎない41。 

どのように交渉が開始されるかについては、雇用者が交渉を始めることに合意し

ているかどうかによって異なる手続きが必要となる。まず、雇用者が交渉を行うこ

とに合意した場合などにおいては、雇用者は、それから 14 日以内に、従業員に対

して交渉代表者を選任する権利がある旨を告知しなければならない42。従業員が自

らまたは第三者を交渉代表者として選任せず、かつ、その従業員が労働組合の構成

員である場合には、その従業員の労働組合が自動的に交渉代表者となる。雇用者に

ついては、他の第三者を選任しない限りは自動的に雇用者自らが交渉代表者となる。 

次に、雇用者が交渉を行うことを拒絶した場合でも、フェアワーク法においては、

従業員らの過半数が交渉を開始することを求めた場合には、雇用者をして従業員ら

との交渉を始めさせることが可能である。具体的には、従業員らの交渉代表者は、

FWAに対し、従業員らの過半数が交渉の開始を求めていることを申し立てることに

より、Major ity Suppor t  De ter mina t ion を取得することができる43。Major ity 

Suppor t  De te r mina t ion が発行された場合には、雇用者は、従業員に対して 14 日以

                                            

41 ただし、グリーンフィールズ協約においては、まだ従業員が雇用されていないため、労働組合が合

意の当事者となる。 

42 FW Act  173 条。告知の方法については、個別に郵便、電子メールまたはファックスで告知する方法

のほか、従業員が容易にアクセスできる職場の掲示板に掲示する方法でも良い。 

43 この申立ては単一労働協約の交渉に関してしか利用できない。 
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内に交渉代表者を選任する権利がある旨の告知をし、交渉を開始しなければならな

い。 

 

5.4 労働協約の交渉はどのように行われるべきか 

フェアワーク法においては、労働協約の交渉代表者は、誠実に（in good f a ith）

交渉する義務を課せられている44。これは誠実交渉義務（Good f a ith ba r ga ining 

r equir ement s）と呼ばれ、交渉における交渉当事者の行為を規律している。具体的

には下記の義務が列挙されている。 

 合理的な回数の会合に出席し、参加すること 

 必要な情報を適時に開示すべきこと（機密情報は除く） 

 相手方交渉代表者の提案に対して適時に回答すべきこと 

 相手方交渉代表者の提案を真摯に検討し、理由を付して回答すべきこと 

 団結・団体交渉の自由を侵害する気まぐれ・不公正な行為（Capr ic ious  or  

unfa ir  conduc t）45を慎むべきこと 

 相手方交渉代表者を交渉相手と認めて交渉すべきこと  

 

この誠実交渉義務は、当事者に対して交渉において譲歩したり、合意に達するこ

とまでを要求しているわけではない。しかしながら、誠実交渉義務は、回答の際に

理由を付さなければならないとしている点などを考慮すると、当事者や交渉代表者

に対して強いプレッシャーを与えうると予想される。 

また、誠実交渉義務は、労働協約を変更する際や解除する際には適用されないの

で注意されたい。 

                                            

44 FW Act  228 条。 

45 ここでいう capr ic ious  or  unfa ir  conduc t  の意味については、交渉代表者である従業員に会合への

参加を認めないこと、従業員が交渉代表者であることを理由として従業員に対して不利益を与えるこ

と、従業員が交渉代表者を選任することを妨げることなどが挙げられる。 
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誠実交渉義務の違反などがあった場合には、その相手方の交渉代表者は、FWAに

対して、交渉命令など（Bar ga ining or der、Scope  order）を求めて申立てをする

ことができる46。ただし、交渉代表者は、すぐにこれらの申立てをすることはでき

ず、相手方の交渉態度に関する懸念点を記載した合理的な通知書を相手方交渉代表

者に送付し、合理的な期間を経て、その回答が不適切であったことが必要である。 

 

5.5 労働協約の合意・認可手続き 

交渉代表者らが労働協約の内容に合意できた場合には、まず、雇用者は、従業員

らに対し、その労働協約案の承認を請求しなければならない47。行われた投票にお

いて従業員の過半数が承認した場合に、その労働協約が承認となる。 

 

実務のポイント！ 

 雇用者は、交渉代表者の承認を得ることなく労働協約を投票に付することができる48。 

 雇用者は、従業員らに対し、いつ、どのように投票が行われるか知らせなければなら

ない。 

 投票を投票用紙で行うか電子的な方法を用いるかはいずれでも構わない。 

 投票 7 日前までに、雇用者は対象となる全従業員に対して、労働協約およびその労働

協約が参照している文書の写しを提供しなければならない。 

                                            

46 FW Act  229 条、238 条。 

47 グリーンフィールズ協約については従業員が雇用されていないためこの手続きは不要である。 

48 つまり、交渉代表者と合意に達していなくとも、誠実に交渉していた限りにおいて、従業員の投票

に付することは可能である。しかし、交渉代表者に対して知らせたり、適切に協議したり、十分な時

間を与えずに従業員の投票に付した場合については、誠実交渉義務の違反であると判断した FWAの

多くの審決が出されているので、注意が必要である。 
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 雇用者は、従業員に対し、労働協約の条項を十分に説明しなければならない。特に、

文化的、言語的が異なった従業員、若年の従業員、交渉代表者を持たない従業員に対

しては注意を払う必要がある。 

 

労働協約が締結された後、交渉代表者は、14 日以内に FWAに対してその認可を

申し立てなければならない49。FWAは、申立書類を検討した上で、多くの場合、1

週間以内に労働協約を認可する意向であるとされる。場合によっては審問を開くな

どするため 1週間以上かかる場合がありうる。 

FWAが労働協約を認可するためには、前述の必要的記載事項が含まれており、違

法な条項が含まれていないなどの様々な条件を充たさなければならない50。その条

件の中でも最も重要なのは、Bet t e r - of f  over a ll t e s t  （BOOT ）である。つまり、

該当する労使裁定と比較して、労働協約の労働条件が全体的に上回っていることが

必要である。 

また、労働協約で規定する基本給の額は、該当する現代化された労使裁定および

最低賃金命令の定めを下回ることはできない。もし下回った規定をした場合には、

該当する労使裁定の条件（労使裁定の適用ある従業員の場合には）または最低賃金

命令の額がその労働協約において規定されたものと看做される。この規定は労働協

約の期間全体にわたって適用される。従って、労働協約の有効期間中に労使裁定の

賃金または最低賃金命令がより高く改定された場合には、労働協約の基本給もそれ

に従って調整されなければならない。 

 

5.6 労働協約の変更および解除 

労働協約を変更する際の手続きは、労働協約を締結する際の手続きと基本的に同

様である。 

                                            

49 FW Act  185 条。 

50 FW Act  186 条（2）。 
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雇用者と従業員の過半数が変更に同意した場合に、両当事者が共同して FWAに

対して変更の申立てをする。この申立ては、変更への合意がなされてから 14 日以

内でなければならない。 

また、FWAは、雇用者、従業員または従業員団体の申立てにより、労働協約の曖

昧さまたは不確実さを回避するための変更も行うことができる。 

雇用者と従業員は、労働協約の有効期間中何時でも合意解除することができるが、

FWAが認可するまでその合意解除は効力を有さない。 

また、労働協約の名目上の有効期間が満了した場合には、雇用者、従業員または

従業員団体は、一方的に、FWAに対して解除を申し立てることができる。 
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6. 事業承継（Transf er of  bus iness） 

会社がリストラや企業買収を行う際に従業員がどうなるか、その権利はどうなる

かは重要な問題である。豪州においても、一般に、従業員個人をその意思に反して

働かせることはできないため、ある事業がある雇用者から他の雇用者に移転した場

合、新雇用者は、旧雇用者の従業員の同意がない限り、その従業員を雇用すること

ができないのが原則である。しかし、こういった場合に、旧雇用者の下でその従業

員に適用されていた労働協約などの労使関係文書（Indus t r ia l ins t rument s）や権利

関係が新雇用者にそのまま適用されるのかどうかが問題となる。 

豪州の労働法は、これまでも、一定の事業承継の際において、事業承継の前に保

有していた権利がそのまま事業承継後にも適用されるようにして従業員らの保護を

図ろうとしてきた。ワークチョイスの下では、一般に、旧雇用者から新雇用者に移

転された労使関係文書は移転後 12 カ月間だけ適用されることとされていたのが重

要な特徴であった。 

この点、フェアワーク法は、ワークチョイスの下での規制にさまざまな重要な変

更を加えている。 

 

6.1 事業承継の意義 

ここでいう「事業承継」（Tr ansf e r  of  bus iness）とは、以下のすべての要件を

充たす承継を意味しており51、関係ある会社間における承継である。「事業承継」

の一般的な意味合いとは必ずしも一致していない点に注意が必要である。 

(a) 従業員が旧雇用者での解雇から 3 カ月以内に新雇用者に雇用され、 

(b) その従業員が新雇用者の下で従事する業務が旧雇用者の下で従事

していた業務と同じか実質的に同じであり、 

(c) 旧雇用者と新雇用者との間に何らかの関係がある場合 

                                            

51 FW Act  311条。 



 

28 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

 

ここでいう従業員は承継従業員（Tr ansf e r r ing employee）と呼ばれ、承継される

業務は承継業務（Tr ansf e r r ing wor k）と呼ばれる。 

また、（c）の「何らかの関係」がある場合については法律に規定されており、 

 旧雇用者と新雇用者が関連会社52である場合 

 旧雇用者（またはその関連会社）が新雇用者（またはその関連会

社）に外部委託した業務を承継従業員が担当する場合 

 新雇用者（またはその関連会社）が旧雇用者（またはその関連会

社）への外部委託をやめて承継従業員が担当していた業務を自社

に移す場合、および 

 旧雇用者（またはその関連会社）と新雇用者（またはその関連会

社）との間で承継業務に関係する資産譲渡が取り決められた場合 

がある。 

関連会社間の場合を例に取って図にすると次のようになる。  

 

                                            

52 会社法（Corpora t ions  Ac t  2001）の定義に従う。典型的な意味での関係会社（兄弟会社、親会社、

子会社）などが含まれるほか、ある会社が他社への出資により実質的な影響力を有する場合も含む。 
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以上から、実際の事業や資産の承継の有無には直接の関係がなく、従業員が従事

していた業務の同一性や類似性などに焦点があることがわかる。この点はワークチ

ョイスと大きく異なる点である。特に、外部委託をする場合や外部委託をやめた場

合において労使関係文書が承継されるという点には注目しなければならない。 

 

実務のポイント！ 

 この「事業承継」の定義は、承継の少し前に解雇をすることで規定の適用を免れると

いうことができないようになっている。例えば、事業が売却される前の月にある従業

員が余剰人員となって解雇され、後に新雇用者から雇用されたという場合にも、旧雇

用者の下で適用された労使関係文書は承継されうる。 

 

6.2 労使関係文書の承継 

「事業承継」の定義を充たす場合、旧雇用者において承継従業員に適用されてい

た承継文書（Tr ansf e r able  document）と呼ばれる労使関係文書が新雇用者に承継

され、承継従業員に引続き適用される。この承継文書には、FWAに認可された労働

協約、指定された雇用者をカバーすることが明記されている労使裁定53が含まれる。 

新雇用者における承継従業員以外の従業員は、非承継従業員（Non- t r ansf e r r ing 

employee）と呼ばれる。承継文書が新雇用者をカバーした後において、新雇用者が

非承継従業員を雇用し、非承継従業員が承継業務を行い、かつ、その非承継従業員

が雇用された際にその非承継従業員および新雇用者をカバーするほかの労働協約や

現代化された労使裁定が存在しない場合には、その非承継従業員に対しても、承継

文書が適用される54。この点もワークチョイスからの大きな変更点である。 

                                            

