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FEATURE STORY

New Business Close Up





アメリカの雇用ルール

米国は日本と違い、差別禁止法に関
わる理由などの例外を除けば、ほぼすべ
ての州で雇用者・従業員の双方がいつで
も自由に雇用契約を解除できる随意雇用

（Employment At-Will）が原則です。半
面、給与や勤務時間などの労働条件に対
する規程は非常に厳しく、特にカリフォル
ニア州は厳格な法律によって労働者の権利
を保護しています。

雇用主は、フルタイムで働く従業員に対
しては年間24時間または3日間の有給病
気休暇（Paid Sick Leave）を保障する必
要があります。パートタイムや期間限定の
雇用でも年間30日以上勤務する従業員に
対して、30 時間の勤務あたり最低1時間の

有給病気休暇を付与することが義務付け
られています。ちなみにカリフォルニア州
では新型コロナウイルス感染拡大に対応し、
従業員500 名以上の一般企業および500
名以下の医療従事
者を雇 用する企 業
に対して、新型コロ
ナウイルスに感染し
た従業員に80 時間
の有給病欠休暇を
認めることを義務化
しています。

また、1日の勤務
時間が8時間に達す
る場 合、雇 用主は
従業員に10 分間の
休憩（有給）を2回と

30 分間の食事休憩（無給）を保障する必
要があります。従業員の正確な勤務時間を
記録することは雇用主の義務であり、時給
制で働く従業員（Non-Exempt Employee）

雇用ルール、移民法

アメリカの法律 
最新情報
COVID-19以降、人々の働き方や移民・非移民ビザ申請の状況は刻一

刻と変化している。状況に応じて新たな規制やルールが日々更新され、

飛び交う情報は複雑だ。本特集では、現段階（2020年11月）で把握

できている限りの最新情報をお届けする。
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に対しては就労時間を分単位で計算して給
与を支払わなければなりません。もしもこ
の規定に違反した場合には、厳しいペナル
ティを課される可能性が生じます。

日本ではサービス残業として勤務時間
外労働を行うことが暗黙の了解のようにな
っているケースがあり、いまだにニュース
などで問題になることがあります。しかし、
カリフォルニア州の場合、時給制で働く従
業員の時間外労働に報酬を支払わないこ
とは明確な違法行為です。労働法および
雇用法の規程は州内のあらゆる業種・企
業が対象となりますが、特にレストランな
どの飲食業やサービス業に違反が多く見
られる傾向にあります。開店前の準備や
閉店後の後片付けなどもすべて就労時間
となるため、注意が必要です。

最低賃金も州法で決められており、カ
ウンティによっても州法に違反しない範囲
で独自の基準が設けられています。双方
の合意があっても、これに違反する契約
は法的に無効です。2016年にはカリフォル
ニア州でレストランチェーンを展開する日
系企業が、最低保証賃金違反と残業代未
払いに加え、時間制で働く従業員の勤務
時間を記録していなかったことを理由に約
50万ドルの罰金の支払いを命じられた事
例がありました。

セクシャルハラスメント

日本と米国ではセクシャルハラスメント
の定義が異なり、文化の違いから問題が
生じることがあります。部下を2人きりの
夕食に誘ったり、特定の相手にプレゼン
トを渡したりすることは避けたほうが良い
でしょう。また体型や容姿に関する話題、
腕や肩に軽く触れるなどを含む体への接
触、性に関する雑談、結婚や交際などに
関するプライベートな話題など、セクシャ
ルハラスメントと認識されかねないさまざ
まなパターンがあります。特定人物の人種、
宗教、性別、性的志向に関する発言は避

