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海外 Topic①
中国

新型コロナ禍の景気後退局面における 
労使関係の解除について

SF Lawyers　上海事務所
パートナー　　余　承志
アソシエイト　王　佳

SF Lawyersは、KPMG中国およびオーストラリアにあるKPMG Lawと提携した法律事務所であ
り、香港と上海に拠点があります。SF Lawyersは独立した法律事務所であり、KPMGグローバル 
リーガルサービスネットワークのメンバーでもあります。

景気後退の影響ならびに新型コロナウイルスの流行により、ケータリング、観光、エ
ンターテイメント、小売、運輸、およびその他のサービス業は大きな打撃を受けまし
た。製造業においても、操業再開や原材料の調達が困難となることで、多くの企業が
財政難に陥ったり、キャッシュフローが枯渇したり、管理が行き届かなくなったりし
ています。これらの企業は事業の縮小や停止、人員削減、事業再編や、場合によって
は破産申立てを余儀なくされており、これは多国籍企業の中国子会社も例外ではあ
りません。
本稿は、長引く景気低迷が企業の成長を阻害している局面における労使関係解除の
詳細について解説します。なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見
であることをあらかじめお断りいたします。

 

【ポイント】

－  通常の労使関係解除の事由としては、リストラ、整理解雇（経済的裁員）、
任意解散、破産清算が挙げられる。

－  中国では、企業再編や経営困難等理を理由に人員削減を行う場合、法律の
規定に基づき、法定の手続を履行する義務がある。

－  人員削減の実施過程で抽出された実務上の問題点等を今後のリスクマネ
ジメントに活かし、景気後退局面における周到な対応策を策定すること、
自社の成長戦略に合致したコスト・トランスフォーメーションに取り組む
こと、および従業員に対し誠実に対応していくことが非常に重要である。

余　承志
ポーラ・ユウ

王　佳
ジェシカ・ワン
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I .  通常の場合の労使関係の解除
1. 労使関係解除の類型
景気が悪化した結果、経営不振に見舞われた多くの企業が、経営