53 Named employer  awar d。FW Act  312 条（2）。ほかに、FWAの Workplace  de t er minat ion も承継文

書に含まれうるが、これが発付されるのは稀である。 

54 FW Act  314 条。 
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承継された労使関係文書は、その文書が解除されたり、ほかの文書に取って代わ

られるまで、ずっと適用され続ける。前述のとおり、ワークチョイスでは 12 カ月

の適用が上限であったことからするとこの点も大きな変更点といえる。 

他方で、新雇用者、承継従業員および承継業務を行う非承継従業員らは、FWAに

申し立てることにより、新雇用者、承継従業員または非承継従業員に承継文書が適

用されない旨の命令を求めることができる55。また、新雇用者らは、FWAに対し、

承継文書が職場の運用等に適するよう、その変更の申立てをすることも可能である

56。 

 

6.3 権利関係の承継  

「雇用の承継」（Tr ansf e r  of  employment）があった場合には、権利関係が承継

されるかどうかが問題となる。 

ここで、「雇用の承継」とは、前述の「事業の承継」とは概念が異なることに注

意が必要である。「雇用の承継」は関連会社間で行われるものと、非関連会社間で

行われるものとの二通りがありうる57。これに対し、「事業の承継」は、関連会社

間を含め、「何らかの関係」がある場合の問題である。 

一般に、「雇用の承継」があった場合には、旧雇用者の下での勤続期間が新雇用

者での勤続期間としてカウントされ、また、新旧雇用者間での勤務は間断なく続い

たものとみなされる58。NES の項で見てきたように、従業員の権利は、一定期間勤

続したことが条件になっていたり、勤続期間に応じてより多くの権利が与えられる

ようになっているので、この効果は従業員にとって非常に重要である。しかしなが

ら他方で、二重取りをすることは許されておらず、旧雇用者での勤務に基づいて取

                                            

55 FW Act  318 条、 319 条。 

56 FW Act  320 条。 

57 FW Act  22 条（7）および（8）。 

58 しかし、インターバルの期間は勤続期間にはカウントされない。FW Act  22 条（5）。 
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得した利益を受けていた場合には、新雇用者の下における利益の計算にその間の勤

続をカウントすることはできない59 60。 

また、年次有給休暇と余剰人員整理手当については、新雇用者は、非関連会社間

の雇用の承継の際、旧雇用者における勤続を認めないことができる61。この場合に

新雇用者が旧雇用者における勤続を認めた場合には、その従業員は、旧雇用者での

雇用終了の際に年次有給休暇の払戻しを受けたり、余剰人員整理手当を受領したり

できない。 

その他、「雇用の承継」にまつわる余剰人員整理手当の問題については既述のと

おりである。 

 

                                            

59 FW Act  22 条（6）。 

60 例えば、従業員 Xの雇用が雇用者 Aから雇用者 Bに承継されたという事例において、Xが承継前に

Aの下で 12 カ月勤務したとする。NES により、Xは 4 週間の年次有給休暇を取得し、その有給を消化

したとする。この場合、Xは、Bの下において、Aの下での 12 カ月間の勤務についての年次有給休暇

は取得できない。なお、X は B での勤務開始より年次有給休暇を取得し始めることはいうまでもない。 

61 FW Act  91条、122 条。 
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7. 解雇に関する諸問題 

ここでは、フェアワーク法が適用される従業員に関する解雇の諸問題について扱

う。すでに述べたように、フェアワーク法は、豪州の就業者の約 85％をカバーし、

それらの就業者に適用される。これらの就業者には、各州の解雇法制は適用されな

い。フェアワーク法でカバーされない就業者の解雇に対しては各州の解雇法制が適

用されることになるが、ここでは原則としてそれらについては立ち入らないので注

意されたい。 

 

7.1 解雇により生ずる雇用者の義務 

① 雇用者が従業員を解雇する際には、まず、法が定める解雇予告を行うか、その

解雇予告の代わりにその予告期間中の賃金の支払いをしなければならない（日本

法における解雇予告手当の制度に類似している）。予告すべき期間は、以下のう

ち最も長い期間となる。 

(a) NES の定める予告期間：NES の定める予告期間については、NES

の項に記載のとおりである。臨時従業員や即時解雇の場合などに

は適用されないので注意されたい。  

(b) 適用される現代化された労使裁定または労働協約などの労使関係

文書に定められた予告期間 

(c) 雇用契約に定められた期間：雇用契約に規定がない場合（従業員

の職務が雇用契約の規定から大幅に変わったために雇用契約の規

定が旧くなった場合も含む）には、合理的な予告期間となる。合

理的な予告期間かどうかについては以下のような事情などを考慮

して決定される。 

 従業員の年功序列 

 従業員の年齢 

 従業員の給料の額 
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 勤続期間 

 業界や職種における水準 

 

② また、解雇に伴い、未消化の有給休暇のうち、年次有給休暇および永年勤続休

暇の払戻しをする必要がある62。その他の有給休暇については、別段の合意がな

い限り払戻しの必要はない。 

 

③ 最後に、雇用者が従業員を余剰人員整理解雇（従業員には何の責任もなく、雇

用者にとってその従業員が行っている職務が不要となってほかの従業員も雇用す

る必要がないためにその従業員を解雇することになった場合）をする場合には、

従業員に対し、余剰人員整理手当を支払わなければならない場合がある。具体的

には、以下を検討し、最も従業員に利益となる額の余剰人員整理手当を支払う必

要がある。 

(a) まず、前述した NES の規定に照らし、支払いの必要があるかどう

かを検討する。NES の規定には、従業員 15 人未満の小規模事業雇

用者、臨時従業員、期間の定めある従業員など、多くの例外が規

定されているので慎重に検討する必要がある。また、従業員によ

っては、NES が施行された 2010 年 1月 1日以降の勤続期間のみが

算入されることになる可能性があるので留意されたい63。 

(b) 適用される現代化された労使裁定、労働協約および雇用契約（雇

用契約に組み込まれた雇用者のポリシーを含む）の規定 

 

7.2 不当解雇（Unf a ir  dismissa l）の主張 

                                            

62 雇用契約の定めなどにより、即時解雇の場合には払戻しが不要の場合がありうる。また、永年勤続

休暇についても、各州法の規定や労使関係文書の規定により払戻しが不要の場合がありうる。 

63  後記「フェアワーク法への移行と準備チェックリスト」の項を参照。 
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フェアワーク法は、ワークチョイスに比べ、不当解雇規制の適用範囲を著しく拡

張した。フェアワーク法によって約 300 万人の就業者が新たに不当解雇制度によっ

て保護されることになったと試算されている64。新たに適用となる従業員を雇用し

ている比較的中小規模の企業は、フェアワーク法の不当解雇の規定に慣れ親しむ必

要があろう。 

不当解雇とは、従業員が、「厳しい、不公平または不合理」（har sh, unjus t  or  

unreasonable）であることを理由として解雇が不当である旨を FWAに対して申し

立てる場合をいう。この場合の解雇には「みなし解雇」を含む。みなし解雇につ

いては用語集で詳しく説明したので参照されたい。なお、次のような場合には

「解雇」には該当しないので、以降の不当解雇に該当するかどうかの検討は不要

である65。 

 従業員が率先して辞職し、かつ、雇用者による雇用契約の拒絶に

当たる行為を立証できない場合 

 所定の雇用期間の満了、所定の職務の完了または所定の季節の終

了に伴って雇用契約が終了した場合（これらの期間の満了の前に

解雇された場合には不当解雇の主張が出来る可能性がある） 

 研修や見習い期間の満了に伴って解雇された場合 

 重大な報酬の減額や職務の減縮なく降格され、雇用を継続される

場合 

 

重要！ 小規模事業雇用者の特則 

 小規模事業雇用者（Small business employer）に対しては、不当解雇に関して特別な

ルール（Small Business Fair Dismissal Code）が適用され、特別な保護が与えられている。

                                            

64 ワークチョイスにおいては、100 人以下の従業員を雇用する会社の従業員は不当解雇制度による保

護の対象ではなかったことが主な理由である。 

65 FW Act  386 条（2）など。 
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これについては別紙 2として添付したので参照されたい66。小規模事業雇用者がこれを遵守

していれば解雇は適正と考えられ、従業員は不当解雇の主張を提起することはできない。し

かし、遵守していなかった場合、通常のフェアワーク法の規定が適用となる。 

小規模事業雇用者とは、解雇または解雇告知のいずれか早い時点において、15人未満の

フルタイムの従業員67を雇用している雇用者をいう。しかし、2011年 1月 1日からは、従業

員の労働時間にかかわらず、15人の従業員を雇用しているかどうかは単純な頭数により決

定される68ようになるので、十分に注意されたい。 

 

小規模事業雇用者以外の場合および小規模事業雇用者が Small Bus iness  Fa ir  

Dismissa l Code を遵守しなかった場合において、フェアワーク法の不当解雇の制度

が適用される。 

「厳しい、不公平または不合理」な解雇かどうかは、以下のような事情を考慮し

て判断される69。 

                                            

66 FWAが適正と考える解雇のプロセスを示しているので、小規模事業雇用者ならずとも参考にすべき

ガイドといえる。 

67 解雇前の 4 週間における平均の週間通常労働時間数の合計を 38 で割る計算により求められる。 

68 FW Act  23 条。関連会社は一つの会社とみなされる。また、臨時従業員は定期的かつ計画的に雇用

されていない限り頭数に含まれない。 

69 FW Act  387 条。 
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 従業員の能力や行為（ほかの従業員に対する安全や福利に対する影響を

含む）に関する解雇の有効な理由があるかどうか 

 その従業員がその理由を告知されたかどうか 

 その従業員がその能力や行為に関する解雇の理由に対して反論する機会

が与えられたかどうか 

 解雇に関する協議においてその従業員を補助する者の同席を雇用者が不

合理に拒絶したかどうか 

 解雇が従業員の不十分なパフォーマンスを理由とするものである場合に

は、その従業員がそのことについて解雇以前に警告を受けていたかどう

か 

 雇用者の会社の規模が解雇を実施する際の手続きに与える影響の程度 

 専門の人事管理担当者や専門家がその会社にいないことが解雇を実施す

る際の手続に与える影響の程度 

 その他 FWA が関係すると認める事情70 

  

しかし、フェアワーク法は、不当解雇制度から除外されるさまざまなカテゴリー

の従業員も定めている71。いずれも重要な例外となっており、慎重にこれらに該当

するかどうかを検討する必要がある。 

(a) 勤続期間が短い場合の例外 

不当解雇の主張をするためには、小規模事業雇用者の従業員は最低 12 カ

月、それ以外の雇用者の従業員は最低 6 カ月の勤続期間が必要であり、そ

れに満たない従業員は主張できない。この点も小規模事業雇用者を保護す

る重要な例外といえる。 

この点、雇用の承継があった場合には、一般に、旧雇用者における勤続

期間が新雇用者の勤続期間に引き継がれるが、非関連会社間で「事業承

継」がある場合には、新雇用者は従業員に対して旧雇用者における勤続期

                                            

70 解雇に際して雇用者が従業員に支払いをした金額、従業員の年齢・勤続期間、雇用契約・法令・労

使裁定・労働協約の遵守等がこれらの事情に含まれうる。 

71 FW Act  382 条、386 条など。 



 

38 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

間は認めない旨の通知をすることで旧雇用者における勤続期間を認識しな

いことができる72。しかしながらこの制度は関連会社間における「事業承

継」においては利用できないので注意されたい。 

 

(b) 臨時従業員の適用例外 

雇用者から 6 カ月にわたって（小規模事業雇用者の場合は 12 カ月）定期

的かつ計画的に雇用され、かつ継続雇用の合理的な期待を有する臨時従業

員を除き、臨時従業員は不当解雇の主張ができない。 

 

(c) 労使裁定・労働協約の適用がない高額所得者の適用例外 

現代化された労使裁定または労働協約の適用を受けず、かつ、一定の所

得水準を超える従業員は、不当解雇制度の保護を受けない。現代化された

労使裁定または労働協約の適用を受ける従業員は、所得の如何にかかわら

ず不当解雇制度の対象となる。 

2009 年 7 月 1日現在の年間所得基準は、10 万 8,300 豪ドル（義務的な退

職年金基金のための負担金は除く）である。この基準額は毎年調整される

ので注意されたい。 

 

