
 
第 19 章 労働事情 

85 

 労働事情 

 

労働法の概要 

メキシコの労働法は、1917 年制定の憲法に基づき、1931 年に連邦法として制定されたが、労働

者保護的な色合いが強く、雇用関係の流動性を阻むものとして、その後は改正が繰り返されてき

た。2012 年に当時のカルデロン政権によって制定された改正法は、従来と大きく内容を変えるも

のとして注目された。主な改正点は、①試用期間・時間給の設定、②人材派遣制度の定義の明確

化である。従前より雇用形態として認められたものは無期限雇用のみであり、雇用の解除にあたっ

ては雇用主都合の解雇として相応の補償を支払う必要があった。この点については変更がなかっ

たものの、この改正で決定された試用期間の導入により、適性を見極めた上で雇用主は雇用関係

を検討することができるようになった。また時間給の概念も導入され、就業時間に応じた給与の

設定が可能となった。一方、人材派遣の定義が厳格化される等の制限も課された。雇用の際に、

①契約先企業で行われる業務の全部あるいは大半を請け負うことはできない、②職務の専門性に

より正当化されなければならない、③契約先企業の労働者と同一あるいは類似した職務であって

はいけない、の人材派遣の 3 つの要件を満たさない場合、契約先企業は雇用主とみなされ、社会

保障等の負担義務が発生する。定年制度については未だ導入されていない。 

AMLO 政権下でも 2019 年に連邦労働法が改正され、施行されている。その背景には、①憲法改

正（2017 年）に基づく労働裁判制度改革の施行法制定（後述）や②団結権及び団体交渉権条約の

批准、CPTPP 発効及び USMCA 署名に対応した労働組合、労働協約等に関する国内法の整備があ

る。メキシコの労働法については、労働関係についての法解釈上の疑問が生じた場合には被雇用

者に有利な解釈が適用される点に注意する必要がある。 

また、2021 年 4 月に人材派遣サービスを規制する連邦労働法の改正案が成立し、2021 年 4 月 24
日に施行した。改正の背景には、多くの企業が人材派遣を違法な形で利用することで多くの労働

者に悪影響が及んでいたことと、違法な人材派遣会社が法律の定める福利厚生や社会保険を適正

に拠出しておらず、実際よりも低い給与を登録する行為等を通じて税金の支払いも逃れていたこ

とがある。 

本連邦労働法改正の改正内容のポイントは、労働社会保険省（STPS）の認可事業者が提供する

専門サービスを除き、人材派遣サービスの提供が禁止されたことと、PTU 分配額の上限が設定さ

れたことである。まず、人材派遣サービスの提供の禁止に関して、改正後連邦労働法においては、

人材関連サービスを①人材派遣サービス、②専門サービス、③人材紹介サービスに分類し、取扱

いを定めている。改正後連邦労働法では、人材派遣サービスを提供することは原則禁止され、例

外として、「専門サービス・業務」のための人材派遣サービスを提供することは認められる。ここ

で、専門サービスとは、「派遣先企業の事業目的あるいは主要な経済的活動を構成しないサービス」

と定義されている。 

次に PTU 分配額の上限に関して、従業員の給料の 90 日分、又は、従業員が過去年間に受け取っ

た受領額の平均のいずれか高い金額が PTU 分配額の上限となる。なお、本連邦労働法の改正によ

り分配額の計算方法については変更されていない。 
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なお、本連邦労働法の改正に合わせ、社会保険法・労働者住宅基金（INFONAVIT）法・連邦税

法典（CFF）・所得税（ISR）法・付加価値税（IVA）法等も改正されている。これらの改正は、メ

キシコ日系企業に大きな影響があることから、現地当局、JETRO、グローバル会計事務所等が公

表している資料等を確認の上、適切に対応する必要がある。 

 