合理化とリストラによるコスト削減・抑制を余儀なくされています。

（1） 協議一致による解除
企業は従業員との合意により、労働契約を解除することができ 

ます。

（2） 従業員の責任による解除
従業員が下記のいずれかの状況にある場合、企業は労働契約を

解除することができます。

①  試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された 

場合

②  企業の規則制度に甚だしく違反した場合

③  著しい職務怠慢、不正利得行為により、企業に重大な損害を与

えた場合

④  従業員が同時に他の企業と労使関係を形成し、企業の業務任

務の完成に甚だしい影響を与えたか、またはそれを企業が指摘

しても是正を拒否した場合

⑤  詐欺、脅迫の手段または危機に乗じて、相手側に真実の意思

に背く状況下において労働契約を締結または変更させたこと

により、労働契約が無効とされた場合

⑥  法により刑事責任を追及された場合

（3） 無過失責任解除
下記の状況のいずれかがある場合、企業は30日前までに書面に

より従業員本人に通知するか、または従業員に対し1ヵ月分の賃金

を別途支給した後に、労働契約を解除することができます。

①  従業員が罹病または業務によらない負傷により、規定の医療

期間満了後も元の業務に従事することができず、企業が別途

手配した業務にも従事することができない場合

②  従業員が業務を全うできないことが証明され、職業訓練また

は職場調整を経てもなお業務を全うできない場合

③  労働契約の締結時に依拠した客観的な状況に重大な変化が起

こり、労働契約の履行が不可能となり、企業と従業員が協議

を経ても労働契約の内容変更について合意できなかった場合

ここで特にご留意いただきたいのは、以下の状況においては、無

過失責任解除は適用してはならない点です。

①  職業病の危険を伴う作業に従事する従業員で、職位を離れる

前に職業健康診断を受診していない場合、または職業病の疑

いのある病人で、診断中または医学的観察期間にある場合

②  当該従業員が職業病の罹患または業務上の負傷により、労働

能力を喪失または一部喪失したと確認された場合

③  罹病または業務外の負傷により、規定の医療期間内にある場

合

④  女子従業員で妊娠期、出産期、授乳期にある場合

⑤  当該従業員が満15年連続勤務し、かつ法定退職年齢まで5年

未満の場合

⑥  法律、行政法規で規定されているその他の状況

⑦  新型コロナウイルス感染症患者、疑似症患者、隔離治療中ま

たは医療観察期間中の濃厚接触者、政府の実施した隔離措置

その他の緊急措置により通常の業務に就くことができない従

業員

2.  通常の場合の労使関係解除の一般的なプロセス
（1） 背景調査
解雇予定の従業員の基本的な状況について背景調査を行い、当

該従業員に適用される労使関係終了の状況を判断します。

（2） さらなる対応
背景調査の結果に基づき、さらなる措置を講じます。

①  従業員が業務上の過失や罹病、または業務によらない負傷に

よって業務を全うできないことが証明される場合（職業訓練ま

たは職場調整を経てもなお業務を全うできない場合）において

は、企業は関連証拠を収集して従業員に通知します。

②  客観的な状況に重大な変化が起こることを理由に労使関係を

解除する場合においては、企業の状況に応じて一部の部門や

役職を廃止したり、一部の業務を停止したりすることを決定

し、人員削減に備えます。

（3） 従業員への説明と社内解除手続
解雇される従業員に事情を説明し、協議・交渉を経て、労使関係

を終了させるための社内解除手続を行います。

（4） 従業員が労使関係の解除に同意しない場合
従業員が労使関係の解除について同意しない場合、具体的な状

況に応じて次の措置を講じます。

①  従業員が業務上の過失や罹病または業務によらない負傷に

よって業務を全うできないことが証明される場合（職業訓練ま

たは職場調整を経てもなお業務を全うできない場合）において

は、企業が一方的に従業員に対し解除を通知し、関連する解

除手続をすべて行った後に労使関係を解除します。

②  客観的な状況に重大な変化が起こることを理由に労使関係を

解除する場合においては、従業員との間で、労働契約で定めた

報酬、職務内容、勤務先、労働条件などの変更について協議・

交渉し、変更について合意に至らなかった場合には、企業が一

方的に従業員に通知書を発行し、該当する手続きを経て解雇
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します。労働組合が設置されている場合、企業は一方的に労働