(d) 「真の余剰人員整理解雇」（Genuine  redundancy）である場合の

適用除外  

雇用者が「真の余剰人員整理解雇」をした場合には、従業員は不当解雇

の主張をすることができない。しかし、この適用除外はワークチョイスに

おける Genuine  oper a t ional r easons の除外規定よりもかなり狭い除外規定

となっている。 

                                            

72 FW Act  384 条（b）。 
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「真の余剰人員整理解雇」であるためには、事業上の必要性が変わった

ことによりその従業員の職務が遂行される必要がなくなったこと、雇用者

が現代化された労使裁定または労働協約の協議要件を遵守したこと、およ

び雇用者またはその関連会社における再配置が合理的ではないことのすべ

てを充たす必要がある73 74。これらが充たされる場合には、従業員は不当解

雇の主張はできないが、前述の余剰人員整理手当の支払いなどを受けられ

る可能性がある。 

「真の余剰人員整理解雇」であれば、ほかの状況により不当な解雇であ

っても従業員は不当解雇の主張ができない。つまり、不当解雇の主張を防

ぐためには余剰人員整理解雇が解雇の唯一の理由である必要はないという

ことである。ただし、差別的などの違法な理由により余剰人員整理解雇を

される従業員を選定したという場合には後述の違法解雇の主張が許される

可能性がある。 

 

従業員は、FWAに申立てをすることにより不当解雇の主張を行う。申立ての期間

には制限があり、解雇の日から 14 日以内に申立てを行う必要がある75。 

FWAは不当解雇の申立てに関して広範な権限を有しており、正式な審問を開催す

る前においても、最終的な判断を含めた種々の命令を発出することができる。また、

FWAは、正式な審問を開催する前において、当事者に対し、当事者と FWAを交え

                                            

73 FW Act  389 条。 

74 事業の必要性の変更の例として、従来従業員が行っていた仕事を機械に置き換える場合、事業環境

が悪化し、特定の仕事に対して必要な人数が減尐した場合、または事業の効率性を改善させたことに

より特定の従業員が担当していた仕事をほかの数人の従業員に分担させ、その結果当初の従業員の仕

事がなくなった場合が Fair  Work Bill 2008 の Explana t ory Memorandumに挙げられている。また、再

配置が不合理であることの例として、小規模の事業であるためまたは従業員の資格や経験に適した職

務がない場合が挙げられている。 

75FW Act  394 条。 ワークチョイスでは 21日間であったが、効率性を重んじ、また、復職という救済

手段の実現可能性を担保するために 14 日間に短縮された。 
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た非公式かつ非公開な協議（Confer ence）を求めることができ76、この段階におい

ても、FWAはさまざまな救済手段を講じる権限を有している。 

 

実務のポイント！ 

 FWAは、協議や審問を経て、書面の証拠をベースに判断を行う。その判断に対して不服

申立てが許される場合は限られている77。従って当事者は、事前によく主張立証を準備し、

相手方の主張立証に対応しなければならない。  

 特定の法律問題や事実関係に争いがある場合などに正式な審問が開催される場合は非常

に限定されると予想される。また、弁護士による代理は、言語の問題や労働組合が従業

員を代理しているため交渉能力に不平等がある場合などに限って FWA の許可を得て行う

必要があるため、弁護士が不当解雇の案件において果たすことができる役割が従前より

もかなり減少する。 

 

不当解雇に対する救済手段のメインは、復職（Reins t a tement）命令である78。 

しかし、FWAが復職が適切ではないと考える場合には復職の代わりに補償金の支

払いを命ずることができる。補償金の上限は 26 週間分の賃金か高額所得基準額の

半額（2009 年 7 月 1日現在は 5 万 4,150 豪ドル）となる。補償金額の算定には、一

般に、解雇により支払われなかった賃金が考慮される。FWAは、従業員の不正行為

など雇用者の解雇の判断に影響を与えるほかの事情がある場合には、その事情を考

慮して補償金額を減額しなければならない。FWAは、従業員の精神的ショック、精

神的苦痛などを考慮して補償金の金額を追加することはできない。 

 

                                            

76 FW Act  397、398 条。 

77 FW Act  400 条。 

78 FW Act  390 条。 
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実務のポイント！ 

 前述のとおり、手続きに必要な弁護士費用は原則として各当事者が負担することから、

弁護士費用や事業に影響を与えるコストなどを考慮に入れながら事前に戦略を十分に練

って手続きに臨むことが重要である。 

 

7.3 違法解雇（Unlawf ul dismissa l）の主張 

従業員が違法な理由により解雇された場合、その従業員は FWAに対し、違法解

雇に対する救済を求めて申立てを行うことができる。この規制については基本的に

ワークチョイスから変更はない。 

フェアワーク法上、以下が違法な解雇理由とされている。 

 傷病のために一時的に欠勤したこと79 

 労働組合の構成員であることまたは勤務時間外や勤務時間外に雇用者の同

意を得て労働組合の活動に参加したこと 

 労働組合の構成員でないこと 

 従業員の代表者として活動することまたはその地位を求めること 

 雇用者の法令違反の疑いに対して訴えを提起したり、手続きに参加したり、

当局に申立てをしたりすること 

 人種、性別、性的志向、年齢、身体的・精神的障害、配偶者の有無、家族

や要介護者に対する責任の有無、妊娠、信教、政治的信条、国籍、社会的

身分（一定の例外あり）80 

                                            

79 一時的な欠勤の意義についてはフェアワーク規則に規定されており、12 カ月間のうちに合計 3 カ月

間取得できる無給欠勤である。労災補償の申立てのために費やされる時間もここでいう無給欠勤にカ

ウントされる。欠勤が一時的との評価を受けるためには他にも幾つかの条件を充たす必要がある。 

80 従業員は、これらの事由により解雇された場合には、機会平等裁判所（Equal oppor tunity 
t r ibuna l）に対しても申立てをすることができる。 
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 産前休暇または育児休暇期間中の欠勤 

 自発的に自然災害などにおける緊急管理活動に参加したことによる一時欠

勤（諸般の事情に鑑みて欠勤が合理的である場合） 

 

従業員は解雇から FWAに対して違法解雇に基づく救済の申立てをする81こととな

るが、違法な理由で解雇を脅されているという場合には、実際に解雇される前にも

申立てをすることができる。また、その場合、従業員は、解雇の差止めを裁判所に

対して請求することができる。 

 

7.4 差別禁止法違反の主張 

フェアワーク法、連邦または各州の差別禁止法で保護されている「属性」を持っ

ていることを理由にその従業員を解雇することも違法である。保護されている「属

性」の種類は連邦や各州の差別禁止法によって異なっている。幾つかの属性は多く

の差別禁止法で共通に保護されており、これには、例えば、人種、性別または配偶

者の有無を挙げることができる。 

直接差別と間接差別の両方が禁じられている。 

直接差別とは、例えば、従業員が人種を理由に解雇されるような場合をいう。 

間接差別は、不合理な義務、条件、慣習で、一見すると中立的な効果しかないが、

実質的には特定の属性をもっていたり、その義務、条件、慣習を遵守できない人々

に対して差別的な効果を持つ場合をいう。例えば、すべての従業員に対してフルタ

イムで勤務することを義務付け、それを拒否する従業員は解雇するという場合は、

すべての従業員がフルタイムで勤務することが必要であることを立証しない限り、

                                            

81 これらと同様の理由で従業員に対して不利益な措置（Adver se  ac t ion）がなされた場合に、従業員

は職場権（Workplace  r ight s）に基づいて救済を求めることができる。FW Act  340 条以下（特に 342
条、365 条等参照）。この制度により従業員は、解雇以外の懲戒処分などがなされた場合にもそれを

争うことができる。これらについては後に詳しく記述することとする。 
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間接差別に該当する可能性がある。これは、例えば女性などのカテゴリーの従業員

が親としての責任を果たすためにフルタイムで勤務することを困難と考える可能性

があるからである。 

これらの「属性」の幾つかは、違法解雇において禁じられている理由と重なり合

う。しかし、差別禁止法はフェアワーク法における違法解雇の主張とは異なる種類

の主張である。この差別禁止法に基づく主張は、FWAではなく機会平等審判所

（Equa l oppor tunity t r ibuna l）の専門家により審理され、最終的には各州や連邦裁

判所において審理されることとなる。 

また、これらの差別禁止法の規制には一定の例外があり、許容される差別となる

場合もある点に注意する必要がある。 

 

7.5 契約違反の主張 

解雇された従業員は、雇用者が雇用契約に違反したとして雇用者に対して訴訟を

提起することも可能である。この種の訴訟は、従業員にとっては高コストのため、

数としては比較的尐なく、高額な所得を得ている従業員から提起されることが多い

といえる。そうはいっても、このような主張がなされる可能性は現に存在しており、

主張が成功すればかなりの金額の損害賠償をしなければならないことを認識してお

く必要がある。 

(a) 明示の契約条項に対する違反 

従業員は、雇用契約書の明示的に記載された条項に違反していると主張

することができる。例えば、雇用契約において、一定の状況においては解

雇をしない旨の約束に違反する場合などが挙げることができる。 

場合によっては、口頭の約束であっても、雇用契約の一部を構成するも

のとしてそれに基づく主張が可能な場合がありうる。 

また、雇用契約の「外部」と主張されてしまうような明示の条項であっ

ても、雇用契約の一部を構成すると判断され、その条項違反が雇用契約違
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反であるとされる場合がありうる。例えば、ニコリッチ事件は82、連邦裁判

所大法廷が、企業のポリシーハンドブックの規定を雇用契約の一部を構成

しているとしてその違反に基づく 50 万豪ドルを超える損害賠償の支払いを

命じた事件である。その事案の概要は次のとおりである。 

 

ニコリッチ氏は、雇用の過程で心理的傷害を負ったところ、後に彼の役割におい

て本来要求されていたパフォーマンスができていないとして、解雇された。とりわ

けそのニコリッチ氏の雇用者は、ポリシーハンドブックにおいて、安全で健康的な

職場を提供することを誓約していた。大法廷は、コモンロー上、雇用者には安全で

健康な職場を提供する義務があると述べた上で、ニコリッチ氏がそのハンドブック

の労働安全衛生部分の承認を要求されていたこと、またそのハンドブックには安全

で健康的な職場を提供することについて雇用者による明示的な誓約が記載されてい

たことから、雇用契約上も同様の義務を負っていたと認定した。このハンドブック

はニコリッチ氏の雇用契約の一部であり、ハンドブックの規定は契約違反の主張根

拠として十分である旨判断された。 

 

(b) 黙示の契約条項違反 

不当だと感じる状況で解雇された従業員からは、その雇用者が黙示の、

契約上の相互信頼義務（Duty of  mutual t rus t  and conf idence）に違反した

という主張をされる可能性もある。この主張は、明示的な契約条項の違反

や違法解雇などの法令違反の主張とともに主張されることが多い。 

一般に、この主張の審理をする裁判所は、雇用者が従業員を公正に扱っ

たかどうか、および誠実に行動したかどうかについて検討する。これは、

もともとは英国法の考え方で、現在豪州もこの考え方を採用すべきかどう

かが裁判所によって検討されているところである。多くの裁判所は、この

                                            

82 Goldman Sachs  JB Were  Serv ices  Pty Limit ed v  Nikolich  [2007] FCAFC 120。 
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義務を豪州でも認めるべきかどうかについて曖昧な態度をとっているが、

認めている裁判所もある。 

いずれにしても、この相互信頼義務違反の主張によるリスクを最小化す

るには、雇用者は、尐なくとも明示の契約条項に違反しないこと、解雇に

おいては公正な手続をきちんと踏むことが重要である。 

 

