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第 2643 号            TEL 042－677-0213 

２０１２年１１月１２日            FAX 042－677-0238 

E ﾒｰﾙ union@apricot.ocn.ne.jp 

 

資料 労働契約法 
 

２０１２．１１．１２  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

 

改正労働契約法に関する厚労省の見解（第一稿）が公表されました。これは国立大学協

会（国大協）からの質問に答えたもので、教員の任期制について、かなり踏み込んだ内容

になっております。ご一読ください。 

 

国大協は、プロジェクト研究等で導入されている教員の任期制が実質立ち行かなくなる

と危惧して、さまざまな抜け道を模索しているようです。この点ではまだ不透明な部分が

ありますが、全員に任期制が押しつけられている首都大のケースはより単純であり、改正

労働契約法が厳格に適用されるべきです。 

 

組合は、１１月２９日（木）１８：００～改正労働契約法に関する学習会を開催するた

めに、調整を進めています。詳細は決定次第お知らせいたしますが、非組合員の方々も含

めて、公開の学習会とする予定です。ご自身の問題として、また大学全体の問題として興

味をおもちの方々は、ぜひご参加ください。 
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改正労働契約法に関する国立大学法人等からの質問(第一稿) 

 

国立大学協会 

(厚生労働省労働基準局労働条件政策課・監督課 監修) 

 

Ⅰ 無期転換の考え方 

 

１．総論 

問１  改正労働契約法18条1項の改正趣旨は何か。 

(答) 

有期労働契約(期間の定めのある労働契約をいう。以下同じ。)については、契約期間の満了時に当

該有期労働契約が更新されずに終了する場合がある一方で、労働契約が反復更新(1回以上労働契約を

更新された(契約が2以上ある)ことを指す。以下同じ。)され、長期間にわたり雇用が継続する場合も

少なくない。こうした中で、有期契約労働者(有期労働契約を締結している労働者をいう。以下同じ。)

については、雇止め(使用者が有期労働契約の更新を拒否することをいう。以下同じ。)の不安がある

ことによって、年次有給休暇の取得など労働者としての正当な権利行使が抑制されるなどの問題が指

摘されている。 

こうした有期労働契約の現状を踏まえ、法第18条において、有期労働契約が5年を超えて反復更新

された場合は、有期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」と

いう。)に転換させる仕組み(以下「無期転換ルール」という。)を設けることにより、有期労働契約

の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることとしたものであること。 

 

問２  改正法施行後に締結した有期雇用契約満了時の対応及び留意点如何。 

(答) 

まず、従来と同様であるが、労働契約の締結に際し、労働者に対して更新の有無及び更新の判断基

準を明示していただく必要がある。労働者の更新の予測可能性の向上を図り、紛争の未然防止に資す

るため、更新の判断基準の内容は具体的であることが望ましい。 

その上で、有期労働契約の満了時には、「雇止めしないで更新をする」「雇止めする」という2つ

の対応が考えられるが、改正法との関連で整理すると以下の通りとなる。 

 

１ 有期労働契約の更新を行う場合 

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、5年を超えることとなる有期労働契約の契 

約期間中に労働者から無期労働契約への転換の申込みがあれば、使用者(法人単位で判断される。) 

による承諾行為が改めて行われなくても、その時点で当該有期労働契約の満了日の翌日から開始 

する無期労働契約が成立する(なお、無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、申込み 

時の有期労働契約と同一となる)。 

また、通算契約期間が5年を超えた場合においても、労働者から無期労働契約への転換の申込 

  みがなければ、引き続き有期労働契約により雇用することができる。 

 

２ 有期労働契約の更新を行わない場合 

契約期間の満了により契約は終了するが、労働者が更新を希望する場合、改正法第19条により、 
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① 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場

合、又は 

②  有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的な期待が認められる場合には、雇止 

めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労 

働契約が更新(締結)されたものとみなされる(従来の判例法理と同様)。 

なお、従来と同様、使用者は、有期労働契約(3回以上更新されているか、1年を超えて継続雇 

用されている労働者に係るものに限り、あらかじめ契約を更新しない旨明示されているものを除 

く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも満了する日の30日前までに、その 

予告をする必要がある。 

 