労働市場と雇用情勢 

2020 年時点でメキシコの総人口は 1.26 億人で、そのうちおよそ 43%の 55 百万人が経済活動に

従事（就業）している。就労者のうち、第一次産業に従事する労働者は 657 万人、第二次産業に

従事する者が 1,380 万人、第三次産業に従事する者が 3,464 万人である。 

 
図表 19-1 メキシコの労働市場サマリー（2020 年第 1 四半期時点） 

指標 合計（人） 

総人口 126,661,703

15 歳以上の人口 95,784,628

就業者数 55,352,304

失業者数 1,976,060

第一次産業の就業者数 6,574,359

第二次産業の就業者数 13,803,972

第三次産業の就業者数 34,646,072
（出所）INEGI（国立統計地理情報院）より作成 

 

就業人口のうち 3 割弱がインフォーマルセクターで働いているとされる。インフォーマルセク

ター労働者は適正な税金を払わずに働いている者も多いことから、メキシコにおける所得税収の

少なさの主な要因となっている。 

国立統計地理情報院によるインフォーマルセクターの定義は、「法人格を持たない家内企業的な

性格を持つすべての活動主体」であり、露天商や靴磨き等が含まれる。他方、非正規労働者は、

合法的な組織や仕事に就きながらも雇用契約や社会保険登録のない労働者を指す。自給自足的な

農村労働者や富裕層の家庭で働く雇用契約のない家政婦等もインフォーマルセクターに入る。 

現地日系企業へのヒアリングによれば、地域によっては離職率の高さが深刻な問題となってい

る地域もあるようである。よりよい待遇を求めて数ヵ月で転職することも珍しくない状況である。

なお、転職する原因としては、給与や福利厚生の良さのみならず、食堂の美味しさや職場環境、

バス通勤時の快適さ等の様々な要因が関係しているようである。一方で、同州の中であっても、

周辺に競合企業が少ない地域や労働者の供給が豊富な地域では離職率が 10%未満の企業もあり、

安定した雇用ができているようである。 
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ひとくちメモ 13：現地雇用者のマネジメント 

メキシコでは労働者のマネジメントとして、労働者の特徴を十分に理解して対応していく必要があり、

具体的な事例は以下のとおりである。 

＜納得感を重視する＞ 

トップダウンによるマネジメントは、うまくいかないことが多いようである。例えば、メキシコ人従業

員に対し、年に 1 度の給与査定があるが、中には自己アピールが強く、日本人マネージャーと衝突するス

タッフがいる。必要な情報は開示し、対話を重ねることで納得して業務に従事してもらうように工夫する。

＜キャリアビジョンを重視する＞ 

メキシコ人は自分の仕事を守る傾向にあり、仕事を同僚と共有すること、他の者に対する人材育成に携

わることに消極的な人が多いようである。数年後の役職や役割を見せ、将来のキャリアに安心してもらう

ことで、情報共有や人材育成が活性化するように努める。 

＜人前で怒られるのを嫌う＞ 

親や先生に怒られた経験を持たない人が多く、怒られることを嫌う傾向にある。また、プライドを傷つ

けるような行為は避けるべきである。指導する際は、個室に呼び感情を抑えた対応を心がける。 

＜無断で欠勤する労働者がいる＞ 

従業員のなかには事前連絡もなく欠勤する人がおり、生産業務に多大な影響を与えることもある。無断

欠勤を理由に解雇することも一つの手段だが、事前に無断欠勤を防ぐ対策として、日常的に従業員との適

切なコミュニケーションをとることや、週払いの給与支給時に皆勤手当を出す等が挙げられる。従業員の

マネジメントに工夫を凝らして働きやすい環境を作ることも一案である。 

＜アフターフォローが不可欠＞ 

現地企業へのインタビューによると、「返事は良いが、分かっていないことが多い」という意見が複数聞

かれた。本当に業務指示を理解しているか確認するために、細かく進捗を確認する等アフターフォローを

怠らないようにする。他方、管理職の従業員にはある程度の裁量を与えることが大切であり、相手に合わ

せて適切な対応をとる。 

＜家族を大切にする＞ 

家族を一番に考える国民性のため、従業員に家族イベントが発生した場合は、休暇取得を認める等の対

応も求められる。また長時間通勤を嫌うため、通勤バスのルートを細かく設定する等、従業員が継続して

働きやすい環境を整備する。 

＜イベントを大切にする＞ 

メキシコ人はイベント好きで、中でも母の日、死者の日、クリスマスを大切にする。これらのイベント

を共に祝うことで、従業員のモチベーションを向上させていくことも有用である。 

＜食堂でのおいしい食事を期待する＞ 

「社員食堂の味が美味しくなくて、従業員が辞めてしまった」という経験をした日系企業があることから

もメキシコ人は食事の時間を大切にする。味の改善は福利厚生の一環と考え、対策を怠らないようにする。
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賃金 