けましょう。セクシャルハラスメントは男女
の性別に関係なく起こり得ることにも注意
が必要です。

現在、日系企業が進出している多くの州
では、雇用主が従業員にセクシャルハラス
メント防止のためのトレーニングを提供す
ることが義務付けられています。カリフォ
ルニア州内の従業員数5名以上の企業であ
れば、非管理職の従業員には1時間、部
下を持つ従業員には2時間のトレーニング
を社内で提供することが必要です。昨今は
オンラインのセクシャルハラスメントおよび
差別防止のトレーニングを提供する民間企
業も多いので、これを利用し法を遵守しま
しょう。従業員からハラスメントの苦情が
出た場合は注意深く対処する必要があるた
め、ハラスメントに対処できる人材を置き、
苦情を受けた場合の処理の方法を確立し
ておくことをおすすめします。また連邦法
や州法の改正に対応するために、日頃か
ら相談できる弁護士や法律事務所と連携
を保つことが賢明といえるでしょう。

差別

アメリカは差別問題にはとても敏感です。
たとえば、年配の従業員に仕事が遅いと
言うことは年齢差別と受け取られる可能性
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があります。冗談のつもりで馬鹿、頭が悪
い、仕事ができないなどの発言をすること
も、障がい者差別として問題となる可能性
があるため十分注意が必要です。

同僚との接し方

日本独特の先輩後輩のあり方も問題に
なることがあります。日本では先輩が後輩
を見下すような話し方をすることもある程
度受け入れられていますが、さまざまな文
化的背景を持つ人たちが働くアメリカでは
大きな問題になりかねません。指導のつ
もりで部下を人前で叱責する、乱暴な言
葉で指示や用事を言いつけるといったこと
は許されません。2013 年には、高級寿司
店が厨房で働くメキシコ系移民の従業員
に対し、自分の包丁を買うように命じたり、
残業代の未払いや休憩を取らせなかった
りしたことを理由に罰金の支払いを命じら
れています。

また、アメリカの職場でもチームワーク
は重要と考えられていますが、目標を達
成するために個々がそれぞれのやり方を用
いることが広く許容されており、チームと
して成功することを目標としがちな日本と
は大きく異なります。仕事後に同僚や上司
とお酒の場で信頼関係を深めていくことは

日本ではよくありますが、アメリカ人の同
僚からは、日本人同士で結束を深め昇進
に繋げていると見られることもあるのです。
アメリカ人も仕事後のHappy Hourと呼ば
れるお酒の席に参加することはありますが、
上司と行くことはほとんどないため、日本
人同士の飲み会が人種差別の訴えを起こ
されるきっかけにもなり得ます。

Work from Homeの留意点

新型コロナウイルス感染拡大の影響で
リモートワークを導入する企業が急激に増
え、現時点ですでに2021年夏まではリモ
ートワークを継続すると発表している企業

もあります。カリフォルニア州法では、従
業員が業務を遂行するため必要なすべて
の支出は雇用主が負担しなければならな
いとされており、これには仕事に必要なコ
ンピューターやデスク、電気代、インター
ネット接続費用も含まれます。不要なトラ
ブルを避けるために、雇用主は弁護士など
の専門家に相談して、法に基づいた必要
経費の範囲、払い戻しの方法に加え、第
一に従業員の安全確保のための就労規則
を確立することが必要不可欠です。

正しい知識、正しい対処を

アメリカでは、職場で不当な扱いを受け
たと感じた場合に声に出して主張すること
が当然の権利として認識されています。苦
情を受けた場合にはきちんと対処しなけ
れば、従業員が弁護士を雇って損害賠償
を求めてくることは決して珍しくありません。
米国で起業するためには、日本との習慣
や文化の違いをきちんと把握しておきまし
ょう。

Kimura London & White LLP
949-293-4939
japanesespeakingattorney.com/

取 材 協 力
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グリーンカード（永住権）

グリーンカードは、雇用ベースと親族ベ
ースに分かれます。申請は専門の申請書
を移民局に送り、審査してもらいます。今
のところCOVID-19の影響による移民局
での審査に大きな変化はありません。永
住権申請者が米国に非移民ビザで滞在し
ている場合は、申請の途中で指紋採取が
義務付けられています。一時、COVID-19
の影響で指紋採取センターが閉鎖されて
いました。これにより、指紋採取が通常よ
りだいぶ遅れています。最近はセンターが
再開され、今後は移民局から申請者の住
所へ徐々に指紋採取の通知が送られるよ
うになる見込みです。
  

