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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
多くの会社で入社から3ヶ月程度を試用期間と定めて

います。労働力が慢性的に不足する時代ですので多くは

試用期間満了後に正規雇用等へ移行しますが、中には企

業風土や職務に適性がなく、残念ながら常用雇用できな

い人もいるでしょう。 

 

そんな時に「試用期間中だから」と安易に解雇すると思

わぬしっぺ返しを受けることがあります。以下、試用期

間の法的意味合いを解説し、その仕組みを最大限活用す

る方法について紹介します。 

 
2つの制限 
解雇は、一般的な労働者の唯一の収入源である給与を得

る機会を一時的に奪う行為であるため、法律によって2

つの厳しい制限がかけられています。 

 

それが「①合理的でない解雇は無効」と「②30日以上

前の予告」です。試用期間中であっても原則としてこの

制限を受けるため、軽はずみな試用期間中の解雇は要注

意です。 

 

 

試用期間中の労務管理 
【１.雇い入れ14日以内に集中的に適性判断】 

解雇の制限のうち②30日以上前の予告は、「試用期間中

で、かつ雇い入れから14日以内であれば必要ない」と

されています。そのため、最初の 2週間に集中して適性

判断をすることで、解雇予告手当などの支払いリスクを

軽減することができます。 

とはいえ2週間で判断するのは容易でありません。遅刻

など時間にルーズな点はないか、面接時に申告した資格

や能力を持っているかなどの表面的な部分に絞って確

認しても良いでしょう。 

 

【2.日報による指導履歴の管理】 

解雇制限のうち①合理的でない解雇は無効という部分

をクリアするためには、「解雇が合理的である」という

客観的証拠を積み重ねることが最も重要です。 

 

中でも重要なのが、⑴仕事内容は何か⑵結果はどうだっ

たか⑶会社が何を指導したかの3つの要素です。この3

つの要素を日報の中に組み入れて、試用期間中は面倒で

も頻繁にやり取りをすると良いでしょう。 

 

 

【3.適性がないと判断したら早期決着】 

日報などで指導しても状況が改善しない場合は「早期判

断・早期決着」が大切です。試用期間中の解雇理由の多

くは「能力不足」と「会社風土とのミスマッチ」であり、

それらの問題に対する対処は早ければ早いほどよいで

しょう。 

 

時には意見が合わない相手を納得させるために合意金

や再就職のための支度金などの金銭解決が必要なこと

もあります。早めの判断を心がけましょう。 

 

試用期間を 

最大活用する方法 

試用期間中だからといって、会社は自由に解

雇できるわけではありません。新入社員の適

性を見つつ試用期間という仕組みを最大限

活用するには「やり方」があります。 

 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
一昔前に比べると、企業及び個人ともに副業に対する心

理的抵抗が少なくなりました。新卒で入社した会社一社

に定年まで勤め上げるという考えの人はむしろ少数派

で、多くはライフステージに合わせて勤め先、働き方を

選択していくと思っているでしょう。 

 

複数の会社に同時並行的に勤める場合の労働法の適用

はどのようになるのか、特に残業代と通勤災害について

整理しましょう。 

 

労働時間の通算 

副業の場合の労働時間については次のような法律条文

があります。 

 

事業場を異にする場合も、労働時間の適用に関する規定の

適用については通算する（労働基準法第38条第1項） 

 

ここで「事業場を異にする」とは、「事業主（会社）を

異にする場合を含む」と解されています(昭23.5.14基

発第769号)。つまり、副業の時間分も含めた労働時間

について法律の規制を受けることになります。 

 

残業代が発生するパターン 
それでは副業時間を含めて法定労働時間を超えた場合、

残業代（割増賃金）を負担するのはどちらの会社でしょ

うか。 

 

一説ではダブルワークの場合「後から契約した方の会

社」が割増賃金を支払うべきとされています※。この説

によると、右上図のように、勤務地 A で 1 日 8 時間働

いていた正社員が退社後に勤務地 B でアルバイトをは

じめる場合、通常の賃金から割増して支払う義務がある

のはB社となります（パターン１）。 

 

一方で、B社ですでにアルバイトをしていると知りなが

ら正社員で雇用する場合、通算8時間を超えた場合の割

増賃金を支払うべきはA社となりかねません（パターン

２）。 

※実際には労働者が副業を正確に申告するとは限らないなどの問題

があるため、取り扱い方法が確立されていないようです 

 