賃金水準 

メキシコ進出の魅力は地理的に巨大市場の米国と隣接していることと、比較的安価な労働力で

ある。中堅技術者の場合、メキシコの平均賃金水準は、ブラジルのおよそ 6 割、チリの 5 割程度

である。下表は、メキシコと近隣諸国との賃金と名目賃金上昇率の対比表である。 

 
図表 19-2 メキシコ及び近隣諸外国の賃金水準 

 メキシコ 
（メキシコシティ） 

ブラジル 
（サンパウロ） 

チリ 
（サンティアゴ） 

ワーカー月給 
（一般工職）  350 ドル  522 ドル 1,296 ドル 

エンジニア月給 
（中堅技術者） 1,750 ドル 2,955 ドル 3,288 ドル 

中間管理職月給 
（課長クラス） 3,289 ドル 3,851 ドル 6,981 ドル 

法定 低賃金 7.13 ドル/日 

連邦：        213.07/月 
サンパウロ州：(1)225.38/月 

 (2)229.21/月 
（1）農林水産業一般労働者、

掃除人、床屋、マニキュア

店、石工、宅配等 
（2）医療従事者、農林水産業

（管理職）、営業管理職等 
 

459 ドル/月 

名目賃金上昇率 2019 年： 5.34% 
2020 年： 7.99% 

2017 年： 5% 
2018 年：10% 

2018 年：4.4% 
2019 年：4.7% 

（出所）ジェトロ公表資料（調査実施時期：2021 年 1 月～2021 年 2 月）より作成 

 

賃金は労働法第 82 条から 116 条で規定されている。一般的に給与は、現場の労働者であるブ

ルーカラーに対しては 1 週間ごとに支給され、それ以外に対しては 15 日ごとに支給される（88
条）。また、一般的に同一の労働内容に対しては同一の賃金が支払われ、社内の貢献度等の概念は

存在しない（86 条）。 

メキシコの法定 低賃金は、連邦労働法の第 6 章に規定されている。国家 低賃金委員会によ

り設定され、2021 年 1 月時点、メキシコの法定 低賃金は 7.13 ドル/日となっている。 

なお、2012 年 11 月の労働法改正により、時間給の概念が導入された。時間給を採用する場合に

は、1 日の就業時間を超える労働を労働契約に含めることができず、その給与は、1 日の 低賃金

を下回るものになってはならない。給与のほかに、有給休暇取得に伴う休暇手当や、年末手当等

が支給される。 

また、メキシコで事業を行う際に欠かせないのが通訳であるが、現地日系企業へのヒアリング

によると、現地で日本語とスペイン語が話せる通訳を見つけることは容易ではなく、見つけたと

しても相応の賃金を支払わなければならず、コスト面で大きな負担となることがあるようである。 
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労働者利益分配金 

メキシコには、労働者利益分配金（PTU: Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas）という独特の制度がある。これは、労働法第 117 条～131 条で規定されているもので、

会社が企業活動で得た利益のうち課税所得の 10%を株主でない被雇用者に分配する制度のことで

ある。この時、繰越欠損金は勘案されないので注意が必要である。具体的な PTU の分配方法は、

課税所得の 10%のうち半分を年間労働日数に応じて全ての被雇用者に分配し、残りを各被雇用者

の労働賃金水準に応じて分配するというものである。なお、取締役や 高責任者は PTU の分配対

象外である。 

この制度により企業収益が圧迫されるため、本業の事業会社とは別に収益の出ない人材派遣会

社を設立し、社員の所属を人材派遣会社に移すことで、事業会社の PTU 分配を逃れている企業も

あった。しかし 2012 年の改正法により、①契約先企業で行われる業務の全部あるいは大半を請け

負うことはできない、②職務の専門性により正当化されなければならない、③契約先企業の労働

者と同一あるいは類似した職務であってはいけない、という 3 つの要件を満たさない場合は事業

会社を雇用主とみなす旨が定められたため、人材派遣会社を利用した PTU 回避は難しくなった。

PTU は収益を圧迫するだけでなく、企業収益の変動に連動した PTU の水準の変動に伴う労使トラ

ブルにもつながり得るため、多くの雇用主を悩ませている。 

 