また、特に高齢の従業員が解雇される場合には、その従業員は、合理的

な期間の解雇予告をすべき黙示の契約上の義務があるにもかかわらずそれ

に違反して解雇予告をしなかったと主張できる可能性がある。前述のとお

りこの主張をするためには雇用契約書に解雇予告期間が明示されていない

か、雇用契約に規定はあるものの従業員の職務が雇用契約の規定から大幅

に変わったために雇用契約の規定が旧くなったことが必要である。合理的

な期間にどのような事情が判断されるかについては前述を参照されたい。 

 

7.6 取引慣行法（Tr ade  Prac t ices  Ac t）違反の主張 

取引慣行法（Tr ade  Prac t ices  Ac t  1974）の 53B条は、雇用者が求職中の者に対

して就職口の有無、雇用の性質、雇用条件その他の関連事項について誤認させる説

明をすることを禁じている。解雇された後になってから、雇用される前の雇用者の

説明がこの条項に違反するなどと主張する従業員が現れる可能性もある。例えば、

従業員が、①雇用開始前において、雇用者が「余剰人員整理解雇をされることは絶

対にない」と説明したのに、②実際には余剰人員整理解雇をされ、③その従業員が

その職のオファーを受け入れることを選択した際、その説明を信頼したこと、を立

証できれば、この規定に基づく主張は成功となる。 

また、取引慣行法では、従業員を雇用期間中や解雇に関連して非良心的

（Unconsc ionable）に取り扱った旨を主張することも可能である。 
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なお、これらの主張は、明示または黙示の契約条項違反の主張と同時になされる

ことが多い。 

 

7.7 解雇に関するガイドライン 

以上のとおり、これまでは、解雇がされた場合に雇用者にどのような義務が発生

するか（従業員にどのような権利が発生するか）および従業員が雇用者に対してど

のような主張をすることが可能かという視点で記述をしてきた。 

ここからは、雇用者の視点から、場合に応じて、解雇をするためにはどのような

ステップを踏む必要があるかの簡単な実務的ガイドラインを示すこととしたい。な

お、これらのガイドラインはあくまで一般的な情報であり、すべての場合や状況に

ついて網羅的にカバーしているわけではない83。実際の事例においては、このガイ

ドラインを参考にしつつ、個別の状況や場合に応じて必要があれば専門家の助言を

仰ぐべき場合もあることに留意した上で利用されるべきものであることを強調して

おきたい。 

(a) 従業員のパフォーマンスが不十分な場合 

① パフォーマンスの要求水準が雇用契約やポリシーなどに書面で記載さ

れていること、および解雇の対象となる従業員がそれらの要求水準の存

在を認識していることを確認する（そうでない場合は専門家の助言を仰

ぐべき）。 

② 対象となる従業員との会議を設定し、会議の前に、雇用継続に関して

重大な疑義・懸念がある旨を知らせておく。また、会議のオブザーバー

としてその従業員をサポートすべき者を同席させるべきことを勧める。

その人選については異議を述べないこと（異議を述べる場合には専門家

の助言を仰ぐべき）。会議の後にその従業員に渡すレターを準備する。 

                                            

83 特に、ある企業は特別な紛争解決手続等を定めている場合があるので、その場合はそれに従う必要

がある。 
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③ 会議において、その従業員に対し、明確かつ正確な言葉で、どの点が

不満足であるかを伝える（「あなたのパフォーマンスには満足していな

い」とか、「あなたの職務態度（パフォーマンス）は改善が必要だ」と

いうだけでは不十分）。それぞれの疑義・懸念に対して従業員に反論す

るよう求め、それをきちんと記録に残す。反論を検討し、特に、悪いパ

フォーマンスを正当化できる事情かどうかを検討する。反論が不十分で

あると考えられる場合には、a) 雇用者の考えではその反論では悪いパフ

ォーマンスを正当化できないこと、b) 要求されるパフォーマンスの水準

（明確な言葉で）、c) 改善して要求される水準を達成しないと解雇され

る可能性があること、および d) 一定期間内または重大な事項が発生した

場合にはそれより早い時期にパフォーマンスが再審査されること（適切

な期間については専門家の助言を受けるべき）を伝え、 e ) パフォーマン

スを改善するために必要な手段をその従業員と議論する（例えば、さら

なる研修など）。 

④ 会議が終了した後、その従業員に対し、議論した内容を記載したレタ

ーを渡す。レターを受領したことおよびレターの内容が議論された事実

を正確に記録していることを証明するためにレターの写しに署名をさせ

る。従業員に対し、そのレターについてのコメントは、書面で行うよう

依頼する。 

⑤ 定期的にパフォーマンスを監視し、一定の審査期間終了後または何か

重大な事項が発生した場合にはそれよりも早い時期に別の正式な面接を

行う。その従業員がその雇用が審査されていることを理解していること

を確認する。 

⑥ 十分な改善が見られなかった場合には、上記の相談セッションを繰り

返す。問題やそれまでの経緯によっては、何度も相談セッションを行う

必要がある可能性がある点に注意されたい（3 回の警告書を与えさえす

れば十分というのは誤りである）。従業員が合理的な回数のパフォーマ

ンス改善の機会を与えられたにもかかわらず改善しなかった場合には、
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最後の相談セッションを設定し、最後の警告を出す。その期間は従業員

が改善できるような一定の期間であるようにする。最後の警告を発して

も十分な改善が見られなかった場合には、会議を設定する。 

⑦ その会議におけるなぜ水準を達成できなかったかの従業員の反論が不

十分であった場合には、真剣に解雇を検討していることを伝える。従業

員に対し、なぜ解雇されるべきでないかの理由を示すよう依頼する。ま

た、従業員に対し、検討に値するその他の酌量すべき事情を提示する機

会を公正に与える。 

⑧ 異動・降格（雇用契約上可能であれば）などの解雇の代替手段、勤続

期間とその間の勤怠記録、その従業員が適切な研修を与えられたかどう

か、および解雇が及ぼす影響などのその従業員の個人的な事情など、従

業員から提示された事項に対して検討した内容や、従業員から提示され

なかったが検討をした事項についてきちんと記録をする。 

⑨ 従業員から提示された事項やその他の関連事項を検討する十分な時間

をとるべきである。 

⑩ その従業員を解雇すると決断した場合には、解雇の理由、解雇の効力

発生日、解雇の効力発生日まで出勤する必要があるかどうか、会社の財

産を一定期日までに返却すべきことおよびその他のあらゆる最後に処理

すべき事項を説明した解雇通知のレターを準備する。このレターを作成

する際には専門家の助言を受けることをお勧めする。 

⑪ 最後の会議を設定し、そこで解雇の理由とレターの内容を告知する。

従業員には適切な期間の解雇予告またはそれに代わる支払い（該当する

場合には）を確実に行う。会議をせずに、電子メールや電話、レターを

送るだけで解雇の告知を済ませることはしないこと。 

⑫ 従業員が解雇までに取得した権利に対してすべて確実に支払いを行う。 
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(b) 重大な不正行為があった場合 

① 重大な不正となる種類の行為は、会社の業務や事情によって異なる。

多くの場合、安全管理の問題は最重要であろうし、ほかにも機密保持の

問題は最も重要な部類となる。それゆえ、雇用者は、まず、重大な不正

となる行為を定義付けるポリシーが存在するかどうかを確認すべきであ

る。従業員は、そのポリシーの意味について明確な理解ができるよう、

定期的にこの分野について研修を受けさせられるべきである。雇用者は、

そのポリシーをあらゆる場合において一貫してすべての従業員に適用し

なければならない。 

② ある従業員の重大な不正行為について責任を問いたい場合には、雇用

者は問題となった事象や不正行為について次のような事項の綿密な調査

を行うことが不可欠である。a) すべての関係者を面接するなどして証拠

を集め（供述した者らから署名が入った供述書を取得する）、b) 不正行

為の疑いの詳細をその従業員に伝え（正式な面接または限られた状況の

下では書面にて）、c) その従業員に対し、その疑いやその証拠に対する

合理的な反論の機会を与え、d) 従業員の反論を検討し、e) すべての調査

結果を文書で保存し、f ) これらを重大な不正行為が発覚してから可及的

速やかに実施すべき（遅滞することは問題行為を受忍したとみられる可

能性がある）である。 

③ 従業員に対して疑われている重大な不正行為を知らせ、それに対して

十分な反論の機会を与えることが特に重要である。従業員の反論に不満

足である場合には、従業員に対し、解雇を真剣に検討していることを伝

えるべきである。そして、なぜ解雇されるべきでないかの理由を挙げる

よう依頼すべきである。 

④ 雇用者は、従業員から挙げられた事情や、証拠等について十分な時間

を使って検討する。従業員の反論については可能な限り速やかに検討し

なければならない。もし雇用契約上可能でまた適切である場合には、そ
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の従業員を調査や調査結果の検討が終了するまで有給で自宅待機させる

べきである。 

⑤ その従業員の解雇を決める際には、従業員の反論やコメントのほか、

a) その不正行為に関連する酌量すべき事情、b) 従業員の勤怠記録、c) ほ

かの職場への異動や降格（雇用契約上または不正行為の性質上可能であ

れば）などの代替手段、の検討を行わなければならない。 

⑥ 重大な不正行為に基づいて解雇することを決定した場合には、会議の

場において従業員に対してその旨を通知し、その決定の理由、解雇が即

時に効力を有する旨、会社の財産の返却などのその他の事項を説明した

解雇通知のレターを渡す。このレターを作成するに際しては専門家の助

言を求めることをお勧めする。 

⑦ 場合によっては、従業員の同意を得て、その会議を録音または録画す

べきである。現行法ではこのような行為を許容していない場合があるの

で、実施を検討する場合には法的助言を求める。 

 

(c) 余剰人員整理解雇の場合 

① 前述のとおり、「真の余剰人員整理解雇」である場合には、雇用者は

従業員から不当解雇の主張を受けることはない。しかし、雇用者は、雇

用契約、NES や現代化された労使裁定または労働協約に基づいて余剰人

員整理手当を支払わなければならない。 

② まず、適用される労使裁定、命令、労働協約、フェアワーク法または

雇用契約（ポリシーを含む）に規定されている協議要件を確認し、それ

を遵守するようにする。この協議要件には、雇用者に対し、従業員に対

して重大な影響を及ぼす可能性のある「重要な職場関係の変更」（Major  

wor kplace  changes）があった場合に協議を要求する条項が含まれる（多

くのフェアワーク法に移行される労使裁定、現代化された労使裁定など

に含まれている）。 
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③ 次に、自社や関連会社（同じグループの別の会社など）において再配

置をすることが合理的かどうかを慎重に検討する。場合によっては、従

業員や労働組合からの提案を拒否するための理由などについて専門家か

ら助言を受けたほうが賢明な場合もある。 

④ 従業員に対し、再就職あっせんの相談サービスを提供したり（適切な

場合には）、告知期間中休暇を認めるなど（労使裁定などにこれを認め

る規定がある場合もある）従業員が再就職先を探すことを支援するなど

の余剰人員整理解雇の影響を最小化するための方策について積極的に議

論を行いたい旨を知らせる。 

⑤ 15 人以上の従業員を余剰人員整理解雇する場合には（解雇決定後であ

るが解雇通知前に）、雇用者は、a) Cent re link84に対し、書面にて、所定

の内容の届出をし85（専門家の助言を求めることを勧める）、b) 従業員

が構成員となっていてその従業員を代理する権限のある労働組合に対し

て通知し、協議しなければならない（所定の協議事項が規定されてい

る）86。 

⑥ 従業員および労働組合（該当する場合）との協議においては、余剰人

員整理解雇を回避する方策について議論をすべきである。これには、ワ

ークシェアリング、無給休暇や勤務時間の削減の延長などの勤務形態の

変更が含まれるべきである。また、個別の従業員に対し、余剰人員整理

解雇を避けるための特別な考慮が必要な個人的事情を経営者側に知らせ

るよう依頼する。 

                                            