L（駐在員）ビザ

専門の申請書を移民局に送り審査し
てもらいます。移民局の審査は新規申請、
更新申請いずれも永住権申請と同じように
大きな変化はありません。移民局申請が
終了したら、許可書が送られてきます。後
日、この許可書をもとに日本の米国大使
館でビザ（査証）を取得するための申請を

行う必要があります。この米国大使館での
ビザ申請は2020年の年末まで申請でき
ないという大統領令が出されており、一部
の例外を除き、ビザ申請ができない状態
になっています。
 

 E（投資・貿易）ビザ

Lビザと違い、移民局の申請を経ずに米
国大使館に直接ビザ申請をすることがで
きます。面接予約を取り、面接日に必要
資料を持参して審査してもらいます。現時
点では、今までと同じように面接を設定す
ることが可能です。しかし、COVID-19の
影響で米国大使館や米国領事館の面接を
受けられる日が極端に少なくなっています。
以前よりも簡単に、希望の時期の面接を
取ることができないケースが多くなってい
るようです。
 

H-1B（専門職）ビザ

専門の申請書を移民局に送り、審査し
てもらいます。移民局の審査は、永住権
申請やLビザ申請と同じように大きな変化
はありません。移民局申請が終了したら

許可書が送られてくるので、後日この許可
書をもとに日本の米国大使館でビザ（査
証）を取得するための申請を行う必要があ
ります。Lビザのところでも説明しましたが、
H-1Bについても米国大使館でのビザ申請
は2020年の年末まで受け付けないという
大統領令が出されており、一部の例外を
除き申請ができない状態です。
 

J-1（研修）ビザ

米国大使館でのビザ申請は2020年の
年末まで受け付けないという大統領令が
出されており、一部の例外を除き、ビザ
申請ができない状態になっています。

COVID-19による影響

徐々に実務が再開されています。限定
的ですが、日本にある米国大使館でもビ
ザの申請が始まっていますし、出頭が必
要なければ郵送によるビザの許可も行われ
ています。また、永住権の申請もアメリカ
国内で再開しており、当事務所でも指紋の
採取に関する通知が徐々に届くようになっ
てきています。もちろん、今後COVID-19

移民法
Immigration Law[ ]
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の深刻化が認められると移民局の作業が
再度停滞する可能性はありますが、徐々
に再開していることは確認できているので、
正常化に向かっていると考えられます。た
だ、すでに停滞している申請も多くあるた
め、正常化するまではかなり時間がかかる
でしょう。

大統領選にともなう今後の予想

11月7日、バイデン氏が当選確実とな
りました。

これまでのトランプ政権において移民
政策は目玉政策の一つであり、再選され
ればさらにH-1Bビザの締め付けを行うこ
とをすでに明言していました。ここで法
律と規則について正しく理解しておきた
いところですが、法律というのは議会を
経なければ成立しません。その法律に基
づいて細則を決めるのが規則であり、こ
れは行政府である大統領の役割です。ト
ランプ政権によるビザ発給に関する締め
付けは、あくまで議会が定めた移民法の
範囲内で行われているという建前になっ
ていました。しかし、場合によってはそ
の範囲の逸脱を争われることもありまし
た。バイデン氏が政権を握った後（2021
年1月末）、すぐには大統領令を利用し
ないかもしれませんが、ビザの発給につ
いては徐々に緩んでくる可能性がありま
す。HビザとLビザの新規発給停止措置は