雇用関係 

現地人雇用義務 

労働法第 7 条において、メキシコ人の雇用義務が規定されている。当該条項により、すべての

企業や事業所において、メキシコ人の雇用比率を 9 割以上にしなくてはならない。比率を計算す

る際に、役員、支配人等はその母数から外される。 

2012 年に移住法が施行されると、規則第 166 条「雇用主登録」により、「被雇用者とその国籍リ

スト」の登録が求められることとなった。 

 

雇用契約の締結と被雇用者の解雇 

メキシコでは、労働法により、採用時に会社と被雇用者との間で書面にて雇用契約を締結する

ことが定められており、雇用契約書は少なくとも被雇用者と雇用者の双方で一部ずつ保管しなけ

ればならない。 

 

労働条件 

労働時間や休日、残業等に関する事項は労働法第 58 条から第 75 条において規定されている。

また、休暇については同法第 76 条から第 81 条において規定されている。 

これらの労働条件については、図表 19-3 に示している。 
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図表 19-3 労働条件の概要 

項目 概要 

勤務時間 

昼間勤務（午前 6 時から午後 8 時）は、1 日 8 時間以内、週 48 時間以内と規定されて

いる。夜間勤務（午後 8 時から翌朝 6 時）は 1 日 7 時間以内、週 42 時間以内と規定さ

れている。昼夜混合勤務（夜間勤務時間が 3.5 時間以内）の場合は、1 日 7.5 時間以

内、週 45 時間以内と規定されている。連続労働の場合は 30 分以上の休憩時間を勤務時

間内に取らなくてはならない。また、休憩や食事の時間中に職場を離れることができな

いときは、労働日の有効時間として計算される。 

時間外労働 

1 日 3 時間以内、週 3 日以内とされる。1 週間に 9 時間までの残業は時間給の 2 倍の残

業手当が支払われる。平常時 1 週間に 9 時間以上の残業は、時間給の 3 倍の残業手当の

支払い義務が生じ、かつ罰則が課される恐れがある。 

災害時、通常賃金と同額で支払われる。 

休日出勤は、平常賃金の 3 倍の給与が支払われる。 

休日 週に 1 日は休日を設ける必要がある。国民の祝日は平常 7 日であり、大統領が交代する

年は 12 月 1 日が祝日となる。加えて、慣習的休日が 5 日から 6 日ある。 

有給休暇 

入社してから働いた期間が 1 年を超える労働者は、有給休暇を取得する権利がある。初

年度は 低 6 日の権利が発生し、2 年目以降は 2 日ずつ追加される。5 年目以降は 5 年

ごとに 2 日ずつ追加される。休暇を取得すると、1 日あたり給与の 25%以上に相当する

休暇手当が支給される。 

（出所）労働法及びジェトロ「メキシコ経済の基礎知識第 3 版」より作成 

 

年金・社会保険 

社会保障制度として、社会保険、年金、労働者住宅基金等が存在する。雇用主の場合は、社会

保障は給与に上乗せされて負担することとなる。雇用主と被雇用者の負担率と、その内訳は以下

のとおりである。 

 
図表 19-4 メキシコ主要都市における社会保障負担率（2020 年 2 月時点） 

 雇用主 被雇用者（本人） 

社会保障負担率 26.1% 2.375% 

内訳 

医療保険：8.55%  
労災保険：4.65%  
年金：5.15% 
労働者住宅基金：5.00% 
身体障害・生命保険：1.75% 
保育関連負担金：1.00% 

医療保険：0.625%  
年金：1.125% 
身体障害・生命保険：0.625%

（出所）ジェトロホームページより作成 

 