84 t he  Commonwea lth Services  Delivery Agency という政府機関の通称。 

85  解雇の理由、影響を受ける従業員の人数・部門、解雇の時期を届け出る。FW Act  530 条。 

86  FW Act  531条。解雇の決定・理由、影響を受ける人数・部門、時期などを通知しなければならな

い。また、解雇を回避または最小限に留めるための方策および代替となる職を探すなど解雇による悪

影響を緩和するための方策を協議しなければならない。 
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⑦ 従業員や労働組合からの全ての反論・反応は慎重に検討し、これらの

反論等や検討過程を記録しておくことが望ましい。 

⑧ 特定の従業員を選別して余剰人員整理解雇をしなければならない場合

には、公正で客観的な選別基準が必要であり、これを書面化すべきであ

る。選別基準には、a) 技能、資格および経験、b) 雇用者の現在または将

来の技能に対するニーズ、c) 事業上の必要性（フルタイム、パートタイ

ムの従業員の雇用は臨時従業員のそれよりもより維持されやすい）など

を含めることができる（違法に差別的な基準を含めないよう注意する）。

可能な場合には、この基準を従業員に知らせることが望ましい。 

⑨ 仕事のパフォーマンスを選別基準に使う場合には、解雇の決定の前に、

従業員に対し、悪いパフォーマンスについての反論の機会を与えなけれ

ばならないことに留意する。 

⑩ 書面にて解雇をする旨、解雇の理由および解雇日を告知する。法令や

適用される労使関係文書に従い、適切な予告期間が与えられるか、それ

に代わる支払いがなされなければならない。要求される最低限以上の予

告期間を与えることができれば、もっと望ましい。 

⑪ 従業員に対して余剰人員整理手当を支払う（詳細は前述を参照）。法

律上は余剰人員整理手当を支払うことが要求されていなかったとしても、

それでも余剰人員整理手当を支払うことがなお賢明である場合もある。

そのような場合の適切な金額については専門家の助言を求めるべきであ

る。 

⑫ 解雇に伴って従業員に対して行った支払いに関して税務の専門家の助

言も求めるべきである。 

 

(d) 身体・精神的障害を理由とする場合 
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① 時に、従業員が身体的または精神的障害によって雇用された職務の本

来的な要求をこなすことができなくなることがある。このような場合に

おいては、差別禁止法制やフェアワーク法の違法解雇に対する保護制度

を慎重に検討して解雇するかどうかを決めなければならない。また、こ

れらの従業員からは不当解雇の主張がなされる可能性もある。 

② もしその従業員が労災補償制度に加入している場合には、専門家の助

言を求めるべきである。豪州においては、労災補償制度に加入している

従業員を解雇するのには制約が課せられているからである。 

③ 従業員がその職務の本来的な要求をこなせるほど健康ではないことを

証明する、最新かつ十分な医学的な証拠を取得していることが不可欠で

ある。ここでいう「職務」は、その従業員が障害を受ける前の職務であ

る。障害を受けた後にリハビリプログラムなどの下で行った職務は一時

的・臨時なもので、雇用された職務を変えることを意図したものではな

いことが前提となる。 

④ また、雇用者は、その従業員が行うのに適した代替職務を検討しなけ

ればならない。したがって、医学的な証拠は、その従業員が障害を受け

る前の職務を行うのに適しているかどうかだけでなく、雇用者が提供で

きるまたは合理的に創出できる職務で、かつその従業員が進んで行うと

予想され、その技能と経験を有している（または研修を通じてその技能

と経験を取得できるであろう）その他の職務についても適性を証明する

ものである必要がある。 

⑤ どのような種類の医学的証拠が必要かどうかは個別の状況によるが、

一般には、雇用者は、その従業員が持つ特定の種類の障害における専門

家からの意見を取得すべきであるといえる（複数の種類の障害を受けて

いる場合には、複数の専門家から意見を取得すべきことになる可能性が

ある）。また、f unc t ional workplace  assessment を取得することも有益

である。医師はその従業員が勤務するのに適している職務かどうかにつ

いての非常に具体的な意見をすることが求められる。どの医師に対して



 

54 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

意見を求め、具体的にどのような質問をすべきかについては、専門家の

助言を求めることをお勧めする。 

⑥ 最初のステップとして、まず、従業員との会議を設定し、雇用者側が

医学的証拠を必要とする理由について説明し、また、従業員からは、代

替職務として希望する職務があるかどうか聞き出すべきである。議論し

た内容については詳細に記録しておくべきである。 

⑦ その後、医学的証拠を取得すべきである。特定の職務に対する従業員

の能力についての意見を取得できるようにするため、従業員を診察して

意見を提供する医学専門家に対し、それぞれの特定の職務で要求される

義務についての詳細な情報を与えることが極めて重要である。 

⑧ 雇用者は、医学的証拠の中でその従業員が履行する能力があるとされ

た職務にその従業員を配置することを検討しなければならない。雇用者

は、その従業員に適合させるため、可能性のある職務に対して合理的な

変更を行うことを検討する義務がある。この検討過程についての詳細な

記録も残しておくべきである。 

⑨ 従業員の能力で履行可能な職務がない場合には、従業員と雇用者が取

得した医学的証拠や従業員が取得したその他の医学的証拠について議論

するための会議をさらに設定しなければならない。この機会において従

業員は解雇されるべきでない理由、解雇以外の代替手段または個人的な

状況や解雇の方法や時期その他の酌量すべき事情を提示する。雇用者は、

その従業員が精神的ダメージ（トラウマ）に関する特別な相談を受けら

れるようにすべきである。この会議において議論されたことは詳細に記

録に留めておくべきである。この会議の最中に従業員に解雇を通知して

はならない。最終決定をする前に従業員の反論や意見を検討する旨を伝

えるべきである。 

⑩ 従業員の反論や意見、従業員から提示されていない事項を検討する。

この検討過程も記録すべきである。これらの証拠、従業員の反論・意見
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その他の事項をすべて検討した結果解雇することを決定した場合には、

その従業員に対して面接して通知し、書面でその解雇の決定を確認する。

このレターには、解雇の理由、解雇の期日（法律上必要な予告期間が与

えられていることを確認する）その他会社の財産の返却などの最後に処

理すべき事項を記載すべきである。 

8. 立入権（Right of  entry） 

労働組合の重要な役割のうちの一つとして、雇用者の施設を立入検査をすること

があるが、この労働組合に認められている権利が立入権である。その検査は、労働

法令違反および労働安全衛生法令（OHS 法）違反の調査などのために行われる。 

旧法における立入権制度の枠組みはフェアワーク法でも大枠は維持されたが、幾

つかの重要な変更もなされている。最も重要な変更点は、従来は立入権限の有無は

労働組合が拘束される労使裁定や労働協約の規定によっていたところ、フェアワー

ク法においては、その組織が従業員の労使関係の利益を代表する権限を持つかどう

かによることになった点である。 

フェアワーク法は、一定の条件の下、立入許可を保有する者が施設内に入ること

を認めている。 

 

8.1 立入許可 

フェアワーク法においては、立入許可（Per mit）を保有する者だけが立入権を行

使できる87。 

立入許可は、労働組合などの Fair  Wor k （Regis t e r ed Or ganiza t ions）Act  

200988に基づいて登録された組織が FWAに申請して取得する。FWAは、登録され

                                            

87 FW Act  512 条。 

88 本冊子では詳細には立ち入らないが、多くの条項を Workpla ce  Re la t ions  Act  1996 から受け継いで

おり、同法の下で登録されていた組織は新法下にもその登録が移行され、維持される。重要な変更点

の一つとして、各州で登録された組織も、一定の要件を満たせば各州における登録を維持しつつ連邦

法の下でも登録された組織として認められるようになった点を挙げることができる。 
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た組織の立入担当者（Of f ic ia l）が立入許可保有者としての権利と責任について適

正に訓練された人物であるかどうか、過去に労働法に関する罪で有罪を宣告された

りフェアワーク法その他の労働法に関して罰金を科せられたりした人物ではないか

どうかなどの事情を考慮して適格な人物であると認めた場合に、立入許可をその立

入担当者に対して発行する89。 

立入許可は発行後 3 年間または立入担当者がその組織の担当者でなくなるまでの

間有効である。 

なお、旧法に基づいて取得され 2009 年 7 月 1日現在有効だった立入許可は、フ

ェアワーク法下においても従来の条件のままで（有効期間も含む）有効である。 

 

8.2 立入権の行使 

立入許可の保有者は、フェアワーク法または労使関係文書に対する違反があると

合理的に考える場合で、かつその立入許可保有者の組織の構成員に影響するような

方法の違反があると考える場合には、職場（Wor kplace）に立ち入ることができる

90。 

つまり、立入許可の保有者が立ち入るためには、合理的な疑いをでっちあげるこ

とでは足りず、その疑いを裏付ける客観的な証拠が存在していることが必要である。

しかしながらその疑いは確実な証拠に裏付けられて完全な事実を把握している必要

はなく、事実の把握（認識）には満たないあくまで合理的な疑いの状態で足りる。 

例えば、立入権保有者がその所属する組織の構成員からの訴えを元にその雇用者

がフェアワーク法違反をしたとの合理的な疑いを持つということはあり得る。しか

し、法令違反の有無を発見することを目的としたり、法令違反の証拠がないかどう

かを発見する目的で立ち入って記録や施設を調べるために立入権を行使することは

できない。 

                                            

89 FW Act  513 条。 

90 FW Act  481条。 
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また、フェアワーク法に基づく立入許可保有者は、各州の労働安全衛生法

（OHS）法に基づく立入権も行使することができる91。 

 

8.3 立入りの手続き 

立入許可保有者は、立入りの前に、雇用者および施設の占有者に対して事前通知

をしなければならない。その事前通知は、勤務時間中に、立入りの 24 時間前から

14 日前までの間に行わなければならない92。ただし、立入許可保有者が FWA に対し、

事前通知をすれば証拠隠滅や隠匿が行われると考えるのが合理的である旨を申請し

て免除証明書を取得した場合にはこの限りではない。 

立入許可保有者は、居住目的の施設に立ち入ることはできないし、立入りは原則

として勤務時間内で、事前告知や免除証明書で指定された日でなければならない。 

立入許可保有者以外の者は、立入許可保有者の立入りを拒否したり遅延させたり、

故意にその立入権の行使を妨害してはならない93。 

立入許可保有者は、立ち入った際、①疑惑のある違反に関連する職務、工程およ

び物件を検査し、②従業員らとその同意を得て面談をすることができ（立入許可保

有者の組織がその従業員らの労使関係の利益を代表できる場合に限る）、③疑惑の

ある違反に直接関連し、かつ施設内で保有しまたはコンピュータからアクセスでき

る書類や記録を調査し（立入許可保有者の組織の構成員に関するものに限る94）、

そのコピーを取得することができる95。③の調査権限の対象が疑惑のある違反に直

接関連しているものに限定されていることに注意しなければならない。例えば、残

                                            

91 FW Act  494 条。 

92 FW Act  487 条。 

93 FW Act  501条。 

94 立入許可保有者の所属する組織の構成員でない従業員に関する記録についても、その従業員の同意

を得るか FWAの命令があれば調査することが可能である。 

95 FW Act  482 条。 
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業代不払いに関する疑惑がある場合には、それに関する記録のみを調査し、コピー

できるということである。 

また、立入許可保有者は、一定の従業員とディスカッションを行うために立ち入

ることもできる96。対象となる従業員は、その施設内で勤務する従業員、立入許可

保有者の組織の従業員およびディスカッションへの参加を希望する従業員である。

ディスカッションは、食事の時間や休憩時間に限定される。また、ディスカッショ

ンを行う場所についてはその施設の占有者の合理的な請求に従わなければならない。

さらに、このディスカッションについての事前通知も、免除証明書がない限り、立

入りの 24 時間前から 14 日前までの間に行わなければならない。 

なお、立入許可保有者が OHS 法に基づく立入権を行使する場合にも、24 時間以

上事前の書面による事前告知が必要である。 

立入権の行使に関する紛争は、FWAによる仲裁により解決される。 

                                            

