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はじめに

　アルバイトやパートタイム労働者は、残業代や年次有給休暇、労災補償、
解雇予告手当などを受けられないなどといった誤った認識がいまだに社会に
はびこっています。にもかかわらず、現実には、彼らは、日本の雇用の約３
割近くを占め、重要な役割を担っています。
　簡単に非正規労働者の全体像を概観しておきましょう。現代の労働市場で
は、コアの基幹的正社員に比較して、アルバイト、パートタイム労働者等の
非正規労働者の利用が進み、すでに全労働者の約４割弱、全女性労働者の約
6割を占めるに至っています。企業にとって、人材管理は、いわゆる正社員だ
けでなく、アルバイト、パートタイム労働者等を含む非正規労働者を効率的
に組み合わせた人材活用を行うことが前提となっていて、企業には多様な人
材を適材適所で活かし成果を上げてゆくためのダイバシティー・マネジメン
トが求められています。
　しかし、非正規労働者と正社員との間には大きな賃金格差が現存し、その
格差は、近年さらに拡大しています。その結果、非正規労働者が陥っている
いわゆるワーキングプア等も大きな社会的関心事となっています。アルバイ
トの世界でもブラックバイトと称されるコンプライアンスが無視された底辺
の非正規労働市場が存在しており、これが社会問題化されています。
　このような事態に対して、政府も、労働契約法、短時間労働者の雇用管理
の改善等に関する法律（パート労働法）、労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件等の整備等に関する法律（労働者派遣法）等の法令
の新設・改正を次々と行い（詳細は、岩出誠『労働法実務大系』（民事法研究会、
平成27年）97頁以下参照）、直近では、「我が国から『非正規』という言葉を一
掃することを目指す」と宣言する同一労働同一賃金ガイドライン案やこれら
法改正の方向性を明記した働き方改革実現会議の「働き方改革実行計画」も
公表されています。
　そこで、本書は、非正規労働者の中でも、圧倒的多数を占めるパートタイ
ム労働者、アルバイトをめぐり、労使が職場で出会うであろう、さまざまな
疑問に対して、最新の法令・指針、裁判例等を踏まえ、実際に受けた相談事
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例や裁判例等に即して、業態別の解説も加えて、その対応と、できる限り、
今後の紛争予防、損害拡大防止に向けた各施策についても、Q&A の形式で
解説しようとするものです。
　なお、本書は、編集代表による章立て、テーマ等の調整はなされています
が、各執筆者は、自説を述べるのではなく、判例を中心に、できうる限り客
観的に、上記目的を狙って独自に執筆しました。したがって、各所で示され
ている見解は各執筆者の個人の責任において示されたもので、執筆者全員の
統一見解でも、編者たるロア・ユナイテッド法律事務所の統一見解というも
のではないこと、そのため、最低限の調整はしたものの、各所での各人の説
明と利用者の便宜のためリファーには留意しましたが、各項目相互間の解説
につき若干の重複がありますことをお断りしておきます。
　本書が、アルバイト、パートタイム労働者として働く皆様や、人事・労務
に関係し、あるいは、これに興味ある方々にいささかでもお役に立ち、各企
業と従業員全体が、公正かつ規律ある企業文化を形成され、もって、企業の
発展と従業員の福祉を向上させることに寄与できれば筆者一同の望外の喜び
とするところです。
　最後に、本書の企画、刊行全般について、㈱民事法研究会編集部の大槻剛
裕さん、当事務所の担当の能千晴さんをはじめとする皆様に色々とお骨折り
いただいたことに御礼申し上げます。

　平成29年５月21日

編集代表　岩出　誠
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　II　特定業種・特定職種編 　

１　コンビニなど小売業関係 　

Q41 　コンビニのアルバイトを始めるにあたって注意することは何か
　

　
　授業のない日を使ってコンビニのアルバイトをしようと思いますが、

最近、友人からアルバイト先とのトラブルの話をよく聞きます。アルバイ

トを始めるにあたっては、どのようなことに注意すればよいでしょうか。
　

　

▶▶▶Point

① 　最初にアルバイトの契約書をきちんと交わすことが肝要です。
② 　特にトラブルの多い勤務日や勤務時間については、店側と契約内容をよ

く確認する必要があります。
③ 　シフト制を採用している場合には、どのようにシフトが決まるのかを確

認しておくとよいでしょう。

■１　アルバイトの契約書の重要性
　アルバイトとはいえ、これも一つの労働契約ですので、契約内容は、最初

にきちんと確認しておくべきです。具体的には、事業者が求職者に対して「労

働条件通知書」を交付するか、労働条件を記載した契約書に双方が署名・押

印する方法で、契約内容を明確にしておく必要があります（Q14・Q15参照）。

契約書すら作成しない事業者は、そもそもアルバイト店員の労働条件を軽視

していると思われても仕方がありません。きちんと契約書を作成したうえで、

事業者も、求職者も、これに記載された事項を遵守するよう努めることが、
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よい関係を構築する出発点です。

