
 

更新情報 

シアトルで働くギグ ワーカーを対象とした健康と安全のための有給休暇 (PSST) 
7 月 8 日/シアトル 

シェアする 
このリンクにアクセスすると新しいウィンドウが開きます 
 

健康と安全のための有給休暇 (PSST) 
 
地域の条例により、健康と安全のための有給休暇を 2019 年 10 月までさかのぼって取得できるように
なりました。Uber で 30 日 (連続していなくても可) 運転するごとに 1 日取得できます。シアトル市内
で 1 回以上の配車または配達を完了すると、1 日とみなされます。 
 

資格要件 

 
シアトル市内で過去 90 日間に 1 回以上配車または配達を完了している必要があります。(1) 

 
(1) 条例により、一定の除外事項が適用される場合があります。 
 

健康と安全のための有給休暇 1 日あたりの支払い 
 
2019 年 10 月以降の最も売り上げがあった月の 1 日あたりの平均売り上げ額です。この平均は毎月再計
算されます。 
 

健康と安全のための有給休暇の申請 

 
[4 AM PT] から申請できます。支払いは 1 日分ずつ別々に行われます。申請から 14 日以内に 1 日分ず
つ支払われます。1 年につき 9 日分まで翌年に持ち越されます。 

 
健康と安全のための有給休暇の終了 
 

有給休暇を申請した日に乗車または配達を完了すると、有給休暇はキャンセルされます。未使用の日数
は残りの有休日数に戻されます。 
 

ポリシーの適用範囲 
 
本ポリシーは、シアトルで働く資格を有するすべてのドライバーおよび配達パートナーに適用され、ギ
グ ワーカーを対象とした PSST 条例に関する通知および情報の提供を目的としています。Uber のポリ
シーは条例に準拠する必要があり、本ポリシーで提供される情報は条例に準拠することを目的としてい
ます。条例に関する詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time/gig-worker-paid-sick-and-safe-time-ordinance


 

セクション I: ギグ ワーカーを対象とした PSST 条例の目的 (PSS T について) 
 
2020 年 6 月 12 日、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) による公衆衛生上の緊急事態に対応するた
め、シアトル市でギグ ワーカーを対象とした健康と安全のための有給休暇条例 (以下、「条例」) が制
定されました。この暫定法は 2020 年 7 月 13 日に発効します。特定のギグ ワーカーが登録組織 (ここ
では「Uber」) から、健康と安全のための有給休暇 (PSST) を取得できるようになります。 

 
資格を有するギグ ワーカー (以下、「サービス提供者」) は、条例の対象となるあらゆる理由 (以下を含
むがこれに限定されない) において、PSST を 24 時間単位で使用する権利を有します。 

 
身体的または精神的な健康状態に関する、医療機関への受診を含む本人の療養、または家族の介護のた
め。 

家庭内暴力、性的暴行、ストーカー行為に関する理由による、本人の療養および家族または世帯員の介
護のため。 
家族の学校または介護施設が休業したとき。 

健康または安全に関連する理由により会社が業務を削減、停止、または中止した場合。 
 
健康と安全のための有給休暇条例において、「家族」には年齢にかかわらず、配偶者、認証済みの同居
パートナー、子供、継子、里子、兄弟姉妹、親、祖父母、孫、義理の親が含まれます。 
 
安全のための休暇のみに適用される「世帯員」には次の人が含まれます。子供、継子、里子、兄弟姉
妹、親、継親、祖父母、孫、現在または以前の配偶者および同居パートナー、共同親権者、血縁または
婚姻関係のある成人している人、過去または現在に同居していて成人している人、現在または過去に同
居していて現在または過去に交際している 16 歳以上の人。 

 
セクション II: サービス提供者の補償範囲 
 

条例の目的上、本ポリシーの適用対象となるサービス提供者は、Uber で稼動し、シアトルでサービス
の全部または一部を提供する場合に限定されます。これは、サービス提供に伴うシアトルでの滞在を含
む稼動を意味します。 

 
セクション III: 健康と安全のための有給休暇の発生 (Uber が選択した年) 
 

