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近年イタリアで行われた法令の改正に伴う、失業給付金や集団解雇における労働組合との手続

きなど、解雇制度についてご紹介します。 

（有益情報）労働時間及び給与カットにおける利用可能制度 (CIGS, CDS) 
CIGS: Cassa Integrazione Straordinaria Guadagni 

CDS: Contratto di Solidarietà 

CIGS は厚生労働省 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 及び全国社会保障協

会(INPS)により付与される失業や事業縮小に対する公的支援の名称で、従業員の労働時間及び

給与削減が必要な際に、公的機関が一定期間、労働者にその削減額を支給します。労働者と労

働組合間の労働時間削減の合意（CDS）がある場合も適用可能です。 

対象 

 工業産業に分類される法人: 15 名以上の労働者で構成される場合。

 商業産業に分類される法人: 50 名以上の労働者で構成される場合。

 観光産業に分類される法人: 50 名以上の労働者で構成される場合。

労働者数は前 6ヶ月の平均から算出され、インターンシップや経営陣の数も含めます。 

CIGS については法人全体ではなく、部門ごとの適用が可能です。 

併用可能な支援制度 

全国社会保障協会（INPS）によって定められたその他の支援制度が利用可能です。目的は事業

再構築の見込みのある計画の強化ですが、その適用の可否は状況により異なります。 

（参考情報）集団解雇制度 

適用条件 適用期間 労働局への連絡事項 労働時間削減数

組織変更 / 構造改革 生産性及び効率性向上が目的の変更 最大24ヶ月

労働力最低70%の投資と雇用の

回復計画 最大80％

クライシス
経営悪化に伴う解雇、余剰人員、

倒産の回避を目的
最大12ヶ月

事業継続性及び労働力

のセーフガードの詳細
最大80％

CDS などの連帯協約

集団解雇を避けるため、

労働時間短縮の規定に関する

労働組合又は労使協議会と

法人の団体協約

最大36ヶ月 ビジネスの是正措置計画

最大60％
従業員あたり

最大70％

注釈
併用した場合

最大36ヶ月

  
解雇における社会保障制度の概要 
Japanese Business Network
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対象と適用条件 

 15名以上の労働者で構成される法人が、120日以内に同じ部門の労働者を 5 人以上解雇

する場合や、前述した CIGS 及び CDS の利用後、事業の再建が成功しない場合 

 事業の縮小及び再構築、倒産した場合 

 

労働組合、労使協議会との手続き手順 

1. 報告 

 正当な解雇理由（解雇回避が不可能な理由を含む） 

 解雇対象者の数及び役割（匿名） 

 集団解雇による経済的な影響 

 将来的な集団解雇の可能性の削減・回避対策 

2. 労働組合及び労使協議会は、1.の報告から 7日以内に法人を招集し会議を開きます。 

3. 解雇による影響を最低限に抑えることを目的に、集団解雇合意を締結します。 

4. 集団解雇合意は 45日以内に締結する必要があり、解雇対象の従業員数が 10人以下の場

合、合意に与えられる期間は 45日の半分（22.5 日）となります（合意が上記期限内に

凍結されない場合、30日延長することが可能です）。 

5. 雇用者が厚生労働省に報告します。 

 

雇用者が負担する解雇にかかる費用 

 集団解雇合意がある場合 → 従業員一名につき最大 € 3,268.74 
 集団解雇合意がない場合 → 従業員一名につき最大  € 9,806.24 

CIGS 適用後に倒産するような特定の場合は、これに該当しません。 

 

併用可能な支援制度 

全国社会保障協会（INPS）によって定められたその他の支援制度が利用可能です。目的は事業

再構築見込みのある計画の強化ですが、その適用の可否は状況により異なります。 

 

制度の利用（併用を含む）については、状況に応じ、適した分析が必要となりますので、ご質

問がございましたらお気軽に PwCイタリアジャパンデスク金森（mika.kanamori@pwc.com）まで

ご連絡ください。 

 

□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-

■-□-■ 

PwC イタリアならびに PwCジャパンの Japanese Business Networkは、オンライン上でさまざ

まな情報を配信しています。ご興味がございましたら、下記のリンクよりぜひご訪問くださ

い。 

 

PwC Italy 

メールマガジン、セミナー情報（日本語・英語・イタリア語）をご希望の際はリンクよりご登

録ください。 

PwC TLS Linked In ページ （英語・イタリア語）  

 

PwC Japan  

https://virtual3.ptqs.it/me-pwc/registration?hl=EA55918312eed0bc59b5af68448d0cbbe6080835598090a1347ea9c75b0ed878c4
https://www.linkedin.com/showcase/pwc-tls-avvocati-e-commercialisti/
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PwCイタリアジャパンデスク紹介、セミナー、ニュースレター最新情報 

ジャパンデスク 各国・地域最新ニュース 

Automotive Insites 自動車産業業界を取り巻く課題や未来についてのインサイト 

Cyber Security 2019年は地政学的サイバー活動が激化、CEOはレリジエンスが試される 

PwC2019 年 AI 予測 AIを活用するための 6 つの優先課題 

Strategy& 2018 年～2019年の各業界の動向 

PwCあらた有限責任監査法人は、ご登録いただきましたお客様に対して、月次のメールマガジ

ンを配信しています。メルマガ登録ご希望の方はこちらのフォームから「監査およびアシュア

ランス」の「会計・監査ニュースレター（月刊）」ご選択ください。 

 

□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-

■-□-■ 

在イタリア日本商工会議所様ウェブサイト 

会員向けサービス（会員のみ）のビジネス関連情報、税制・法律関連情報のコーナーにも掲載

されております。 

https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization/country/italy.html?fbclid=IwAR2rqJ9bj5N7KOWYK6ZlnyqYYTMrjthORHz6172WdxRaPfnkC5IFZfrR4Zc
https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization/news.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/automotive-insight.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZeFpHRXpNMlZsT1RVNSIsInQiOiJTd0F6bjVOdGo4MzdcLzB4QlNTbGZOellsXC9GTmR5dHRHSCs5c0FLUllsQlRnSFd4dklyTG81OHVrQ3hiT2o2a3ExQ0FWejFuWjk2ZDJxUytaNDRFS2hUS2YwalhDNGtUMTF1RlVoNHEwUklNcXF0ekpLdlVVM1lLUU9wZFBDc1BTIn0%3D
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019/assets/pdf/geopolitical-cyber-activity-intensifies-in-2019.pdf
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019/assets/pdf/2019-ai-predictions.pdf
https://www.strategyand.pwc.com/jp/industry-trends
https://jppages.pwc.com/pwcnews_reg.html?_ga=2.42687077.1114332050.1548633099-429644001.1517549811
http://web.ccigi.org/category/business/tasse

