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雇用の終了
BC 州労働基準法では、雇用主に従業員を解

雇する権利を 認めています。従業員を解雇

する場合、基準法では書面に よる解雇通知

の交付、または勤続年数に従った補償金の支

給を規定しています。

補償金を受けられる資格
解雇された従業員は、以下に基づき補償金が

支給されま す。

• 雇用後３ヵ月勤続 － １週間分の賃金

• 雇用後 12 ヵ月勤続 － ２週間分の賃

金

• 雇用後３年勤続 － ３週間分の賃金。雇用

期間が １年を経過するごとに１週間分の

賃金を加算。ただ し上限は８週間分

１週間分の賃金は以下のように計算します。

• 従業員の過去８週間の通常勤務時間もし

くは平均勤 務時間（時間外手当は除く）

に対して支払われた賃 金の合計を算出

• その合計を８で割ったもの

従業員が継続して雇用されている間にビジネ

スの売買、 リース、譲渡が発生しても、そ

の勤続期間は雇用者が当 該従業員を解雇し

ていない限り中断されません。

解雇予告通知書〔working notice〕を

交付すれば、 補償金の支給は必要な

い
当該従業員に該当する補償金の支給週数に相

当する予告 期間をもって解雇予告通知書が

交付されれば、補償金の

支払いの必要はありません。この解雇予告は

必ず書面で

また解雇予告通知書と、該当の勤続期間に相

当する補償 金を組み合わせて交付される場

合もあります。

従業員は解雇予告通知書に示された期間は働

かなければ なりません。この解雇予告通知

に記載されている期間に 従業員が休暇中（

有給・無給）、一時解雇されている、 スト

ライキ・ロックアウト中である場合、もしく

は医療 上の理由で仕事ができない場合、従

業員が職場に復帰す るまで解雇予告の交付

を延期するか、解雇予告通知の代 わりに補

償金を支払うことが雇用主に義務づけられて

い ます。

雇用が解雇予告通知書に記載されている期間

が過ぎても 継続する場合、通知書の効力は

無効になります。
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解雇予告通知書を交付後、雇用主は従業員の