96 FW Act  484 条。 
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9. 職場権（Workplace  rights）と従業員らの保護 

この項では、職場権などに関する規定とその他の従業員の保護に関する規定を扱

う97。大きく分けて、職場権に関する不利益行為（Adver se  ac t ion）の禁止、団体

活動の保護および差別等からの保護の各規定に分けることができる。 

 

9.1 職場権に関する不利益行為（Adver se  ac t ion）の禁止 

フェアワーク法は、何人も、他人に対し、職場権を有していること、行使したり

行使しないことまたは行使したり行使しないことを提案することを理由として、あ

るいは職場権を行使することを妨げるために、不利益行為を行ってはならないと規

定している98。 

「職場権」はフェアワーク法により導入された新たな概念で、労働法（フェアワ

ーク法に限らず各州の法制も含む。本項において以下同じ）、職場関係文書

（Wor kplace  ins t rument）99等に基づいて利益、役割や責任を有している場合100、労

働法や職場関係文書に基づいて法的手続きを開始させたりそれらに参加する権利が

ある場合、労働法や職場関係文書を遵守するよう請求する権利を有している場合に、

それぞれ「職場権」を有していると定義されている101。 

ここでいう「不利益行為」もフェアワーク法が導入した新たな概念で、「不利益

行為」が行われうる状況が法律上限定的に列挙されている102。雇用者の従業員に対

する行為（解雇する場合、従業員の地位を悪く変更する場合、ほかの従業員と差別

                                            

97 これらの規定を含む章（FW Act  Chapter3、Par t  3- 1）は、Genera l protec t ions と呼ばれ、一般的

従業員保護規定となっている。 

98  FW Act  340 条。 

99 労働法や雇用関係に基づいて作成された文書を指しており、労使関係文書（Indus t r ia l ins t r ument）
とは重なり合うが、異なる概念。 

100 広い範囲の雇用関係に基づく利益、役割や責任が含まれうる。例えば、労働協約に基づく権利、育

児休暇の権利などが挙げられる。 

101 FW Act  341条。 

102 FW Act  342 条。 
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する場合など）、雇用者の見込み従業員に対する行為（雇用しないこと、オファー

する労働条件をほかと差別する場合）、および従業員の雇用者に対する行為（職務

を行わない場合、争議行為を行う行為）などである。外部契約業者に対する行為、

外部契約業者による行為や労働組合などによる行為も規定されている。また、これ

らの行為をすることを脅すことや計画する行為も「不利益行為」に含まれる。 

例えば、従業員は、公休日に勤務することを合理的に拒否する権利（ここでの職

場権）を有しているから、雇用者の不利益行為（解雇など）から保護される。 

なお、雇用者が雇用見込みの者に対しても不利益行為を行ってはならないとされ

ている点がとりわけ重要である。雇用者は、正式な雇用を行う前の段階から不利益

行為を行うことのないよう注意をしなければならない。 

さらに、何人も、職場権の行使に関して強要をしたり、不当なプレッシャーをか

けたりしてはならず、また、職場権に関して虚偽または誤認を招く説明をしてはな

らない。 

 

9.2 団体活動の保護 

フェアワーク法は、労働関係団体に加入し、その団体の活動に参加する権利を保

障している。 

労働関係団体（Indus t r ia l a ssoc ia t ions）とは、典型的には労働組合であるが、

雇用者の団体、外部契約業者の団体も含まれる。また、構成員の利益保護を目的と

した従業員や外部契約業者の不公式の団体も含まれる。 

何人も、労使関係団体の構成員や役員であること、合法な組合活動などの団体活

動に参加したこと、および違法な団体活動に参加しなかったこと、を理由として不

利益行為を行ってはならない103。 

                                            

103  FW Act  346 条。 
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また、労働関係団体の活動に関して強要をしたり虚偽の表示をしてはならず、従

業員を労働関係団体の構成員にならないようにさせることは違法である。 

 

9.3 差別等からの保護 

雇用者は、従業員、元従業員、見込み従業員に対し、人種、肌の色、性別、性的

志向、年齢、身体的・精神的障害、配偶者の有無、家族・要介護者に対する責任の

有無、妊娠の有無、信教、政治信条、国籍および社会的身分を理由として不利益行

為を行ってはならない104。ただし、各州の差別禁止法が許容している場合などにつ

いては例外的に許容されている。 

また、雇用者は、従業員との関係について、故意に（未必の故意を含む）、業務

委託者と外部契約業者の関係にある旨の虚偽の表示をしてはならず、これは偽装契

約（Sham ar r angement s）と呼ばれて禁止されている105。同じまたは実質的に同じ

仕事について外部契約業者として再契約するために従業員を解雇することまたは解

雇すると脅すことや、そのような再契約の説得のために虚偽の説明をすることも禁

じられている。 

                                            

104  FW Act  351条。 

105  FWA Act  357 条。 
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10. コンプライアンスとエンフォースメント 

フェアワーク法のコンプライアンスとエンフォースメントに関しては、既に述べ

たように、FWOと FWAが種々の役割を果たすほか、裁判所が 539 条に規定されて

いる民事救済の規定に従って民事制裁金の支払いを命ずることができる。多くの場

合、この民事救済規定により民事制裁金の上限は個人が最高 6,600 豪ドル、法人が

3 万 3,000 豪ドルである。 

 

10.1 NES 違反の場合 

NES 違反は、民事救済規定の対象となる。ただし、柔軟な勤務形態の請求および

無給育児休暇の延長に関しては、「合理的な事業上の必要性」が問題となるのでこ

の限りではない。 

NES 違反の紛争に関しては、現代化された労使裁定か労働協約の規定に従って解

決されるが、「合理的な事業上の必要性」に関しての紛争解決規定が含まれること

はない。 

 

10.2 労働協約違反の場合 

既述のとおり、労働協約の誠実交渉義務違反などがあった場合、当事者は、一定

の要件の下、FWAに対して交渉命令を申し立てることができる。 

また、労働協約の交渉が効率的で公正に進んでおらず、かつ、その労働協約が適

切な従業員らをカバーしていないと当事者が考える場合には、一定の要件の下、

Scope  order を申し立てることができる106。 

さらに、交渉命令違反があった場合などの場合には、FWAが重大違反宣言

（Ser ious  breach decla ra t ion）をして労働協約の内容を一方的に決定するなどが

                                            

106  FW Act  238 条。 
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できるほか、当事者が法を軽視するような稀な状況下においては、FWAは、

Wor kplace  de te r mina t ions をして労働協約の条項を決めることもできる。 

労働協約違反、交渉命令違反は民事救済規定の対象にもなる。 

 

10.3 解雇に関する紛争 

既述のとおり、まず不当解雇の主張は FWAに対してなされなければならず、そ

の紛争は FWAで処理される。救済方法としては、復職命令を軸に、補償金の支払

いが命ぜられることがありうる。 

違法解雇の主張も一義的には FWAに申し立てられ、場合によっては裁判所が取

り扱う。 

その他、差別禁止法違反の問題は機会平等審判所の後に裁判所が、契約違反や取

引慣行法違反の主張は裁判所が取り扱う。 

 

10.4 立入権に関する紛争 

当事者からの申立てがあった場合には、FWAは立入権に関する紛争を取り扱うこ

とができる。例えば、立入り後に特定の部屋やスペースを利用すべき旨の雇用者側

の請求が合理的かどうかに関する紛争などが考えられる。 

FWAは、仲裁において、立入許可に条件を付けたり、立入許可の一時停止または

取消し、将来の立入許可の発行に関する命令などにより紛争の解決を図ることがで

きる。 

FWAの命令に従わなかった場合は、民事救済規定の対象となる。 

 

10.5 職場権などに関する紛争 
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まず、職場権に関する不利益行為、団体活動や差別等からの保護に関する違反は、

裁判所による民事救済規定の対象となる。その他の紛争の解決は、一義的には FWA

で行われる。 

その違反が解雇に関係する場合には、解雇された当事者は解雇から 60 日以内に

FWAに申立てをしなければならない107。FWAは、申立てを受けて協議を行い、それ

でも紛争を解決できない場合に裁判所への申立てを認める証明書を発行する。 

その違反が解雇に関係しない場合には、両当事者が同意した場合のみ FWAで協

議が行われる。同意がなされなかった場合には、連邦裁判所または連邦下級裁判所

に申立てをすることができる。 

                                            

107 前述のとおり、不当解雇の主張についてはこの限りではなく、14 日以内でなければならない。 
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11. フェアワーク法への移行と準備チェックリスト 

フェアワーク法は、豪州の労働法を完全に書き換える法律でありながら、2006

年のワークチョイスの施行からわずか 3 年で施行に至った。このことは、まだ多く

の雇用者と従業員が、ワークチョイスの下で作成された労使関係文書（ワークチョ

イスの前の労使関係文書である可能性もある）に拘束されているということを意味

する。 

また、フェアワーク法は最初の施行が 2009 年 7 月 1日でありつつ、NES や現代

化された労使裁定の効力発生は 2010 年 1月 1日となっている（移行に関するタイム

スケジュールについては別紙 3 を参照されたい）。 

その結果、Fair  Wor k （Tr ans it ional Pr ovis ions  and Consequent ia l Amendment s）

Act  2009 に規定された移行プロセスは極めて複雑になっている。 

 

11.1 旧法下での労使関係文書 

旧法下で作成された労使関係文書は、一般に、終了するかフェアワーク法の下で

作成された新しい労使関係文書に取って代わられるまで、フェアワーク法の施行後

も継続して効力を有する。これらの旧労使関係文書における AIRC の記載は FWAへ

と読み替えられ、従前これらの旧労使関係文書で AIRCに与えられていた権限も、

FWAにより行使される。つまり、その継続して効力を有する間は従業員はそれらの

労使関係文書に基づいて勤務をし続けることになり、雇用者側はその間、新しい制

度を導入し適応する猶予を与えられることとなる。 

移行される旧労使関係文書のリストは次のとおりである108。 

                                            

108 Fa ir  Wor k (Trans it iona l Pr ovis ions  and Consequent ia l Amendment s ) Act  2009 （以下、脚注におい

ては FW (TPCA) Act とする）Schedule  3 の Par t  2 の it ems  1および 2。 
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移行される旧労使関係文書でカバーされていた者は、曖昧さや不確実さを取り除

くためまたは現代化された労使裁定との相互作用の困難さを解決するため、さらに

は、フェアワーク法上のさまざまな一般従業員保護規定と一致しない規定を変更ま

たは削除するため、その旧労使関係文書の変更を FWAに対して申し立てることが

できる109。 

                                            

109  ただし、2010 年 1月 1日以降に s t a t e  r e f er ence  t r ans it iona l awar d の変更等の申立てをするに

は制限がある。 

 awards （現代化された労使裁定ではない） 

 state reference transitional awards or common rule awards 

 notional agreements preserving state awards （NAPSAs） 

 workplace agreements (collective agreements or individual transitional 

employment agreements (ITEAs)) 

 workplace determinations 

 preserved state agreements 

 Australian Workplace Agreements （AWAs） 

 pre-reform certified agreements 

 re-reform AWAs 

 old industrial relations (IR) agreements 

 section 170MX awards （ワークチョイス以前のもの） 
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また、集団で合意された旧労使関係文書110については合意または FWAにより、個

別に合意された旧労使関係文書111については合意により（名目有効期間を経過して

いる場合には FWAの認可を得て一方的に）、それぞれ解除することができる112。 

さらに、NAPSAは、2014 年 1月 1日を以て自動的に終了する113。 

なお、旧労使裁定をベースとしていた労使関係文書114およびすべての APCS

（Aust r a lian Pay and Condit ion Sca les）については、現代化された労使裁定に取っ

て代わられた時点で終了する115。その後は、これらの旧労使関係文書でカバーされ

ていた従業員は、現代化された労使裁定でカバーされることとなる。 

 

