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新型コロナウイルス対策法、求められる雇用主の対応（米国）

新型コロナウイルス（COVID-19）対策法案が 4 月 1 日から実施される「家族第一・コ
ロナウイルス対応法（Families First Coronavirus Response Act）
」と題した今回の法律に
は、従業員がウイルスの影響で休暇を取得せざるを得ない場合の所得保証などが盛り込ま
れている。同条項の有効期間は 4 月 1 日から 12 月 31 日となる。一方、州レベルでも同様
に一定期間の有給傷病休暇を義務付ける法律が成立した州もあり、連邦および州レベルの
双方の労働法関連法令に基づき、対応が求められる。

＜COVID-19 対策法で企業に求められる二つの措置＞
COVID-19 対策法は、有給傷病休暇を中心に従業員の生活を保護するための法律となっ
ており、大きく分けて以下二つの措置が求められている。

（１） Family and Medical Leave Act of 1993（FMLA：家族・医療休暇法）の改正、保
護対象の拡大
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急的な一時措置として、今回の対策法によ
り、FMLA は、「50 人以上の従業員を有する企業」から「500 人未満の従業員を有する企
業」が対象となる。また、より多くの従業員が今回の対策法によって保護されるよう、雇
用主には、30 日以上勤務した従業員すべてに FMLA による保護を義務付けている。そし
て、FMLA による一時措置の規定により、従業員 500 人未満の企業は、新型コロナウイル
スの影響により仕事ができない、または在宅勤務のできない従業員、または学校封鎖など
を理由に 18 歳未満の子供（精神的または身体的な障害があり、その障害のためにセルフ
ケアができない成人の息子または娘(すなわち、18 歳以上の人)を含む）のケアをしなけれ
ばならない従業員には、最長で 12 週間の「Job-Protected Leave（就労保障休暇）」を与
えることが義務付けられている。
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（２） 雇用主による有給傷病休暇の義務が追加
COVID-19 対策法のもう一つの要素として、500 人未満の従業員を有する企業は、フル
タイム従業員にあっては 80 時間（およそ 10 日分）
、非正規従業員にあっては通常の 2 週
間の平均的な勤務時間と同等の時間の有給傷病休暇を付与することが求められる。そして
従業員は、以下に該当する場合に有給傷病休暇の申請が可能となる。
ア． COVID-19 に関連する連邦、州、または各自治体の検疫または隔離命令の対象とな
っている。
イ． COVID-19 に関する懸念のため、医療機関より自主隔離をするように助言されてい
る。
ウ． COVID-19 の症状があり、医療機関による診察を求めている。
エ． 従業員が、ア．の対象者であり、イ．に明記されているような助言を受けた個人を
介護している。
オ． COVID-19 により、子供の学校または子育て支援施設が閉鎖された場合、または
子供の保育提供者がケアできない場合。
カ． 財務長官および労働長官の協議の上で、保健福祉長官によって指定された諸症状が
ある場合。

上記の（１）と（２）の COVID-19 対策法のもとで従業員が休暇をとる場合、雇用主は
下記の図表に従って、当該従業員の給与を支払うことになる。

表

従業員の休暇と雇用主による給与補償

休暇期間

対象者

最初の10日間

上記ア．イ．ウ．を （１）による雇用主の支払い義務はなし
理由に休む場合

雇用主による給与補償

CAP（上限）
（２）の有給傷病休暇を利用する場合、

（２）の有給傷病休暇を利用可能。雇用主は、各 CAP（上限）あり
従業員の通常レート給与の8時間分を1日の給与と 1日＄511まで。トータルでは＄5,110と

して支払う
上記エ．オ．カ．を （１）による雇用主の支払い義務はなし
理由に休む場合

なる。
（２）の有給傷病休暇を利用する場合、

（２）の有給病気休暇を利用可能。雇用主は、各 CAP（上限）あり
従業員の通常レート2/3 の給与の8 時間分を1 日の 1 日＄200 まで。トータルでは＄2,000
給与として支払う

となる。

（２）の代わりに、州の有給傷病休暇、ハンド
ブックに記載される未使用の有給休暇、通例休暇
などを従業員は利用可能。
11 日目以降の期間 上記ア．~カ．を理 （１）により、雇用主の支払い義務が発生。
由に休む場合