書面による 同意がない限り、賃金率など雇

用条件を変更することは できません。 
 
解雇予告通知や補償金が必要ない場合 
下記に該当する場合、解雇予告通知や補償金

を交付する 必要はありません。 
• 勤続期間が３ヵ月に満たないとき 
• 辞職または定年退職の場合 
• 正当な事由による解雇の場合（「正当な

事由」ファ クトシートを参照してくださ

い。） 
• 一時就労のためのオンコールワーカー。

この一時就 労の呼び出しに対して、応じ

るか断るか選択肢があ る場合 
• 一定期間のみ雇用される場合 
• 12 ヵ月以内に完了する特定の仕事のため

に雇用され る場合 
• 予測不可能な事象や状況（倒産、破産管

財人の管理 下にある、支払い不能状態は

除く）が発生したため 仕事をするのが不

可能な場合 
• 建設関係の事業を営む雇用主が、当該労

働者を１ヵ 所以上の建設現場で雇ってい

る場合 
• 従業員が適正な配置転換を拒む場合 
• 従業員が教育評議会雇用の教員の場合 
 
一定期間もしくは特定の仕事が当初の期間よ

り少なくと も３ヵ月延長された場合、上述

の一定期間および特定の 仕事に関する例外

事項は適用されません。 
 
一時解雇 
雇用契約の基本的な条件は、雇用された人が

働き、その 労働に対して賃金が支払われる

ことです。従って、下記の場合を除き、一時

解雇を含む解雇はすべて雇用の終了 となり

ます。 

• 一時解雇の可能性が雇用契約の中で明記

されている 場合 
• 一時解雇の可能性が業界全体の慣行とし

て暗黙の了 解事項となっている（例、伐

採作業。春の雪解けの 期間中作業ができ

ない） 
• 一時解雇の可能性に被雇用者が同意して

いる場合 
 
雇用契約に一時解雇できる明示的もしくは黙

示的な条項 がない限り、基準法自体は雇用

主に対して一時解雇でき る全面的な権利を

認めていません。 
 
雇用契約の条件により一時解雇が認められて

いる場合、 基準法では以下の制限を適用し

ています。 
• 20 週間のうち 13 週までのレイオフ 
• 団体労働協約の適用を受けている労働者

がリコール 
（再雇用）される権利を持っている期間 
  
就労時間が短縮された場合、解雇とみなされ

る週とは、 週給が、その前の８週間平均の

通常レートの 50％未満 となる週です。 
 
一時解雇の期間が次の場合、雇用の終了とな

ります。 
• 連続 20 週間のうち 13 週間以上となる場

合 
• 団体協約の適用を受けている従業員が再

雇用される 権利を持っている期間より長

くなる場合 
 
一時解雇が雇用の終了となる場合、一時解雇

の開始日が 雇用の終了日となり、勤続年数

に比例する補償金はその 日を基に計算され

ます。 
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集団解雇 
雇用主が２ヵ月以内に１ヵ所で 50 人以上解

雇する予定 の場合、解雇される各従業員に

集団解雇予告通知書を交 付することを雇用

主に義務づけています。さらに労働大 臣と

従業員が加入している労働組合にもその旨通

告しな ければなりません。必要とされる予

告期間の長さは基準 法で規定され、解雇さ

れる従業員数によって異なります。 
 
予告通知書を交付しない場合、雇用主は通知

書の代わり に解雇手当を支払わなければな

りません。予告通知書に 記載されている期

間が基準法で定められているものより 短い

場合、雇用主は解雇予告通知書と解雇手当を

支給し なければなりません。 
 
集団解雇要件は個人個人の解雇要件とは別に

なります。 各自への解雇予告通知期間と集

団解雇予告通知の期間は 同じとは限りませ

ん。 
 
基準管理局が雇用の終了とみなすのは 
雇用主が雇用条件を大幅に変更した場合、基

準管理局は 当該雇用が終了したものと判断

します。そのような場合は基準法の雇用終了

条項が適用されます。 

 

不当解雇 
解雇された従業員が、不当解雇として裁判に

訴える場合 もあります。これは基準法で定

められている雇用基準管 
理局へ提出した苦情申し立てとは異なります

。不当解雇 として裁判に訴えることを考え

ている場合は、弁護士に 相談してください

。雇用基準管理局では法律上の助言は 行い

ません。 
 

最終賃金の支払い 
最終賃金は、年次有給休暇手当、法定休日手

当、時間外 労働手当もしくはタイムバンク

に貯蓄した時間の未払い分を含み、解雇され

た従業員の最終勤務日後 48 時間以 内に支払

うことが義務付けられています。 
 
自己都合退職の場合 
自己都合退職の場合、雇用終了通知書または

勤続期間に 比例した補償金をもらう権利は

ありません。最終賃金は、 
年次有給休暇手当、法定休日手当、時間外労

働手当もし くはタイムバンクに貯蓄した時

間などの未払い分を含み、 最終勤務日後６

日以内に支払うことになっています。基 準
法では従業員に退職届の提出を義務付けては

いません。 
  
従業員が退職届を出す場合、雇用主は受理ま

たは拒否す ることができます。雇用主が退

職届の受理を拒否した場 合、もしくは退職

日までの期間中に従業員を解雇した場 合、

雇用主は下記の少ない方に相当する補償金の

支払い が義務づけられています。 
• 従業員の退職届に記載された退職日まで

の残額 
• 基準法で定められている従業員の法的権

利額 
 
団体労働協約 
団体協約に含まれる集団解雇手当が、基準法

に定められ ている額に相当するもしくはそ

れより少ない額の場合は、 
基準法の内容が適用されます。 
 
団体協約下の従業員に適用される項目に関す

る不明な点 は、苦情処理手続きを踏んで申

し出てください。 