11.2 移行期間に作成された労働協約および ITEA 

移行期間中、すなわち、2009 年 7 月 1日のフェアワーク法の施行から 2010 年 1

月 1日までの間に作成または変更された労働協約については、フェアワーク法の

Bet t e r - of f  over a ll t e s t（BOOT）ではなくワークチョイスにおける No 

disadvantage   t e s t を充たせば足りる。つまり、FWAは、適用される労使関係文書

や労使裁定に比較して、労働協約の全体の労働条件が引き下げられることにならな

いかどうかを判断することになる。BOOT と類似しているものの、労働協約が上回

っている必要はない点で雇用者側により有利である。比較的低い基準を維持するこ

とで雇用者側に猶予を与えたものである。また、移行期間中に作成された労働協約

については、NES ではなく旧法の AFPCS が適用される。 

                                            

110  労働協約、workplace  de t erminat ions、 pr e - r eform cer t if ied agreement s、preserved collec t ive  
s t a t e  agr eement s および old indus t r ia l r e la t ions  agr eement s。 

111  ITEA、AWAおよび preserved individual s t a t e  agr eement s。 

112 FW (TPCA) Act、Schedule  3 の Par t  3 の it ems  15 から 17 および 19。 

113  sunse t t ing rules（日没ルール）と呼ばれる。この日かそれより遅い日に終了。FW (TPCA) Act、
Schedule  3 の Par t  3 の it ems  20。 

114  労使裁定、s t a t e  r e f er ence  t r ans it iona l awards、common rule  awards および NAPSA。 

115 FW (TPCA) Act、Schedule  5 の Par t  2 の it ems  3。 
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移行期間中に作成された ITEA（Individual Trans it iona l Employment  

Agr eement s）についても、No disadvantage  t es t が適用される。 

 

11.3 NES および現代化された労使裁定の適用 

2010 年 1月 1日以降は、移行される旧労使関係文書の規定のうち、NES と比較し

て従業員に不利な規定は無効であり、NES が適用される116。 

NES が適用される前の勤続期間は、NES の下での権利を決定する際の勤続期間に

カウントされる。例えば、永年勤続休暇の勤続期間については、NES 適用前の勤続

期間が NES の下でもカウントされる。しかしながら、年次有給休暇と傷病休暇・介

護休暇についてはこの限りではなく、NES 導入前の期間はカウントされない117。ま

た、NES の余剰人員整理手当の規定に関する勤続期間は、NES の適用前にも余剰人

員整理手当の支払いを受ける権利があった場合にのみ NES の下でもカウントされる

118。 

Wor kplace  agreement、wor kplace  de t er mina t ion、pr ese rved s ta te  agreement

または AWAでカバーされる従業員については、現代化された労使裁定は適用され

ない119。ただし、基本賃金の額については現代化された労使裁定の基準を下回るこ

とができない。pr e - r ef or m cer t if ied agreement、old indus t r ia l r e la t ions  

agr eement または s170MX awar d が適用される従業員については、現代化された労

使裁定は、これらの旧労使関係文書の規定と一致しない限度において適用されない。

ただし、基本賃金の額については現代化された労使裁定の基準を下回ることができ

ない。 

                                            

116 FW (TPCA) Act、Schedule  3 の Par t  4 の it em 23。この規定には非常に限定的ではあるが例外があ

る。例えば、移行される労使関係文書の通常労働時間が NES の規定を充たさない場合、移行される労

使関係文書が NES の制限以上に年次有給休暇の現金化を認める場合、および移行される労使関係文書

が個人的休暇を取得するために証拠を要求している場合などを挙げることができる。 

117 FW (TPCA) Act、Schedule  4 の Par t  3 の it em 5（3）。 

118 FW (TPCA) Act、Schedule  4 の Par t  3 の it em5（4）。 
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なお、enter pr ise  awar ds と NAPSAについては現代化の作業が行われなかったの

で、これらについては、2013 年 12 月 31日までに FWAに対して現代化を申請する

ことができる。これ以降に現代化された enter pr ise  awar ds や NAPSAがない場合に

は、現代化された労使裁定が適用されることとなる。 

 

11.4 準備チェックリスト 

 

 労使裁定のコンプライアンスはチェックしたか？ 

 現代化された労使裁定を確認したか？自社への適用はあるか？ 

 雇用契約にはどのような規定がなされているか？ 

  NES を踏まえた内容となっているか？ 

  高額所得基準を超えた従業員を現代化された労使裁定から除外するため

に必要な内容になっているか（レターでも可）？ 

  Above  awar d payment  条項120および Individua l f lexibilit y t er m121に基づく

個別合意（Individual f lexibilit y a r r angement）を規定しているか？ 

  余剰人員整理手当の規定をしているか？特に経営幹部について、予告期

間の規定と併せて見直しをしたか122？ 

                                                                                                                                        

119 FW (TPCA) Act、Schedule  3 の Par t  5 の it em 28。ただし、上記のとおり、NES の適用は受ける。 

120 給与その他の報酬が、現代化された労使裁定に基づく権利（時間外労働割増賃金、深休日深夜労働

割増賃金など）に対する支払いを含ませる意図であることを確認する規定。当然のことながら、現代

化された労使裁定が定めるのと等しいかそれ以上の報酬の支払いがなされていることが必要である。 

121 現代化された労使裁定および労働協約に規定がある。 

122 余剰人員整理手当はフェアワーク法によって初めて法制化されたもので、旧法下では余剰人員整理

手当は労使裁定などに基づいていた。しかし、経営幹部は伝統的に労使裁定の適用対象でなかったた

め、これまでは余剰人員整理手当を受け取る権利はなく、その代わり、比較的長期間の解雇予告手当

の規定により対応されていたことがあった。フェアワーク法の下ではその経営幹部について、新しく
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 ポリシーにはどのような規定がなされているか？ 

  NES に対応した必要な改定がなされているか？ 

  ビジネスに不可欠な柔軟性を確保した内容になっているか？特に、育児

休暇および復帰の際の柔軟な勤務形態の請求について。 

 余剰人員整理解雇およびパフォーマンスが悪い際の解雇の際の手続きを見直

したか？ 

  手続的公正が保たれているか123？ 

  手続きを担当する部課長にとって有益なガイドとなっているか？ 

 立入権の制度に対する備えはできているか？ 

  新しい立入権制度の規定を確認したか？ 

  立入権行使に対応する手続きや手順書が準備されているか？ 

  立入権行使に対応する担当者の研修を行ったか？ 

  勤怠管理記録（賃金管理も含む）をチェックしたか？法令に遵守した内

容となっているか？ 

  立入権行使の際に閲覧等に供される内部文書について、必要以上の文書

を保管していないか？ 

 有効期間が満了した労使関係文書、AWA、ITEAまたは Cer t if ied agr eement

があるか？ 

  いつ失効しているか？ 

                                                                                                                                        

導入された余剰人員整理手当と従来の長期間の解雇予告手当によって、二重取りのようなことになら

ないよう、契約の見直しをする必要があろう。 

123 前述の不当解雇に当たるかどうか（「厳しい、不公平または不合理」かどうか）の判断事情を参照。 
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  今更新すべきか？ 

  フェアワーク法における交渉に関する規制の枠組みを認識しているか？ 

  従業員らを代表している労働組合を認識しているか？ 

  新しい労働協約が Bet t e r - of f  over a ll t e s t（BOOT）を充たすか検討した

か？ 

  フェアワーク法で導入された新しい従業員保護規定124を認識している

か？ 

  （会社の規模に応じて異なる）勤続期間が短い場合の不当解雇からの除

外規定の影響について検討したか？また、余剰人員整理解雇の場合の不当

解雇からの除外規定の影響について検討したか？ 

  新しい告知義務および誠実交渉義務の規定に対する準備はできている

か？ 

 外部委託および事業売却について、新しい Tr ansf e r  of  bus iness の規定に対

する準備はできているか？ 

                                            

124 FW Act  Chapter  3 の Par t  3- 1。職場権などが規定されている章を指す。 
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12. 用語解説集 

訳語 

（原語） 
解説 

FWA 

Fair Work Australia（フェアワーク・オーストラリア）の略。フ

ェアワーク・オーストラリアは、幅広い機能と権限を持つ独立の審

判機関である。従来の AIRC（Australian Industrial Relations 

Commission）に取って代わった。 

NES 

National Employment Standard の略。年次有給休暇、育児関連休

暇などの 10項目の労働条件についてその最低基準を定める強行規

定。2010年 1月 1日より AFPCSに代わって適用されている。 

違法解雇 

（Unlawful dismissal） 

労働組合の活動に参加したことや年齢・性別などによる差別などの

違法な理由により従業員を解雇すること。 

現代化された労使裁定 

（Modern awards） 

雇用者および従業員を法的に拘束する、労働条件の最低基準などを

定める文書。AIRC によって作成され、今後 FWAによって定期的に

見直しされることとなっている。通常は特定の業界や職業に適用さ

れる。 

労使裁定は、豪州の労使関係において歴史的に重要な役割を果たし

てきた。労使紛争が調停や仲裁により解決されなかった場合におい

て、AIRCに対して、当事者に対する拘束力のある決定を下す権限

が与えられていた。この決定が労使裁定であった。現在では、労使

裁定は、契約に盛り込まれなかった労働条件の最低基準を設定する

など、いわばセーフティネットの役割も果たす。労働党政権になっ

て Workplace Relations Amendment (Transition to Forward with 

Fairness) Act 2008 が施行されると、AIRC が産業別に、より少な

い数の、よりシンプルで現代化された労使裁定を作成することとさ

れ、これが、現代化された労使裁定である。現代化された労使裁定

は従前の労使裁定とは全く異なった形態の文書であり、もはや雇用

者を労使裁定の当事者と捉えることも適切ではない点に注意を要す
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る。現代化された労使裁定は、2010 年 1月 1日より従前の労使裁

定に代わって効力を有している。現在は、FWAが AIRC の役割を受

け継ぎ、現代化された労使裁定の見直しなどを掌ることとなってい

る。 

労使裁定は、その労使裁定がカバーする旨を明示している従業員を

カバーする。しかし、カバーされていたとしても常に労使裁定が適

用されるとは限らない。例えば高所得者など125、フェアワーク法が

適用しない旨を定めている場合などには適用されない。また、より

重要なのは、労働協約が締結され、それが適用される従業員につい

ては労働協約が優先して適用され、労使裁定は適用されないという

点である126。 

雇用承継 

（Transfer of 

employment） 

異なる会社間で従業員との雇用関係が承継されること。関連会社間

で行われる場合とそうでない場合とで権利関係の承継に違いが生じ

うる。一般に、雇用の承継があった場合には旧雇用者の下での勤続

期間が新雇用者における勤続期間としてカウントされ、また、新旧

雇用者間の雇用は間断なく続いたものとみなされる。 

事業承継 

（Transfer of 

business） 

関連会社間での人材の異動、外部委託、外部委託の終了および資産

譲渡に伴って従業員の雇用が移転する場合をいう（正確な定義はフ

ェアワーク法 311 条に規定）。その従業員が新旧雇用者間で同じか

実質的な業務を行い、労使関係文書が新雇用者に承継される点にポ

イントがある。事業承継の一般的な意味合いとは必ずしも一致して

いない点に注意。 

小規模事業雇用者 15人未満の従業員を雇用する雇用者。定期的かつ計画的に雇用さ

れている場合を除いて臨時従業員はカウントされない。関連会社は

                                            

125 現在のところ、年間 10 万 8,300 豪ドル。ただし、単にこの金額以上の金額を支払えば現代化され

た労使裁定の適用がなくなるわけではない。雇用者は、12 カ月間に一定額の報酬を与える旨を書面で

保証し、従業員が労使裁定が適用されなくなることを認識した上でこれを受け入れることが必要であ

る。 

126 FW Act  57 条。 
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（Small business 

employer） 

一つの会社とみなされる。単純な頭数でカウントされるが、不当解

雇制度に関しては、2010 年 12月 31日まではフルタイムに相当す

る従業員がカウントされる。 

職場権 

（Workplace rights） 

労働法や職場関係文書に基づき、利益や役割・責任を有し、法的手

続きの開始・参加する権利を有し、または法令遵守について申立て

や質問をする権利を有している場合に持つ権利（正確な定義はフェ

アワーク法 341条に規定）。職場権を有していることや行使・不行

使などを理由とした不利益行為（Adverse action）および行使を妨

げるための不利益行為が禁じられている。 

争議行為 

（Industrial action） 

①職務遂行の制限・限定・遅延につながるような、慣行と異なる方

法での職務遂行や職務慣行の採用、②職務遂行の禁止・限定・制

限、③出勤拒否や職務遂行拒否、および④雇用者による従業員のロ

ックアウトなどを指す（正確な定義はフェアワーク法 19 条に規

定）。ストライキが典型例。争議行為は原則として違法であるが、

フェアワーク法は、一定の条件の下、労働協約の交渉過程における

争議行為に限定して保護を与えている。 

即時解雇 

（Summary dismissal） 

13.  