日本とメキシコの間では、社会保障協定が締結されていない（2020 年 12 月時点）ため、駐在員

は、日本とメキシコ両方の年金に加入しなくてはならない。 
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労使関係 

メキシコでは労働法第 362 条及び第 364 条に基づき、14 歳以上の労働者 20 名以上により労働

組合を組成することが可能である。労働組合には様々な種類があり、企業別、職種別、産業別等

が挙げられる。労働法第 923 条により、既に労働組合を結成している企業に対しては他の労働組

合が干渉することが認められていないことから、企業側は自社の労働者から成る労働組合を結成

する、又は穏健な労働組合に労働者たちを加盟させるようにしている。この狙いは、外部の過激

な労働組合の干渉を防ぐことである。労働組合の結成に伴い、組合との間で労働協約や就業規則

を締結する。協約自体は 2 年ごとに、賃金は毎年見直される。 

労働法第 440 条から第 469 条及び第 920 条から第 938 条において、ストライキについて規定し

ている。条文では、会社又は事業者全体の労働者のうち、過半数の賛成によって労働を一時的に

停止し、抗議を行うことをストライキと定義している。 

現地日系企業へのヒアリングによると、大規模なストライキやデモが起こることはほとんどな

く、労働組合との対話も友好的に行われているようである。ただ、従業員が個人レベルで昇給を

要求してくるケースが発生することがあり、日頃から従業員とのコミュニケーションをとってお

くことが求められるようである。 

また、メキシコ人の特徴として、人前で怒られることに慣れていないことから、注意する場合

には慎重に行う必要がある。いずれにしても、日本企業特有の文化や習慣を押し付けるのではな

く、現地にあったやり方を、時間をかけて見つけていくことが必要である。 

 

労働紛争 

メキシコ国内におけるストライキの発生件数は、2000 年代に比べると近年は大幅に減少してお

り、2009 年以降は 100 件未満となっている。なお、2019 年は 76 件のストライキが発生している。 

 

図表 19-5 メキシコ国内におけるストライキの発生回数 

 
（出所）INEGI をもとに作成 
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2017 年労働紛争解決のために、憲法 107 条及び 123 条の法改正が行われた。同憲法改正によっ

て、調停仲裁委員会（Juntas de Conciliación y Arbitraje）が廃止された。その背景としては、ストラ

イキ実施に関わる調停仲裁委員会との手続において、手続の遅延、判断の不透明性、腐敗が疑わ

れ、同委員会の判断が客観・公正の立場とは言えないとの批判が絶えなかったことが挙げられる。 

2019 年 AMLO 政権下で、同憲法改正に基づく労働裁判制度改革のための施行法が制定され、労

働裁判を司法府管轄の裁判所で実施するための法的枠組みが整備された。また、労働裁判の前に

調停（和解）手続を行うことを義務化するとともに、労働組合と労働協約の登録等を行う行政機

関として連邦調停労働登録センター（CFCRL）が設立された。 

 

ひとくちメモ 14：労働問題の実態 

組合による保護が強いことは事実である一方、組合自体が本来の目的を失い企業向けビジネスのよう

になっている現状を踏まえると、ストライキ等の企業対組合という構図において日系企業が巻き込まれ

る事案は非常に限られている。 

ただし、企業対個々の労働者という側面ではまた大きく異なり、労働者側が離職にあたり弁護士と組

んで企業を訴えるような動きも見られるようである。そのようなケースでの裁判には日系企業も日々巻

き込まれている。また従業員による横領等の不正も一部では発生しており、留意が必要である。 

 