３  いったん雇止めして、クーリング期間経過後に再締結(有期)する場合 

改正法第18条第2項に規定する空白期間が原則6月以上(クーリング期間)置かれた後に有期労 

働契約を再び締結した場合、当該空白期間前の契約期間は同条第1項の通算契約期間に参入され 

ないこととなる(5年のカウントがリセットされる)。 

 

２．改正労働契約法第18条第1項の「5年」の期間の計算について 

問３  改正労働契約法18条1項で通算の対象となる有期労働契約は、改正法の施行日以降に締結され 

たものであるのか、改正法の施行前に締結された契約も対象となるのか。 

(答) 

改正労働契約法18条の規定は、施行日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約について適用

するため(改正法附則第2項)、改正法の施行の日前の日が初日である有期労働契約の契約期間は同条1

項の通算契約期間には算入しない。 

 

問4  下記の契約期間も5年の期間の計算において通算するか。 

ａ 育児休業、介護休業や研究休職等で休業・休職していた期間 

(答) 

育児休業、介護休業中は労働契約は維持されているものであるため、改正労働契約法18条1項の 

通算契約期間に算入される。各大学・研究機関等で休職制度を設けていた場合、休職期間中は、通 

常は労働契約関係を維持させつつ労務への従事を免除または禁止している場合が多いと考えられる 

が、そのように労働契約関係を維持させていた場合には通算契約期間に算入される。 

 

ｂ プロジェクト研究に従事することを約して5年間の有期労働契約を締結していた場合に、労働 

者の責による事由あるいは天災による業務停止等、使用者が責めを負わない事由によリプロジェ 

クトの完成が遅延したことにより超過した契約期間 

(答) 

5年を契約期間とする有期労働契約を締結していた場合は、従事すべきプロジェクト研究が終了 

したか否かに関わらず、5年の期間満了により、有期労働契約は終了する。契約期間満了後にさら 

にプロジェクト研究の終了まで雇用を継続したのであれば、有期労働契約を更新したものと解され 

る。したがって、設間の場合、二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超えるも 

のとなり、労働者に無期転換の申込権が発生している。 
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ｃ 労働契約ではなく、業務委託契約や請負契約を締結していた期間 

(答) 

労働契約法18条の「同一の使用者」とは、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることを 

いうものであることから、業務委託契約や請負契約の使用者が同一でなければ、原則として通算し 

ない。ただし、無期転換申込権の発生を免れる意図をもって、派遣形態や請負形態を偽装して、労 

働契約の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合は、法を潜脱するものとして、契約期間に 

通算される。 

 

ｄ 当該法人との間の労働契約を締結するのではなく、派遣労働者として業務に従事していた期間 

(答) 

派遣労働者の場合、労働契約の締結主体である派遣元事業主との有期労働契約について通算契約 

期間が計算されるものである。ただし、無期転換申込権の発生を免れる意図をもって、派遣形態や 

請負形態を偽装して、労働契約の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合は、法を潜脱する 

ものとして、契約期間に通算される。 

 

問５  契約に定めていた契約期間の途中で労働者の意思で退職した場合や使用者が解約した場合の 

ように、もともとの契約期間 終日の到来前に有期労働契約が終了した場合には、契約期間はど 

のように計算するか。 

(答) 

設間の場合、契約期間の初日から、退職または解雇の日(就労義務がある 後の日)までの期間が、

通算契約期間に算入されると解される。なお、その翌日から、改正法の定めるところによリクーリン

グ期間をおいた場合は、通算されない。 

 

３．改正労働契約法第18条第1項の「二以上の有期労働契約」について 

問６  以下の場合に、「二以上の有期労働契約」を締結したことになるか 

ａ 同一の労働者と法人との間で交わされた2以上の契約であるが、在学中の学生アルバイトの契 

約と卒業後の任期付研究員の契約のように、契約内容(職種、職種内容、勤務条件、処遇等)が大 

きく異なる場合 

(答) 

契約内容の変更にかかわらず、使用者が同一である場合は、「二以上の有期労働契約」を締結し 

たことになる。 

 