契約を解除する前に、その理由を労働組合に伝えなければな

りません。

3. 客観的状況の重大な変化による労働契約解除
（1）  実体的要件－客観的状況に重大な変化が生じ、元の労働

契約が履行できなくなった
不可抗力とされた事態が発生した場合、またはその他労働契約

の全部または一部の条件を履行することができない状況が発生し

た場合が想定されます。たとえば企業の移転、合併、企業資産の譲

渡などが挙げられます。また、部署の廃止や合併、事業再編、事業

停止、事業譲渡、販売拠点の撤退、業務委託、店舗の閉鎖、事業所

の閉鎖などの原因による従業員職位の廃止も含まれます。

ただし、企業の経営難、生産の余剰、ビジネスモデル、業務の調

整等により、人員の余剰・冗長・重複が生じた場合には、「客観的な

状況の著しい変化により契約を履行できない場合」には該当しま 

せん。

（2）  手続的要件－従業員と労働契約変更について協議し、合
意に達しなかった

契約内容変更協議とは、労働契約における労働報酬、職務内容、

勤務先、労働条件などを変更するための当事者間の交渉であり、企

業と従業員の協議による労働契約の解除は契約内容変更協議には

該当しません。

交渉方法としては、企業が「労働契約の変更に関する照会書」を

従業員に送付し、具体的な取決めを提案したうえで従業員と相談

します。従業員は書面で自らの選択および意見を述べることができ

ます。もし従業員が企業によるすべての取決めに同意しないことを

明確に意思表示した場合、合意に達していないとみなされ、書面に

よる証拠も残されます。なお、仕事の取決めは合理的であるべきで

あり、調整前後の待遇や等級に過度の格差があってはならず、著し

い不利益変更があってはなりません。

II.  整理解雇

1. 整理解雇とは
企業が重大な経営不振に見舞われ、法令を遵守する前提で労働

者を解雇する場合、労働者に責任はなく、使用者の経営上の理由に

よる人員整理が解雇をもってなされることを「整理解雇」（中国語で

は「経済的裁員」）と呼びます。財務圧力の緩和または事業調整の目

的を達成するために行う1つの手段であり、通常は、複数の労働者

が同時期に解雇されることになります。整理解雇は関与する従業員

の人数が多いことから、法律上では整理解雇と個別解雇1について

異なる規定が定められています。

2. 整理解雇の要件
（1） 実体的要件
①  「企業破産法」の規定に従い再編を行う場合

②  企業の生産、経営が極めて困難となった場合

③  生産製品の転換、重大な技術革新または経営方式に調整があ

り、労働契約変更後においてなお人員削減が必要である場合

④  その他の労働契約締結時に依拠した客観的な経済状況に重大

な変化が起こり、労働契約の履行が不可能となった場合

（2） 手続的要件
①  企業は人員削減30日前までに工会（日本の労働組合に近い仕

組み）または従業員全体に対し、労働契約締結の「当初」と人

員整理に至った「現在」の経済状況における「重大な変化」、な

らびに現在までの経営努力の経緯について具体的に説明し、

賃借対照表、損益計算書または監査報告書等企業の生産経営

状況に関する資料を提供する必要があります。

②  以下の内容を記載されている人員削減案を提出します。

 （1） 解雇予定の人員リスト

 （2） 削減時期および実施手順

 （3）  法令および労働協約の規定に基づいた、解雇される従業

員に対する経済補償

③  人員削減案について労働組合または従業員全体に意見を聴取

したうえで、当該削減案の修正を行います。

④  現地の労働行政部門に人員削減案および労働組合もしくは従

業員全体の意見を報告し、労働行政部門の意見を聴取します。

⑤  企業が正式に人員削減方案を発表し、解雇者との間で労働契

約の解除手続を行い、関連する規定に基づき解雇者に経済補

償金を支払い、解雇証明書を発行します。

（3） 整理解雇におけるその他の留意点
①  人数要件

 （1） 削減する必要のある従業員の人数が20人以上である

 （2）  20人未満の場合、企業従業員総数の10％以上を占める必

要がある

②  優先して継続雇用する従業員

 （1）  企業と比較的長期間の、期間の定めのある労働契約を締

結している者

 （2）  企業と、期間の定めのない労働契約を締結している者

 （3）  家庭内に他に就業者がおらず、扶養が必要な老人または

未成年者を有する者 

1 個々の労働者との間の、個別的な問題を理由とする解雇。
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③  労働契約を解除してはならない従業員

  「無過失責任解除」が適用されない従業員の人選と同様です。

詳細は上記I－1－(3)をご参照ください。

III.   任意解散に伴う労使関係の解除

企業の上層部が中国国内における子会社の解散を決定し、権力

機構が解散決議を行って企業が清算される場合、従業員に対する

措置を講じなければなりません。任意解散に伴う労使関係解除の

一般的なプロセスを以下説明します。

1. 清算委員会の設立
法律に基づき清算委員会を設置し、各種清算事務を行います。

2. 背景調査の実施
従業員に対する背景調査を実施し、従業員の基本的な状況を明

確にするとともに、企業による賃金、社会保険料および積立金の滞

納の有無を調査します。

3. 従業員配置計画の作成
従業員配置計画を作成し、従業員と対等に協議します。企業が

従業員との労働契約を終了させる場合には、手続上の要件に従い、

解雇理由や契約解除方法、補償方法などについて、会議または掲

示などの形式により従業員に通知するものとします。

4. 労働契約の終了
企業は従業員との間で労働契約を終了させる協約を締結し、そ

の従業員に対して離職証明書、人事記録、社会保険の引継ぎ手続

を行います。

実務上では、通常労働契約の終了時期は、労働契約終了協約書

にて双方が合意した終了時期であり、終了協約書がない場合には、

企業が労働契約が終了する旨を通知した時点で終了するものとし

ます。

IV.   破産清算に伴う労使関係の解除

企業が期限の到来した債務を弁済できず、債務超過の状態に

陥った場合、または明らかに債務を弁済する能力が欠如している

場合や、企業もしくは債権者からの申立てにより破産清算に入る

場合は、それに伴って相応する従業員に対する措置を講じなけれ

ばなりません。破産清算における労使関係解除の一般的なプロセ

スを説明します。

1. 背景調査の実施
企業の従業員に対する背景調査を行い、従業員の基本的な状況

を明らかにし、企業が賃金・社会保険料・積立金関連の滞納状況の

有無を調査します。

2. 従業員配置計画の作成
従業員配置計画を作成し、従業員代表大会または従業員全体で

の討議・協議を経て修正を行い、最後に公表または周知します。

3. 裁判所への破産申立申請
裁判所へ破産申立と従業員配置計画書を提出します。

（1） 債務者による破産申立て
破産申立と同時に従業員配置計画書の提出および賃金・社会保

険料の支払いが必要となります。

（2） 債権者による破産申立て
債務者は、従業員の賃金の支払いと社会保険料の納付証明を提

出しなければなりません（従業員配置計画書は不要）。

4. 裁判所で受理された後の従業員債権の扱い
従業員債権の範囲は、企業が従業員に滞納した賃金、医療費、障

害者補助および救済費用、従業員の個人口座に振り込むべき未払

いの基本養老保険、基本医療保険料、および法律、行政法規の規定

に基づき従業員に従業員に支払うべき経済補償金となります。管

理人が職権で調査した後に公開し、破産財産の分配過程における

優先順位は、破産費用と共益債務に次ぐものとします。また、債務

者の特定の財産に担保権を有する債権者は、当該特定財産の弁済

は労働債権に優先して行われるべきです。

V.  最後に

新型コロナウイルスの影響により、中国における一部事業の撤

退や拠点縮小、再編や統合を検討し、人員削減を視野に入れてい

る日本企業は少なくないと思われます。法律の規定に基づき人員

削減を行うと同時に、実務上の問題点に十分に注意を払いながら

リスクマネジメントを行い、また従業員に対しては誠実に対応する

ことが、非常に重要だと考えます。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
SF Lawyers 上海事務所
アソシエイト　王　佳（Jessica Wang）
TEL：+86）21-5203-1574
jessica.jw.wang@kpmglegal.com.cn
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