 
通勤災害の取り扱い 

次に通勤災害について取りあげます。労災保険が適用さ

れる「通勤」とは就業に関し移動することを指し、 (1)

住居と就業の場所との間の往復(2)就業の場所から他の

就業の場所への移動(3)住居と就業の場所との間の往復

に先行し、または後続する住居間の移動の3つにまとめ

られています。そして、A 社から B 社への移動中は B

社の通勤とみなされます。 

 

なお、通勤災害の給付日額は「通勤している方の会社で

もらっている給与」をもとに計算されます。 

 

通勤災害で働けないのは正業・副業両方なのに、休業補

償は片方の会社の

給与をもとに計算

されると言うのは

不合理であるため、

時代にあわせた法

改正が望まれると

ころです。 

副業と残業代 

通勤災害の関係 

働き方改革の気運が高まる中、副業を容認す

る企業が増えてきています。副業OKの時代

変化に伴い、複数の企業で勤務した場合の残

業代や通勤災害について説明します。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
タレント・ビートたけしさんが自らの会社を退職し、あ

らたに会社を興し独立したことは世間の関心を集めま

した。師弟関係にある所属タレントが元の会社社長を名

指しで批判したことで、内紛の行方が注目されています。 

 

一般企業においても「社員の独立」や「経営陣と社員の

対立」は起こりうる課題であり、特に社員の独立は経営

に大きなインパクトを与えます。 

 

社員の独立はなぜ起こるか、事態が悪化しないための対

策としてどのようなものがあるかを考えましょう。 

 

「分け前」で揉めるという典型 
今回のビートたけしさんの事件の場合、独立騒動の一端

に金銭分配方法への不満があったと報じられています。 

 

「分け前（給与）に対する不満」は最も典型的な独立の

きっかけですが、「会社が儲からなかったので来期は給

料を下げる」と言っても、なかなか社員の納得が得られ

ないように、金銭の分配の妥当性について理屈で諭すこ

とはできないものです。 

 

社員の金銭的不満はむしろ組織内の同僚や同業他社と

の比較によって起こりがちです。 

 

相手の「見えにくい言い分」 
金銭の分配についての意見の不一致以外にも、会社と社

員が独立を巡って対立する場合、感情的な対立が深刻化

の原因になります。 

 

下の図に示すように、お互いに理解していない領域があ

るほど、独立問題を深刻にしていくという傾向が見られ

ます。 

 

会社と社員の不満のマトリクス 

 

会社側（経営者）は、表面的な生活レベルが嫉妬の対象

になりやすいと意識しなければなりません。 

 

また、結婚や自宅購入など、社員のライフステージの変

化に合わせた経済的ケアを考えるべきでしょう。 

 

逆に社員側には、経営者が長年雇用を守ってきたことに

対する感謝を「後輩・後継者の育成」や「仕組みづくり」

などで示してほしいと思っていると意識してほしいと

ころです。 

 

敵対的独立を防ぐためには、お互いの理解を深めるため

の対話と時間共有が大切でしょう。 

 

いい面にも目を向ける 
また、先の図の右下に「会社と独立を考える社員がお互

いに意識していない部分」として、一緒に働くことで生

まれている価値について触れています。 

 

敵対的独立以外に「社内独立」や「業務提携」「役員就

任」などの選択肢がないか、ポジティブな関係構築のた

めの対話をする姿勢がお互いにあると良いかもしれま

せん。 

社員の 
独立問題を考える 

ビートたけしさんの独立と、会社と所属タレ

ントの対立が話題になりました。社員の独立

で起こる問題の傾向と対策を考えましょう。 

 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
多くの企業が、あるいは自身のビジネスが、いったいど

のような客層に支えられているのか考えたことはある

でしょうか。 

 

技術もアイデアもサービスの質も、時代が進むと共に新

しく優れたものに変化を遂げています。全ての企業が最

新鋭のマシンを導入し、他の誰も打ち出せないような独

創的な手法をとっているわけでありません。 

 

それなのになぜ、それぞれの企業はビジネスを成功させ

ることができるのでしょうか。熱狂的なファンという存

在こそ、その答えの1つなのです。 

 