ｂ 同一の労働者と法人の間で交わされた2以上の契約であるが、事業所や職種を異にしており、 

適用される就業規則が異なる場合 

(答) 

事業所や職種の変更にかかわらず、使用者が同一である場合は、「二以上の有期労働契約」を締 

結したことになる。 

 

ｃ 同一の労働者と法人との間で交わされた2以上の契約であるが、公募を経て同一の法人の別の 

任期付の職に採用された場合 
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(答) 

公募を経たか否かにかかわらず、使用者が同一である場合は、「二以上の有期労働契約」を締結 

したことになる。 

 

ｄ 有期労働契約の期間中に育児休業等を取得した労働者について、当該体業等の期間を限度とし 

て契約期間を延長することとしている場合や、プロジェクトの完成の遅延により契約期間を延長 

した場合など、新たな契約の締結・更新ではなく、契約期間を延長することによって、5年を超 

えることとなった場合 

(答) 

契約の延長は従前の有期労働契約の期間満了と延長期間満了時までの新たな有期労働契約の締 

結であることから、「二以上の有期労働契約」の締結にあたる。 

 

４．無期労働契約の締結の申し込みの手続について 

問７  有期労働契約を反復更新して5年を超えた場合には、自動的に無期労働契約が締結されたもの 

とみなされるのか、それとも労働者から無期労働契約の申込みがなければ有期労働契約のままで 

あるのか。 

(答) 

労働者から無期労働契約の申込みがなされた場合にのみ無期労働契約が締結されたものとみなさ

れる。申込みがなければ、有期労働契約から自動的に転換するものではない。 

 

問８  契約書又は就業規則に「期間の定めのない契約への転換を行わない」旨の定めがあった場合 

にも、労働者から無期労働契約の締結の申込みがあったときには、契約書や就業規則の定めにか 

かわらず、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなされることになるか。 

(答) 

無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の

条件とするなど、有期契約労働者にあらかじめ無期転換申込権を放棄させることを認めることは、雇

止めによって雇用を失うことを恐れる労働者に対して、使用者が無期転換申込権の放棄を強要する状

況を招きかねず、法第18条の趣旨を没却するものであり、こうした有期契約労働者の意思表示は、公

序良俗に反し、無効と解される。したがって、「期間の定めのない契約への転換を行わない」旨の定

めに関わらず、労働者から無期労働契約の締結の申込みがあったときには、使用者は当該申し込みを

承諾したものとみなされる。 

 

問９  労働者からの無期労働契約の締結の申込みを行う時期について、契約期間満了の直前となっ 

た場合、使用者の対応が困難となるため、「契約期間満了の30日前までに行う」旨の定めを置い 

た場合にも、労働者から契約期間の満了日までの間に無期労働契約の締結の申込みがあったとき 

には、契約書や就業規則の定めにかかわらず、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなされ 

ることになるか。 

 (答) 

後任者の採用など企業の人事労務管理上の必要性から、無期転換の申込みの期限について、就業規

則等で、「無期転換の申込みは契約満了日の1か月前までに行うこと」などと規定すること自体はあ

り得るものと考える。 
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ただし、法律上は、無期転換の申込みは「契約期間が満了する日までの間に」と定めていることか

ら、就業規則等にそのような申込み期限を規定した場合であっても、労働者がその期限までに明確に

無期転換の申込みの権利を行使しない旨意思表示した場合は格別、満了日までに労働者が無期転換の

意思表明をした場合については、その申込みは有効である。 

 

問１０  今回の改正に伴い、使用者は、労働者に対して当初の採用時や更新時に、無期労働契約の 

申込みに関して説明を行ったり、就業規則や労働条件通知書に記載するなど、新たに求められる 

こととなる事務手続きがあるか。 

(答) 

改正法の施行により、労働者に対する無期転換申込権等の説明は特段求められていないが、まず従

前の運用と同様、労働契約の締結に際し、労働者に対して更新の有無及び更新の判断基準を明示して

いただく必要がある。その際、労働者の労働契約更新の予測可能性の向上を図り、紛争の未然防止に

資するため、更新の判断基準の内容は具体的なものであることが望ましい。 

また、労働者からの無期労働契約転換の申込みの手続き、無期労働契約に転換した後の労働条件等

について、就業規則等に定めておくことが望ましいと考えられる。 

 