2020 年末までなので、仮にトランプ政
権が継続的に措置を実行しても、合法的
なビザ発給の停止については解除される
と考えられます。

もともと、トランプ政権にしてもオバ
マ政権にしても、不法移民、いわゆる不
法滞在者に関して厳しく対応してきました。
不法な入国および不法滞在（ビザで入国
し有効期限が切れた場合）については、
バイデン次期政権も人道的な範囲で厳し
く対応していくでしょう。難民申請につい
ては現政権が行っている対応で批判され
るものが多く（たとえば難民親子の引き離
し問題）、バイデン政権はこれらについて
優先的に対応するはずです。メキシコと
の国境問題が移民関係では最重要課題
になるでしょうから、合法的なビザに関

する措置はその
次になると考え
られます。実際
にビザの発給に
関して具体的な
大統領令が出る
としたら、2021
年の夏頃になる
のではないでし
ょうか。

重 要 なの は、

2020 年11月現在、まだジョージア州で
結果が出ておらず、2021年1月5日に決
選投票がなされる上院議員の選挙で民主
党がどれだけ踏ん張れるかです。上院は
各州から2 名ずつ選出され、最近でも最
高裁判事の任命権を行使するなど、力は
絶大です。今回、上院で民主党が共和党
と同数以上でなければ（同数であれば副
大統領が議決に加わる）、ねじれ議会が
発生します。そうすると、バイデン政権
はオバマ政権のように立法を気にしなけ
れば動けない状況になり、ひいてはトラ
ンプ大統領が行った移民政策を変更する
のに時間がかかり、2021年は合法的なビ
ザ発給について現状とあまり変化が生じ
ないかもしれません。また、対中国の強
行政策は超党派の課題なので、外国人の
アメリカ入国に関するプライオリティは現
状低いかもしれません。ビザの再発給は
2021年後半になってから、トランプ政
権以前の状況に徐々に戻ることが予想さ
れます。

Marshall Suzuki Law Group, LLP
415-618-0090
www.marshallsuzuki.com/

取 材 協 力

注）情報はすべて2020 年 11月15日現在のものです。最新情報は専門家にお問い合わせください。12     U.S. FrontLine   December 2020
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コロナ自粛も9カ月も過ぎると、さすがに疲
れてくる。少しずつ規制も緩和され始めた
が、根本的な解決に至るには、まだ4カ
月以上を要するだろう。3月半ばから始ま
ったパンデミックに丸1年以上を費やす
ことになる。まさに前代未聞の世界体
験だ。自滅しないように、工夫を重ね、
各々、苦しみながらやっとの思いでしの
いでいることだろう。
始まった当初は未知の恐怖から完全に閉

じこもり、気分転換にとせっせと断捨離に励み、
掃除と料理に打ち込んだ方が多かったようだ。料
理した、というより食べることがエンターテインメ
ントだったと言ったほうが近い。在宅生活を機に、
この私でさえ料理しよう！と、けなげな気持ちにな
った。朝はバナナにトースト、トーストはこんがり
焼き、ジャムかフィラデルフィアチーズを盛る。サ
ニーサイドアップの卵も作り、熱いコーヒーをい
れ、ゆったり過ごす。なんだか『クロワッサン』の
グラビアにあるような朝だ。日頃の慌ただしい朝と
は何という違いだろう。昼はサンドイッチ。いろい
ろ混ぜた野菜サラダ、スモークドサ
ーモンをサイドに。夜は日本食。炊
き込みご飯にしようか。海辺育ちの
私は魚の煮物か焼き物があれば、そ
れだけでハッピー。漬物と味噌汁を
添えて完璧。ああ幸せ。というより、
人間は非日常の何かをすると、小さ
な旅をして楽しくなるのかもしれない。
何十万人の方が亡くなられたという
テレビ放送を見聞きしながら、お気
の毒なことだと同情し、退屈だと不
平など言えないと反省する。
ところが楽をするとその分、必ずしっぺ返しが
来る。それは増える体重という罰。しかも10パウ
ンドと半端じゃあない。トホホ。この罰、結構重く、
増やすのは簡単で減らすのは至難の業だ。それで
も自分の手で料理する原始的でささやかな楽しさ
を味わえたのは良かった。手を使うのっていいな
あ。ていねいに食器を洗ったり、台所をピッカピ
カに磨いたりするのも楽しい。質素でも、清潔な
住空間はある種の美しさがある。
洋裁を始めた。エプロンが好きで、久しぶりに