顧客の中のファンを見つける 
消費者は、サービスに対する興味や関心によっていくつ

かの段階に分類されますが、今回注目すべきはその上位

45％です。この層は高額の商品を購入したり、繰り返し

サービスを利用したりするファンと呼ばれる存在です。 

 

興味本位の一度きりではなく、継続して企業を支えてく

れる優良顧客ということになります。そして、ほぼ全て

のサービスの売り上げの 60％以上がこの 45％のファン

によって生み出されています。 

 

金額や頻度、内容などを分析して、まずは自身のビジネ

スの顧客の中からファンを見つけるということが重要な

取り組みといえるでしょう。 

 
オーガニックリーチ 
では、ファンを基盤にしてビジネスを進めていくとどう

いうことが起きるのでしょうか。もともとのファンを大

切にすることでその人たちは感動し、より企業のことが

好きになります。 

 

共感し、そして、その感動を広め

るべく家族や友人にいかに素晴ら

しいものかを本音で伝えようとし

ます。 

 

このような、意図的操作や思惑が

一切介入しないナチュラルな口コ

ミをオーガニックリーチと呼びま

す。多くのお金を費やしたCMも、美しく洗練されたポ

スターも、オーガニックリーチにはかないません。 

 

心から思っていることを自分の言葉で伝えるため、何よ

りの宣伝効果が期待できるのです。誰もが知っている口

コミという手段ではありますが、その重要性と理論を再

確認すべき、最も効果的な伝播方法といえるでしょう。 

 
SNSの落とし穴 
ネットの普及に伴い、企業も SNS を広告に利用するこ

とが多くなりました。手軽かつ瞬時に多くの人に発信で

きるという点において、便利であるということは間違い

ないでしょう。そして SNS 上で大ブームを起こすこと

も決して不可能なことではありません。しかし SNS を

利用したプロモーションには問題点があります。 

 

多くの人が思っているよりずっと SNS の利用者は少な

いということです。Twitter でいえば、ヘビーユーザー

は900万人で、日本の総人口のわずか8％となります。 

 

SNSはあくまで情報を伝達するための手段の1つです。 

魅力的なプロモーションを受け取った人をしっかりと

ファンにする、つまり情報を発信した後のフォローまで

設計しておかなければ、よくある一過性のブームが発生

するだけの意味のないものになってしまうのです。 

 

ファンベース 
佐藤 尚之 著 

単行本：288ページ 

出 版：筑摩書房 

価 格：880円（税抜） 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い

合わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963-8024 

福島県郡山市朝日一丁目20番11号 

オフィスイン21 305号 

営業時間 平日9:00～18:00 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

今年の桜は早かったですね。暑かったり寒かったり、なんだか気温の安定しない新年度のスタートでした。 

尋常ではない量の花粉にも悩まされましたが、ようやく落ち着いてきました。 

 

先月は、東京にて「楽習インストラクターセミナー」を受講してきました。 

「楽しく習う」ことを体験することで、社員の意識向上や社員同士のコミュニケーションを円滑にする手法を学んでき

ました。ぜひ、皆様にお伝えしたいなと思っています。 

 

五月病に負けないように。今月もよろしくお願いいたします。 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

チェックシートに回答して、社員の独立による競業で起こるリスクを洗い出しましょう。 

 

チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 社員独立のリスクがありますか？ □ □ 

2  就業規則に競業避止規定はありますか？ □ □ 

3 競業避止に関する誓約書を収集していますか？ □ □ 

4 顧客の個人情報を取り扱いますか？ □ □ 

5 個人情報保護管理規程がありますか？ □ □ 

6 社員が独立する際、顧客を奪われるリスクがありますか？ □ □ 

7 社員が独立する際、社員の引き抜きリスクがありますか？ □ □ 

8 
社員の給与は業界水準と比べてどうですか？ 

□ 高い  □ 同程度  □低い 
ー ー 

9 

独立を考える社員の不満として考えられるものはありますか？ （複数回答あり） 

□ 給与・待遇  □労働時間・就業環境  □ 経営陣との相性・価値観の違い 

□ 社員の家族の不理解  □ 評価や承認の不足 

□ その他（                               ） 

ー ー 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

競業・独立の 
リスク管理チェックシート 

2018年版チェックシート 