５．無期労働契約に転換した場合の労働条件について 

問１１  改正労働契約法18条1項に基づき、無期労働契約となった場合の労働条件について、他の無 

期労働契約を締結している労働者(いわゆる正規職員)と異なる労働条件とすることができるか。 

(答) 

無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の

有期労働契約と同一となる。別段の定めをすることにより、変更可能である。 

 

問１２  改正労働契約法18条1項に基づき、無期労働契約となった場合の労働条件について、従前の 

有期労働契約から業務内容、職責、勤務時間の拡大・増加や配置転換など、労働条件を変更する 

ことができるか。 

(答) 

法第18条第1項においては、「当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件

は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間

を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする」とされており、「別段の定め」をするこ

とにより、期間の定め以外の労働条件を変更することは可能である。 

ただし、無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転

換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましくな

い。 

 

問１３  改正労働契約法18条1項に基づき、無期労働契約となった場合の労働条件に関する「別段の 

定め」について、どのような形式で定めるのか。 

(答) 

労働協約、就業規則、個別の労働契約(無期労働契約への転換に当たり従前の有期労働契約から労

働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)の3つが考えられる。 
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問１４  例えば週1時間の講義を担当している非常勤講師のように、勤務時間が極端に短い労働者に 

ついて、改正労働契約法18条1項に基づき無期労働契約を締結した場合、従前の有期労働契約に 

定める勤務時間、賃金等と同一の労働条件になるのか。 

(答) 

契約期間については本条に基づき要件を満たす労働者が申込みをすれば無期に転換することとな

るが、その他の労働条件については別段の定めをしない限りは、従前の有期労働契約と同一となる。 

 

問１５  現に締結している有期労働契約の労働条件と同一の労働条件で労働契約法18条1項に基づ 

き無期労働契約を締結した後、労働条件を変更することができるか。 

(答) 

原則として、無期転換後の労働条件は、労働者からの無期転換の申込み前に別段の定めをしていな

ければ、無期転換直前の有期労働契約の労働条件と同一の労働条件となる。無期転換の申込み後に労

働条件を変更する場合には、労働契約法7条、8条、9条及び10条の要件を満たし、適法に、労働契約

の内容を変更する必要がある。 

 

６．クーリング期間の計算 

問１６  5年の間に契約を締結していない空白の期間が、通算で6月以上ある場合、改正労働契約法 

18条2項の6月以上の要件を満たすか。 

(答) 

改正労働契約法18条2項の空白期間とは、一の有期労働契約の契約期間が満了した日の翌日から、

次の有期労働契約期間の初日の前日までの期間(同一使用者の下で働いていない期間)をいい、契約を

締結していない期間が通算で6月以上あることを指すものではない。 

 

問１７  月の途中で前の契約が終了した場合、6月の期間の計算は、日を単位として180日間で計算 

するのか。 

(答) 

1月の計算の仕方は、民法の原則通り、暦を用いて計算し、さらに、月の途中を起算日とした場合

には、翌月において起算日に応答する日の前日までをもって1月とする。 

※参考:民法(明治二十九年法律第八十九号) 

(暦による期間の計算) 

第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 

２ 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、 後の週、月又は年において 

その起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合におい 

て、 後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 

※例 

平成25年4月10日で前の契約が終了した場合、4月11日～10月10日で6か月となるので、平成25年10

月11日以降に次の契約が開始するときは、通算がリセット(クーリング)される。 

 

問１８ 「有期労働契約の契約期間が満了した日」について、契約に定めていた契約期間の途中で労 

働者の意思で退職した場合や使用者が解約した場合のように、契約期間 終日の到来前に有期労 

働契約が終了した場合には、いつの日を指すのか。 



8 
 

(答) 

設問の例では、退職または解雇の日が「有期労働契約の契約期間が満了した日」に当たると解され

る。 

 

６．その他 

問１９  有期労働契約には定年を設けていなかった場合、改正労働契約法18条1項に基づいて無期労 

働契約を締結する際に別段の定めせず、従前の有期労働契約の労働条件と同一の条件とした場合、 

定年に達しても、無期労働契約は終了しないのか。 

(答) 