条例に基づき、サービス提供者は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の公衆衛生上の緊急事態へ
の対応として市に適用される、2020 年 3 月 3 日に市長が宣言した非常事態の終了、または公務員が宣
言した同等の効力をもつ非常事態の終了のうちいずれか遅い方から 180 日間、健康と安全のための有給
休暇を取得する権利を有します。 
 
2020 年 7 月 13 日より前に Uber でサービスを提供した者は、2019 年 10 月 1 日またはサービス提供開
始のいずれか遅い方から健康と安全のための有給休暇の権利が発生し、稼動 30 日ごとに 1 日の健康と
安全のための有給休暇の権利を有します。条例および本ポリシーに基づく稼動日とは、Uber における
有償のサービス提供として、事前に手配された配達または輸送サービスの依頼をサービス担当者が受諾
し、サービス提供の全部または一部をシアトルで行う任意の暦日です。 



 

サービス提供者は、発生している未使用の健康と安全のための有給休暇を 9 日分、翌暦年に繰り越すこ
とができます。 
 

Uber が書面で定めない限り、「年」は暦年として定義されます。(2) 

Uber は、発生している未使用の健康と安全のための有給休暇を継続する目的で、年の種類を別のもの
に移行する場合、移行プロセスにおいて、条例の定める休暇の発生、使用、繰り越し、およびその他の
要件が維持されることを保証します。 
サービス提供者が未使用の健康と安全のための有給休暇を翌年に繰り越した場合、翌年に発生する健康
と安全のための有給休暇は、前年に発生して繰り越された休暇に加算されるものとします。 

 
Uber が事業を辞退、売却、交換、または処分した場合、またはその他の方法で事業が後継者によって
買収された場合、条例に定めるとおり、サービス提供者は発生した未使用の健康と安全のための有給休
暇をすべて保持し、かかる健康と安全のための有給休暇を使用する権利を有します。 
 
条例に基づき、サービス提供者は、登録組織 (本件では Uber) における稼動で、健康と安全のための有
給休暇の使用を申請する前の 90 暦日以内にシアトルでサービスの全部または一部を提供した場合、健
康と安全のための有給休暇を取得する権利を有します。シアトルで過去 90 日以内にサービスの全部ま
たは一部を提供した従業員は、Uber アプリから PSST の休暇を申請できます。 

 
(2) 条例および明確化の目的上、「年」とは、暦年、会計年度、稼動年、または Uber が定めたその他の 
12 か月連続の固定期間を意味し、Uber の通常の業務においてサービス提供者への支払いを計算する目
的で使用されます。 
 
セクション IV: 守秘義務および非開示 

 
Uber は、以下に定める場合を除き、健康と安全のための有給休暇の要求に伴いサービス提供者または
他者が提供する情報の機密性を保持します。機密性を保持する情報には、サービス提供者またはサービ
ス提供者の家族の健康に関する情報、サービス提供者またはサービス提供者の家族が家庭内暴力、性的
暴行、またはストーカー行為の被害者であるという事実、サービス提供者が条例に基づき健康と安全の
ための有給休暇を要求または取得したという事実、書面または口頭による声明、書類、記録、または
サービス提供者が提出した補強証拠が含まれますが、これに限定されません。 
 
条例に基づき、サービス提供者が提供する情報は、次の場合に限り、Uber が開示することができま
す。 
サービス提供者による依頼または同意があった場合。 
裁判所または行政機関からの命令。 

または該当する連邦法または州法で義務付けられている場合。 
 
セクション V: 稼動の途絶 

 
条例の規定に従い、サービス提供者が休止、無効化、またはその他の理由により稼動せず、Uber で稼
動を途絶してから 12 か月以内に稼動を再開した場合は以下のようになります。 

 



セクション III に基づき、健康と安全のための有給休暇を使用するサービス提供者の適格性を判断する
目的で、過去の稼動を計算に入れるものとします。ただし、稼動の途絶があった場合、適格性を判断す
るために使用する稼動時間は 3 年以内に発生したものとします。 
以前に発生した未使用の健康と安全のための有給休暇は、サービス提供者が保持するものとし、サービ
ス提供者が Uber における稼動で、健康と安全のための有給休暇の使用を申請する前の 90 暦日以内に
シアトルでサービスの全部または一部を提供した場合、かかる健康と安全のための有給休暇を使用する
権利を有するものとします。サービス提供者は、無効化または登録組織での稼動を妨げられるその他の
状況が続く期間において、健康と安全のための有給休暇を使用する権利を有します。ただし、かかる状
況が、サービス提供者によって行われた性的暴行に対する立証済みの申し立てによるものでない場合に
限られます。 