■２　勤務日や勤務時間に関する取決め
　労働条件通知書の記載事項の中で、特にトラブルが多いのが、勤務日や勤

務時間に関するものです。アルバイト店員の側では、本来勤務しなくてもよ

いはずの日に勤務せざるを得なくなったり、他方、事業者の側では、本来勤

務してもらわなければならない日に欠勤されたりすることが、トラブルを引

き起こします。こうした事態を避けるためには、採用面接や契約の段階で、

双方の事情をよく伝え合って、想定しない事態が発生するのを防ぐことが賢

明です。

■３　シフト制とその定め方
　コンビニエンスストアなどの小売店では、営業時間が長かったり、24時間

営業だったりすることから、シフト制を採用しているのが通常です。これら

の店では、曜日ごと・時間ごとにあらかじめアルバイト店員を定めてシフト

を組んでいますが、急にアルバイト店員が辞めた場合などには、他の曜日や

他の時間帯を担当しているアルバイト店員にしわ寄せがくることがありま

す。この際、店側が他のアルバイト店員を代替要員とするには、当初の契約

時に合意した勤務日・勤務時間とは異なるシフトを組む以上、新たな合意に

より取り決める必要があります。店側が一方的に勤務を命じることはできま

せん（Q19参照）。

　実際の場面では、店側から「君が入ってくれないと店を開けることができ

ない」などと懇願されて、やむを得ずシフトに入ってしまうことが多いよう

です。このような場合、事業者は、欠員を補うために最優先で採用活動をし、

契約外のシフトが常態化しないよう努めなければなりません。アルバイト店

員の善意に甘えて、イレギュラーな状態を放置してしまうと、「ブラックバイ

ト」といった不名誉な評価をされてしまうでしょう。 （岩野　高明）
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II２　レストラン・居酒屋など飲食業関係（Q49）

Q49 　雇用主から「最初の１週間は研修だから給料は払えません」と言われたが違法ではないか
　

　
　知人の紹介で、飲食店でパートとして働くこととなり、「とりあえず、

明日の午後３時に来てください」と言われたので早速指定された時間に

行ってみると、「これから１週間は、仕事を覚えてもらわねばならない

ので研修期間とします。交通費と昼食代は払いますが、給与は支払いま

せん」と言われました。仕事は、やりながら覚えると思うので、研修で

あっても労働といえるのではないかと思いますが、これに従わなければ

ならないのでしょうか。
　

　

▶▶▶Point

① 　「研修」という名目が問題ではなく、どのような内容の業務に従事するの
かという業務内容の具体的中身が重要です。

② 　労働契約締結時に、勤務開始前ないしは勤務開始後に「研修」という名
目で、どのような内容のことを行うのかしっかり確認しておくことが重要
です。

■１　「研修」とは
　研修については、特に労働法規に定めはありません。ですので、その研修

が、所定労働時間内に行われ、労働者の業務と関連性が深いものであれば、

労働と同視され、当然、給与の対象になるといわねばなりません。

　しかし、内定通知後入社前に行われる入社前研修のように、所定労働時間

外で行われ、あくまで入社後の業務を遂行するための準備として知識や技術

を磨くためのものであれば、それは労働とは同視されず、給与の対象にもな

らないといえます。
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■２　労働契約での取決め
　労働契約においては、勤務開始日はいつで、このような研修は受けること

になっているのでしょうか。勤務開始日前にこのような研修を受けることが

契約内容になっているのであれば、これは、就業開始前の準備行為としての

研修をあなたが受けることを承諾したことになりますので、給与はもらえな

いでしょう。

　勤務開始日以降の研修である場合は、通常は研修自体が労働であるといえ

ますので、試用期間における給与の支払いを受けるのと同じように、給与を

請求することは可能と思います。

■３　設問の検討
　このような研修を受けることを承知したうえで労働契約を締結したか否か

が重要となります。

　設問の場合は、労働契約を締結する前に、「とりあえず、店に来てくださ

い」と言われたのではないかと推察できます。その場合、あくまで、パート

を始める前提としてお店の仕事を一通り理解してもらったうえで労働契約を

締結したいというのが使用者側の意図のように思われます。ですので、この

ような場合は、労働者側としては、このような使用者の意図を受け入れるか

否かの自由を有していますので、これに応じるのであれば「入社前研修」と

して賃金請求はできないことになります。

 （中村　博）
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