無期転換後の労働者に適用される労働条件として定年の定めをしていない場合には、適用される定

年の定めはない。したがって無期労働契約は終了しない。 

 

問２０  就業規則で65歳定年としている場合、65歳に達した有期契約労働者が無期労働契約への転 

換の申し出をした場合には、定年を理由として無期労働契約の締結をしない、または労働契約が 

終了することになるのか。 

(答)  

65歳に達した後も現に雇用されている有期労働契約が無期労働契約に転換をした場合に、65歳を定

年とする就業規則の定めを援用して無期転換後に直ちに雇用を終了させることはできないと解され

る。 

なお、有期労働契約が無期労働契約に転換された労働者について適正な手続により別途定年を定め

た場合には、その定年に達したことにより雇用終了とすることは可能と解される。 

 

問２１  使用者Aに正規職員として雇用されつつ、使用者Bと有期労働契約(非常勤講師等)を締結し 

ている場合のように、別の使用者と無期労働契約を締結している労働者でも、改正労働契約法18 

条1項に基づいて無期労働契約の申込みをすることは妨げられないのか。この場合、使用者Aが他 

の使用者と無期労働契約を締結することを就業規則等で禁止していた場合に、使用者Bとの無期 

労働契約に影響を及ぼすのか。 

(答) 

複数の使用者と労働契約を締結していることは、改正労働契約法第18条の効果を妨げるものではな

く、それぞれの有期労働契約において同条の要件を満たす限り、無期労働契約の申込権は発生する。

設例のように使用者Ａが他の使用者と無期労働契約を締結することを就業規則等で禁止しているこ

とが、使用者Ｂとの無期労働契約の成立に影響を及ぼすものではない。 

 

 

Ⅱ 任期法との関係性 

大学の教員等の任期に関する法律(以下「任期法」という。)では、「大学等において多様な知識又

は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育

研究の活性化にとって重要であることにかんがみ」、「大学等への多様な人材の受入れを図り、もっ

て大学等における教育研究の進展に寄与することを目的」として、以下の場合には大学の教員等につ

いて任期を定めることができることとされている。 

一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研 
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究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就 

けるとき。 

二 助教の職に就けるとき。 

三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。 

 

問２２  任期法の適用を受ける大学の教員等についても、改正労働契約法18条の適用を受けるのか。 

(答) 

大学の教員等の任期に関する法律の位置づけについて、導入当初は、国立大学・公立大学について

は、定年までの継続雇用を原則とする公務員法制の例外を設けるものであったが、私立大学について

は、「第4条第1項各号のいずれかに該当する場合には、労働契約において任期を定めることの合理性

があることを法律上明確にしたもの」として、労働法制に対する特例法ではなく、任期を定めて教員

を雇用できることを確認的に規定したに留まるものである。法人化に伴って、国立大学法人・公立大

学法人と大学の教員との間の関係は、任用ではなく労働契約であると整理されたものであるため、労

働契約法の規定は適用される。 

 

問２３  任期法の目的と、第18条第1項の規定により期間の定めのない契約に転換することとの整合 

性について、どのように考えるか。 

(答) 

任期法は、任期を定めて教員を雇用できることを確認的に規定したに留まるものであり、労働関係

法令の特例を定めるものではない。任期法と改正労働契約法は競合することはなく、従来通り任期を

定めることができるものであり、任期法の目的である教員の流動性自体を否定するものではない。 

 

問２４  改正労働契約法の施行後は、任期法もその枠内で運用すべきであると解され、任期制を導 

入することは実質的に困難となるのか。 

(答) 

今回の労働契約法改正により、上限5年の任期を付している場合、再任により無期雇用に転換する

可能性が生まれ、事実上再任が厳しくなるとの指摘があるが、任期法の趣旨としては、再任を必ずし

も前提とするものではなく、一般労働法制の中で、大学における任期のルールを明確化し、教員の流

動性の向上に努めるとの趣旨は変わるものではない。 

 

問２５  改正労働契約法が施行された場合、任期法の目的を踏まえ、どのように任期法を活用する 

ことが出来るのか。 

(答) 