 
サービス提供者が Uber で稼動を途絶してから 12 か月より後に稼動を再開した場合、サービス提供者
は以前に発生した健康と安全のための有給休暇を保持する権利を有さず、条例の目的上、サービス提供
者は新たに稼動を始めたとみなされるものとします。 
 
セクション VI: 確認の要求 

 
サービス提供者が 3 日以上連続で健康と安全のための有給休暇を使用した場合、Uber は、サービス提
供者が健康と安全のための有給休暇を条例の対象となる認可目的に使用したことの合理的な確認を要求
することができます。法律で保証される理由により発生した PSST の期間が使用されたことを示す書類
を Uber から要求された場合、サービス提供者は、病気、負傷、健康状態、または予防医療の性質を説
明する書類を提出する必要はありません。 

 
条例に基づき、Uber は新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) に対応して公務員が宣言した非常事態の
期間は、医療機関の確認を要求しないものとします。公務員が新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 
に対応して非常事態を宣言した場合、医療従事者の確認を要求することは、登録組織にとって不合理な
負担と自動的にみなされるものとします。 
 

セクション VII: 権利の通知 

 
本ポリシーに加えて、Uber は Uber アプリを介してサービス提供者の 1 日あたりの平均支払い額、およ
び未使用、使用済み、使用可能 PSST を毎月通知します。 
 

セクション VIII: 報復の禁止 

 
Uber は、条例に基づいて保護された権利の行使、または行使の試みを妨害、制限、または否定しない
ものとします。Uber は、健康と安全のための有給休暇の使用をサービス提供者に対する懲戒またはそ
の他の不利益な行動につながる可能性がある事柄とみなすポリシーを採用または実施しないものとしま
す。 
 

さらに、サービス提供者が条例に基づいて保護された権利を正当に行使した場合に、Uber はそれを理
由としていかなる人物に対しても不利な措置をとらないものとします。Uber は、サービス提供者が条
例に基づく権利を行使したことを理由に、条例に基づいて保証された権利を行使する者に対し、直接的
または間接的に、当人が合法的に米国に居住していないことを公務員に報告するつもりであると通知し
てはなりません。また、サービス提供者またはサービス提供者の家族の市民権または移民の身分への疑
いについて連邦、州、または地方の機関に報告したり、黙示的または明示的に主張したりするつもりで



 
 

あると通知しないものとします。 

 

セクション IX: 執行権限および義務 

 

労働基準局 (OLS) とその部門 (以下、「機関」) は、本条例の違反を調査する権限を有するものとしま
す。また、条例の定義および、その他の点で条例の遂行において必要かつ適切な法律規定にあるよう
に、これらの任務の遂行においてかかる権限と義務を有するものとします。 

 
機関は、本条例の実施および執行を調整する権限を有し、かかる目的のために既知のガイドラインまた
は規則を作成することができます。 

 
さらに、労働基準局は、条例を施行し、PSST の使用に対するサービス提供者への報復を防止する責任
を負います。PSST の権利への違反に遭ったサービス提供者は、OLS に苦情を申し立てるか、訴訟を起
こすことができます。 
 
OLS では、無料の技術サポート、パンフレット、ポスター、その他の資料も提供しています。OLS の
詳細については、206-256-5297 に電話で問い合わせるか、こちらをご覧ください。 
 
セクションIX: PSST に関する質問 

 
条例または PSST の特典について質問があるサービス提供者は、本ポリシーの別の箇所に記載されてい
る OLS のリンクに加えて、Uber および/または Uber Eats のサポートに連絡することができます。 

 
Uber による投稿 
 

カテゴリ: 更新情報 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=22c957bc-e1df-4ce4-a073-2ece609e5a87&_ga=2.126038340.817123192.1610403856-2055291841.1606160153
https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=2784817f-919f-4732-8439-2ef0865625b6&_ga=2.130347718.817123192.1610403856-2055291841.1606160153