CAP （上限）あり

1 日＄200 まで。

雇用主は、各従業員の通常レート2/3 の給与の8 時 最高にもらえる上限は＄10,000 とな
間分を1 日の給与として支払う

る。

（出所）モーゼス・アンド・シンガー（Moses ＆ Singer）法律事務所
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新型コロナウイルスはビジネスに多大な被害となっているため、COVID-19 対策法によ
る給与補償義務は、企業にとって厳しい内容であるようにみえる。他方、COVID-19 対策
法によって雇用主が負担する給与は税金減額の控除対象とされ、これにより企業の負荷を
下げるかたちがとられているように見受けられる。また、従業員数が 50 人未満で、今回
の対策法を実施することで企業の存続が難しくなる場合は、給与補償義務から免除される
ことになる。なお、労務省は、COVID-19 対策法の制定から 30 日以内（3 月 18 日から
2020 年 4 月 17 日まで）に発生した法違反に対して、法を遵守するために合理的で誠実な
努力をしていることを前提に、雇用主に対して強制措置をとらないとしている。

連邦法による新型コロナウイルス（COVID-19）対策法とは別に、3 月 18 日、ニューヨ
ーク州でも従業員保護を目指す新型コロナウイルス対策法（以下、「NY 対策法」
）が実施
されることになった。NY 対策法についても、COVID-19 対策法同様に、有給傷病休暇に
関する法律の保護を一時的に拡大するかたちがとられている。

NY 対策法で定められている措置は以下のとおりである。
（１）2020 年 1 月の段階で従業員数が 10 人以下の場合、新型コロナウイルスの影響で隔
離を強いられ仕事ができない従業員に対して、企業は、隔離状態が終了するまで無給での
傷病休暇を認める。
（２）2020 年 1 月の段階で従業員が 10 人以下で、前年度の純利益が 100 万ドルを超える
場合、または従業員数が 11 人以上 100 人未満の場合、企業は、隔離される従業員に 5 日
の有給休暇を提供する。6 日目以降は、隔離状態が終了するまで無給休暇扱いとなる。
（３）2020 年 1 月の段階で従業員数が 100 人以上の場合、隔離される従業員に対して企
業は、最低 14 日の有給休暇を提供する。

上記の無給・有給休暇は、ニューヨーク州の有給傷病休暇規定に従って、従業員が今年
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になってから蓄積した有給休暇に追加されるかたちとなる。また、NY 対策法では、上記
の有給傷病休暇と、家族をケアする為のニューヨーク州休暇家族休暇（New York Paid
Family Leave：NYPFL）または障害者保険を併用することが可能となっている。

＜企業規模別の対応例＞
在ニューヨーク企業は、NY 対策法が、COVID-19 対策法を補完するかたちで使用され
ることになる。言い換えると、雇用主は「従業員にとってより手厚い」規定に従わなけれ
ばならない。以下に、企業規模別の対応例を示す。

ケース① 100 人以上の従業員をもつニューヨーク企業
COVID-19 対策法の FMLA 規定に従い最長 12 週間の休暇を認める。NY 対策法に従い
10 日ではなく、14 日の給与補償を行う。その後も隔離状態が続く場合は、従業員はより
手厚い保護を受ける為に NYPFL、障害者保険、または COVID-19 対策法の FMLA 規定
の選択が可能。NYPFL や障害者保険では、50～55％の給与補償となる。NYPFL や障害
者保険は、当局による承認ベースで付与される為、これらの保障が拒否された従業員に対
して、企業は COVID-19 対策法に従うことになる。

ケース② 11 人以上 100 人未満の従業員をもつニューヨーク企業
COVID-19 対策法の FMLA 規定に従う。最初の 10 日のうち、5 日の給与補償は NY 対
策法に従って支払いがされる。そのため、この 5 日間については CAP（上限）設定がない
ことになる。残りの 5 日については、未使用の有給休暇、通例休暇、または NY 州の有給
傷病休暇が使えない従業員については、COVID-19 対策法の有給傷病休暇に従って給与補
償するケースが多くなる。11 日以上隔離が続く場合は、NYPFL、障害者保険、COVID19 対策法の保護を従業員が選択することになる。
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ケース③ 10 人以下の従業員をもつニューヨーク企業
COVID-19 対策法の FMLA 規定に従う。最初の 10 日については、NY 対策法では無給
となる為、多くの従業員は COVID-19 対策法による給与補償を利用することが考えられ
る。11 日以上隔離が続く場合は、NYPFL、障害者保険、COVID-19 対策法の保護を従業
員が選択することになる。

なお、COVID-19 対策法、NY 対策法ともに、これらの法律が提供する給与補償よりも
先に、雇用主は、従業員に未使用の有給休暇、通例休暇、または州の有給傷病休暇を使用
することを強制できない点に注意する必要がある。

以

上
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