任期法は、「第4条第1項各号のいずれかに該当する場合には、労働契約において任期を定めること

の合理性があることを法律上明確にしたもの」として、任期を定めて教員を雇用できることを確認的

に規定した意味は変わるものではない。 

また、任期法は教員の流動性を促進する有力な手段であるが、任期法のみで教員の流動性を確保す

るのではなく、採用の改善、弾力的な教育研究組織・体制の工夫、教育研究環境の整備、産学官の交

流の促進などの施策と併せて、教員の流動性を促進することが考えられる。 
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Ⅲ 解雇事由 

問２６  第18条第1項の規定により無期労働契約に転換した場合、当該労働契約における解雇の有効 

性は、 初から無期労働契約として締結された契約における解雇の有効性と別異に解釈される余 

地があるか(労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認め 

られない場合」について別異に解釈される余地があるか。)。 

(答) 

無期転換後の解雇の有効性については、労働契約法第16条に基づき個別の事情に応じ、当該解雇が

客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるか否かにより判断されるものである。 

一般的には可能な限り解雇回避努力を行っていただきたい。無期労働契約に転換した後における解

雇については、個々の事情により判断されるものであるが、一般的には、勤務地や職務が限定されて

いる等労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく異なるような労働者については、こうした眼定

等の事情がない、いわゆる正社員と当然に同列に扱われることにならないと解される。 

 

問２７  有期労働契約から改正労働契約法18条1項に基づき無期労働契約を締結した後に以下のよ 

うなケースが発生した場合、労働契約法16条にいう「客観的に合理的な理由」があり「社会通念 

上相当」であるものと認められるか。 

ａ 特定の研究プロジェクトに従事することを業務内容として雇用していたところ、当該プロジェ 

クトが終了し、他に関連するプロジェクトが存在しない。 

(答) 

雇用はできる限り継続することを原則としつつ、以下の設例については次のように考えられる。 

有期労働契約で雇い入れる当初の段階から、業務がプロジェクトの内容に限定されることを契約 

上明確化した上で、プロジェクトの終了した場合には契約終了となる旨を就業規則等で適法に労働 

 条件化しておくことが前提なるが、無期転換後に当該プロジェクトが終了した場合においては、プ 

 ロジェクト終了後引き続き雇用することは困難であるとして解雇することは、解雇することの合理 

性、相当性は高まるものと考えられる。なお、形式的には別のプロジェクトであっても、実質的に 

は同一のプロジェクトが継続して行われるような場合など同一の使用者の下で対象労働者を引き 

続き受け入れられる業務が存在しているような場合は、単に当初のプロジェクトの終了という理由 

のみでは解雇の合理性、相当性が認められないことも考えられる。 

また、客観的な解雇事由を定めて周知させていたからといって、当該基準に該当しさえすれば無 

条件に解雇が認められるものではなく、個別の事案ごとに解雇の有効性が判断される。 

 

ｂ 一定の期間経過後に研究業績を評価し雇用を継続するかどうかを判断することを条件として 

雇用していたところ、評価の結果、研究業績が基準に達しなかった。 

(答) 

客観的な研究業績の評価を契約の終了事由として就業規則等で適法に労働条件化していた場合 

であっても、当該基準に該当しさえすれば無条件に解雇が認められるものではない。基準に該当す 

る者であるとして解雇することが「社会通念上相当」であるかどうかにつき、例えば、能力を発揮 

する機会が十分に与えられていたか、成績の改善の見込みの有無、配転・降格などによる解雇回避 

の手段の可能性などの諸事情が、個別の事案ごとに判断されることとなるものと考える。 
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ｃ 特定の科目の教育に従事することを業務内容として非常勤講師として雇用していたところ、当 

該科目がカリキュラム改正により廃止(非開講)となった。 

(答) 