2枚作ってみた。薄い生地でも洋服の上から身体
を覆うと温かい。洋服が汚れることを気にせずに、
やりたいことに集中できる。若い時は節約のため
に、子供の服は自分で作った。スキーウエアまで

作ったがこれだけはさすがに不評で、娘は
一度しか着てくれなかった。細身の夫の
ズボンのサイズ28は、米国では子供の
セクションにしかなく、それでは長さが
足りず、自分で作ることにした。サイド
のポケット、後ろのポケットもキチンと
付けて。今から考えると、あんな複雑
なものをよく作ったものだと我ながら感
心する。時間がゆっくり流れていたのか
もしれない。
油絵を描いている時は、絵の具でドロド

ロに汚れた灰色のエプロンを着けると、よっしゃ、
と気合が入り、即、油絵の中に埋没した。エプロ
ンには不思議な力がある。すっと気持ちが切り替
わる。また絵に戻ってみようかなと小さな作品を作
ってみた。手が感覚を覚えていて、もっと作りたく
なった。見ただけで生きてゆくのが楽しくなるよう
な、心踊るような、じっとしているのがもったいな
いような、そんなものを作ってみたい。真夜中で
も早朝でも、どんなところでも、キャンパスが広げ
られる空間さえあれば、どこでもできる。絵が完成

した後は作者はいらない。絵だけが
一人で人前に出ればいい。絵は作者
の心の反映だから、心だけが人前に
出るのが一番だ。
雑草だらけの庭にも手を入れ始め

た。大きく育ち過ぎたいちじくの大木
を切り、花々でジャングル化した裏
庭を整えよう。日焼けにかまわず庭
仕事に打ち込んできたために、日光
に晒した両腕は日焼け跡が醜く残っ
ている。美しい花を育てる代償がこ
れならしかたがない。花か腕か、と

問われれば、花だ、と即答できる。
先日、公証人の仕事でお客様の目前で書類を作

成している時、「きれいな手をしていますね。一度
も苦労をしてこなかった人なんだなあ、と思いまし
た」と言われた。びっくりした。私はとっさに、そ
れを打ち消す言葉が口をついて出そうになるのを
堪えた。私よりもっと苦労を重ねられた方が大勢い
るに違いない。
仕事を終え、一人になった時に、自分の手を

じっとみつめた。老人特有の痣が無数に出てきて、
血管も浮き上がっていた。こんなになっちゃったん
だ。「よく働いてくれたね、くたびれた手でもいいよ。
これからも一緒に頑張っていこうね」と、手に話し
かけた。手をさする。私の戦友。

手
を
使
う
こ
と

第
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回
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カリフォルニア州オレン
ジ郡在住。気がつけばアメ
リカに暮らしてもう40年。
1976年に渡米し、アラバマ
を皮切りに全米各地を仕
事で回る。ラスベガスで結
婚、一女の母に。カリフォ
ルニアで美術を学び、あさ
ひ学園教師やビジュアルア
ーツ教師を経て、1999年か
ら不動産業に転身。山口県
萩市出身。早稲田大学卒。
ご意見・ご感想は、mail@
chizukohiguchi.comまで。





福田恵子
日本とはあらゆる面で異な
るアメリカの学校の実態
を、ロサンゼルス郊外、ビー
チシティーの公立校（通称
Ｋ－12）に、11年生の娘ニナ
を通わせる筆者が、保護者
の視点からリポートする。

アメリカの学校アメリカの学校
としてもっと知りたい！としてもっと知りたい！親とととと親