従業員が重大な不正行為をした場合に解雇告知をすることなく即時

に解雇できる場合の解雇。何が重大な不正行為にあたるかは個別の

事情や状況によることになる。例としては、雇用者、ほかの従業員

や顧客に卑猥な言葉を発すること、職場で酩酊すること、窃盗・詐

欺などの不正、就業時間中の犯罪行為、雇用契約に反する修行時間

外の犯罪行為、職場での喧嘩および雇用者からの適法かつ合理的な

指揮命令を拒否したことなどを挙げることができる。従業員にとっ

て最も厳しい懲戒行為で、その従業員の将来の就職に不利益となる

可能性があること、金銭的にも制裁を課することになることから

（年次有給休暇や永年勤続休暇の払戻しなどの権利を剥奪すること

になる）、即時解雇を行うにあたっては慎重な判断が求められる。 

不当解雇 

（Unfair dismissal） 

従業員が、「厳しい、不公平または不合理」（harsh, unjust or 

unreasonable）であることを理由として解雇が不当であると FWAに

申し立てる場合の解雇。小規模事業雇用者に対する特則があるほ
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か、勤続期間が短い場合や「真の余剰人員整理解雇」の場合などに

はこの主張は許されない。 

みなし解雇 

（Constructive 

dismissal） 

14.  

形式としては解雇ではなく辞職であるが、雇用者の一方的かつ重大

な雇用契約違反の結果、実質的には従業員が辞職を余儀なくされた

と評価される場合。例としては、雇用者が従業員に対して一方的に

雇用契約が想定していない場所で勤務するよう要求したり、一方的

に給料を下げることを決定した場合が挙げられる。これらの状況の

下でその従業員が辞職することを選択した場合、裁判や審判におい

て、真に自主的な辞職ではなく、みなし解雇と判断される可能性が

ある。また、みなし解雇は、従業員が脅しなどにより実質的には雇

用者から辞職を強制されたという場合にも起きる。例えば、雇用者

が従業員に対し、「自分から辞めないとクビだ」などと言われた場

合などが考えられる。 

臨時従業員 

（Casual employees） 

一般に、短期間または不定期に勤務し、もしくは季節労働を行う従

業員を指すが、フェアワーク法等に厳密に定義はされていない。給

与は一般に日給や時間給で支払われる。 

労使関係文書 

（Industrial 

instruments） 

一般に、現代化された労使裁定および労働協約やこれに類似する労

使関係を規律する文書を指す。 

労働協約 

（Enterprise 

agreements） 

雇用者と従業員との間で交わされる合意。労働組合または雇用者や

従業員が選任する自らまたは第三者らが交渉代表者（Bargaining 

representative）として交渉に当たる。交渉代表者は誠実交渉義務

を負う。 

余剰人員整理解雇

（Redundancy） 

真の余剰人員整理解雇 

（Genuine redundancy) 

従業員になんの落ち度もなく、雇用者がその職務の遂行を必要とし

なくなったことから行われる解雇（ただし、Redundancy を直接に

定義する規定はフェアワーク法に存在しない。）。一般に、経済状

況・事業環境の変化、事業の合理化、買収その他の組織再編などに

よって人員が余剰となったために行われる。フェアワーク法の余剰

人員整理解雇の規定に該当した場合などにおいて、余剰人員整理手
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 当の支払義務が雇用者に生じる。「真の余剰人員整理解雇」に該当

する場合には、不当解雇の主張ができなくなるが、そのためには事

業場の必要性、協議要件の遵守および再配置の不合理性といった非

常に限定された要件を充たす必要がある。 
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別紙１－１   Model flexibility term 

(1)   An employer and employee covered by this enterprise agreement may agree to make an 

individual flexibility arrangement to vary the effect of terms of the agreement if:  

              (a)    the agreement deals with 1 or more of the following matters:  

                          (i)    arrangements about when work is performed;  

                         (ii)    overtime rates;  

                        (iii)    penalty rates;  

                        (iv)    allowances;  

                         (v)    leave loading; and  

               (b)    the arrangement meets the genuine needs of the employer and employee in 
relation to 1 or more of the matters mentioned in paragraph (a); and  

              (c)    the arrangement is genuinely agreed to by the employer and employee. 

(1)   An employer and employee covered by this enterprise agreement may agree to make an 

individual flexibility arrangement to vary the effect of terms of the agreement if:  

              (a)    the agreement deals with 1 or more of the following matters:  

                          (i)    arrangements about when work is performed;  

                         (ii)    overtime rates;  

                        (iii)    penalty rates;  

                        (iv)    allowances;  

                         (v)    leave loading; and  

               (b)    the arrangement meets the genuine needs of the employer and employee in 
relation to 1 or more of the matters mentioned in paragraph (a); and  

              (c)    the arrangement is genuinely agreed to by the employer and employee.  

(2)   The employer must ensure that the terms of the individual flexibility arrangement:  

              (a)    are about permitted matters under section 172 of the Fair Work Act 2009 ; and  

              (b)    are not unlawful terms under section 194 of the Fair Work Act 2009 ; and  

              (c)    result in the employee being better off overall than the employee would be if no 
arrangement was made. 

(3)   The employer must ensure that the individual flexibility arrangement:  

              (a)    is in writing; and  
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              (b)    includes the name of the employer and employee; and  

              (c)    is signed by the employer and employee and if the employee is under 18 years 
of age, signed by a parent or guardian of  the employee; and  

              (d)    includes details of:  

                          (i)   the terms of the enterprise agreement that will be varied by the 
arrangement; and  

                       (ii)   how the arrangement will vary the effect of the terms; and  

                      (iii)   how the employee will be better off overall in relation to the terms and 
conditions of his or her employment as a result of the arrangement; and  

              (e)    states the day on which the arrangement commences.  

(4)   The employer must give the employee a copy of the individual flexibility arrangement 
within 14 days after it is agreed to.  

 (5)   The employer or employee may terminate the individual flexibility arrangement:  

              (a)   by giving no more than 28 days written notice to the other party to the 
arrangement; or  

              (b)   if the employer and employee agree in writing -- at any time.  
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別紙１－２ Model consultation term 

(1)   This term applies if:  

                (a)     the employer has made a definite decision to introduce a major change to 
production, program, organisation, structure, or technology in relation to its 
enterprise; and  

              (b)     the change is likely to have a significant effect on employees of the enterprise.  

(2)   The employer must notify the relevant employees of the decision to introduce the major 
change.  

(3)   The relevant employees may appoint a representative for the purposes of the procedures 
in this term.   

(4)   If:  

                    (a)    a relevant employee appoints, or relevant employees appoint, a representative 
for the purposes of consultation; and  

                    (b)   the employee or employees advise the employer of the identity of the 
representative;  

  the employer must recognise the representative.   

(5)   As soon as practicable after making its decision, the employer must:  

              (a)    discuss with the relevant employees:  

                          (i)    the introduction of the change; and  

                         (ii)    the effect the change is likely to have on the employees; and  

                         (iii)    measures the employer is taking to avert or mitigate the adverse effect 
of the change on the employees; and  

              (b)    for the purposes of the discussion -- provide, in writing, to the relevant 
employees:  

                          (i)    all relevant information about the change including the nature of the 
change proposed; and  

                        (ii)    information about the expected effects of the change on the employees; 
and  

                       (iii)    any other matters likely to affect the employees.  

(6)   However, the employer is not required to disclose confidential or commercially sensitive  
information to the relevant employees.  

(7)   The employer must give prompt and genuine consideration to matters raised about the 
major change by the relevant employees.  
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(8)   If a term in the enterprise agreement provides for a major change to production, program, 
organisation, structure or technology in relation to the enterprise of the employer, the 
requirements set out in subclauses (2), (3) and (5) are taken not to apply.  

(9)   In this term, a major change is likely to have a significant effect on employees if it 
results in:  

              (a)    the termination of the employment of employees; or  

              (b)    major change to the composition, operation or size of the employer's workforce 
or to the skills required of employees; or  

                (c)    the elimination or diminution of job opportunities (including opportunities for 
promotion or tenure); or  

              (d)    the alteration of hours of work; or  

              (e)    the need to retrain employees; or  

              (f)    the need to relocate employees to another workplace; or  

              (g)    the restructuring of jobs. 

(10)   In this term, relevant employees means the employees who may be affected by the major 
change.  
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別紙２    Small Bus iness  Fa ir  Dismissa l Code  

Summary Dismissal 

It  is  f a ir  f or  an employer  t o dismiss  an employee  without  not ice  or  warning when 

the  employer  be lieves  on reasonable  gr ounds  tha t  t he  employee’ s  conduc t  is  

suf f ic ient ly ser ious  to j us t if y immedia te  dismissa l. Ser ious  misconduc t  inc ludes  

the f t , f r aud, violence  and se r ious  br eaches  of  occupa t ional hea lth and sa fe ty 

pr ocedures . For  a  dismissa l t o be  deemed fa ir  it  is  suf f ic ient , though not  

essent ia l, tha t  an a llega t ion of  t he f t , f r aud or  violence  be  r epor ted to the  police . 

Of  cour se , t he  employer  must  have  reasonable  gr ounds  f or  making the  repor t . 

 

Other Dismissal 

In other  cases , the  small bus iness  employer  must  give  the  employee  a  r eason why 

he  or  she  is  a t  r isk of  be ing  dismissed. The  r eason must  be  a  valid r eason based 

on the  employee’ s  conduc t  or  capac ity to do the  job. The  employee  must  be  

war ned verba lly or  pre f er ably in wr it ing, tha t  he  or  she  r isks  be ing dismissed if  

t he re  is  no improvement . 

The  small bus iness  employer  must  provide  the  employee  with an oppor tunity to 

r espond to t he  warning and give  the  employee  a  r easonable  chance  to r ec t if y t he  

pr oblem, having r egard to t he  employee’ s  r esponse . Rec t if ying the  pr oblem might  

involve  the  employer  pr oviding addit iona l t r a ining and ensur ing the  employee  

knows the  employer ’ s  j ob expec ta t ions . 

 

Procedural Matters  

In discuss ions  with an employee  in c ir cumstances  where  dismissa l is  poss ible , the  

employee  can have  another  per son present  t o ass is t . However , the  other  pe r son 

cannot  be  a  lawyer  ac t ing in a  pr of ess ional capac ity. A small bus iness  employer  will 

be  required to provide  evidence  of  compliance  with the  Code  if  the  employee  

makes  a  c la im for  unfa ir  dismissa l t o Fa ir  Wor k Aus t r a lia , inc luding evidence  tha t  

a  warning has  been given (except  in cases  of  summar y dismissa l). Evidence  may 

inc lude  a  comple t ed checklis t , copies  of  wr it t en war ning(s), a  s ta t ement  of  

t e r mina t ion or  s igned witness  s t a tement s .
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