有期労働契約で雇い入れる当初の段階から、特定の業務内容に限定されることを契約上明確化し 

た上で、特定の業務がなくなった場合には契約終了となる旨を就業規則等で適法に労働条件化して 

おくことが前提となるが、無期転換後に当該業務が終了した場合においては、業務の終了後引き続 

き雇用することは困難であるとして解雇の合理性、相当性は高まるものと考えられる。 

ただし、解雇事由に該当する者であるとして解雇することが「社会通念上相当」であるかどうか 

につき、例えば、配転などによる解雇回避の手段の可能性などの諸事情が、個別の事案ごとに判断 

されることとなるものと考える。 

 

ｄ 外国人について任期を在留期間内として雇用していたところ、在留期間が切れたり在留資格を 

失ったりした。 

(答) 

外国人を雇い入れる際には、当該労働者の在留期限までの間で、雇用契約の終了日を決定するよ 

う注意していただきたい。在留資格を失ったことを理由とする解雇は一般的には有効となる可能性 

が高いと考えられるが、個別の契約でどのような場合に解雇が有効となるかは、 終的には裁判所 

において判断されるものである。 

 

ｅ 当該大学に在学する学生であることを条件として、非常勤職員(ティーチングアシスタント、リ 

サーチアシスタント等)として雇用していたところ、当該大学の学生の身分がなくなった。 

(答) 

学生の身分を失ったことを解雇事由とすることを、雇用契約書や就業規則等により適法に労働条 

件化していた場合には、学生の身分を失ったことを理由として解雇することの合理性、相当性は高 

まるものと考えられる。ただし、客観的な解雇基準を定め、周知させていたからといっても、当該 

事由に該当しさえすれば無条件に解雇が認められるものではなく、配転などによる解雇回避の手段 

の可能性などの諸事情が、個別の事案ごとに判断されることとなるものと考えられる。 

 

ｆ 育児休業者等休業者が従事していた業務を代替することを明示して雇用していたところ、休業 

者が復帰した。 

(答) 

育児休業が5年を超えて継続し、労働者の申込みにより無期労働契約に転換した場合には、一般 

論としてはcと同様である。ただし、期間の定めがない労働契約で雇用される労働者をある時期に 

他の労働者の業務の代替として従事させていたからといって、休業者の復帰を理由として解雇する 

ことは困難な場合が多いと考えられる。 

 

 

Ⅳ 有期契約の期間（労基法関係） 

問２８  労働基準法(以下、「労基法」という。)第14条に定める「一定の事業の完了に必要な期間を 

定めるもの」とは何か。 
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(答) 

労基法第14条により、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約は、例外として3年(同条第

1項第1号又は第2号のいずれかに該当するものについては、5年)を超える契約期間を定めることが認

められる。同条の、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、例えば4年間で完了する

土木工事において、技師を4年間の契約で雇い入れる場合など、その事業が有期的であることが客観

的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。 

 

間２９  労基法の「事業」とは何か。 

(答) 

労基法の事業とは、一定の場所において、相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業

の一体をいうものである。一つの事業であるか否かは主として場所的観念によって決定され、同一場

所にあるものは原則として一つの事業であり、場所的に分散しているものは原則として別個の事業で

あるが、さらに、従業員規模、労働者及び労務管理の区分の有無、組織的関連ないし事務能力等を総

合して、個々の事業の適用単位を判断することになる。 

 

問３０  特定の研究プロジェクトの完了まで雇用することを約した場合には、労基法第14条に定め 

る「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」に該当するか。 

(答) 

特定の研究プロジェクトが労基法第14条の「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」に該当

するか否かは、当該プロジェクトが一つの事業と言えるか、事業に該当する場合、その事業が客観的

に、有期的であることが明らかであると認められるか等、実態を勘案して判断される。 

一つの事業であるか否かは、間29で示した判断基準により判断され、主として、場所的概念によっ

て決定されるので、例えば、一つの研究所において複数のプロジェクトが存在する場合は、一般的に

は、個々のプロジェクトではなく、研究所が一つの事業とされることとなる。 

 

Ⅴ その他 

問３１  今回の労働契約法改正に伴い,現行のパート労働法における「通常の労働者への転換義務」 

はどうなるのか。 

(答) 

パートタイム労働法12条1項は、「短時間労働者」を対象に「通常の労働者」への転換を推進する

ために使用者が講じるべき措置を定めたものであり、改正労働契約法の施行後も変更は無い。 