ひとくちメモ 15：長く勤めてもらうための付き合い方 

メキシコに進出しているある日系製造業企業から話を聞いたところ、優秀な人材も多いとの声も挙が

る一方で、一部の企業からはワーカーの遅刻や無断欠勤が多く、残業や休日出勤にも柔軟に対応できな

い等、従業員の扱いに苦労しているとの話も聞いている。また、管理職人材や専門的な知見を有する人

材の獲得が難しく、地方部においてはさらに採用が難しくなっているとのことである。そのため、メキ

シコに進出する全ての日系企業において、苦労して採用した従業員の離職率を下げ、長く勤めてもらう

ための環境作りが重要となっている。以下では、長く勤めてもらうための工夫の具体例を紹介する。 

・ 入社前にそれなりの面接、身体検査を行い、できるだけ辞めなさそうな従業員を採用する。 

・ 軽食付きで月次会議を開き、コミュニケーション機会を増やす。（コロナ下では全体ではなく、

グループミーティングに変更） 

・ 奨励金付きの業務の改善提案の募集、インセンティブ付きの皆勤賞、フードクーポン付きの勤

続手当の支給等の制度を作る。 

・ ワーカー紹介制度を作り、新たなワーカーを紹介してもらったら紹介料を支払う。 

・ メキシコ人はイベント事が好きなので、コロナ前はファミリーデーを設けて遊園地に家族同伴

で遊んでもらう、クリスマスパーティを開催する等していた。現在はクリスマス、母の日、父

の日等でプレゼントを従業員に配布している。 

・ ベンダーと契約し、社内で軽食販売をしてもらっている。 

・ 交通の便が少ない地域では、公共交通機関の時刻表に合わせたシフトを組む。 

・ 夜間の移動はメキシコ人であっても危険であり、過去に従業員が襲われた事例がある。そのた

め夜間の移動を極力少なくしたシフトを組んでいる。 
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外国人就労規制と労働許可の取得 

2012 年、移住法施行規則が公布され、外国人の滞在に際して、「訪問者」「一時的居住者」「永住

者」の 3 通りの滞在ステータスを規定している。 

 
図表 19-6 各滞在方法の概要 

ステータス種類 概要 

訪問者 

メキシコで報酬を得ない訪問者（報酬を伴う活動許可なし。連続滞在期間は 長で

180 日）  
メキシコで報酬を得る訪問者（報酬を伴う活動許可あり。同 180 日）  
地域訪問者（指定国境地帯の居住者。報酬を伴う活動許可なし。同 3 日）  
国境地帯労働訪問者（隣国の国民のみ。報酬を伴う活動許可あり。同 1 年）  
人道的理由による訪問者（政治的迫害、亡命希望者等。滞在期間は不特定）  
養子縁組のための訪問者（メキシコと協定を締結した特定国国民のみ。滞在期間は

手続期間中）  

一時的居住者 

一時的居住者（報酬を伴う活動許可あり。連続滞在期間は 長で 4 年だが、更新も

可能）  
一時的居住者：学生（大学以上の場合は、報酬を伴う活動許可あり。滞在期間は在

学期間中） 

永住者 永住者（報酬を伴う活動許可あり。滞在期間は無期限） 

（出所）ジェトロホームページより作成 

 

駐在者は入国前に一時的居住者としての滞在許可を得る必要がある。これは、移住法第 53 条に

より、駐在予定者が訪問者として入国する場合は一時的居住者のステータスに変更することがで

きないように制限されているためである。一時的居住者として滞在許可を得るまでには、以下の

ような手続を経る必要がある。 

 
図表 19-7 一時的居住者としての滞在手続きの流れ 

手続き 詳細 

就労ビザ承認手続き 
（Autorización de Visa por Oferta de Empleo） 

在メキシコ現地法人又はその代理人を経由して、

国家移住庁に就労ビザを申請。国家移住庁にはビ

ザを取る外国人の職種や報酬額等に関する情報を

提出する必要がある。承認までに 3 週間から 2 ヵ

月程度を要する。 

在外領事館での面接 

就労ビザの承認が下りた後、在日メキシコ大使館

領事部等で本人が面接を受ける。署名と拇印の電

子登録をした上で手数料を支払い、パスポートに

入国ビザを添付してもらう。領事部の混雑状況に

より、所要日数は異なる。 

滞在許可証発給手続き 

国家移住庁の管轄事務所に滞在許可証（プラス

チック製の ID カード）の発給申請を行う。申請か

ら 10 日前後で連絡があり、国家移住庁の事務所に

出頭して再度署名と拇印の電子登録を行う（即日

発行はされない）。後日、署名と拇印が印字された

ID カードが発行されたら、国家移住庁の事務所ま

で取りに行く。 

（出所）ジェトロホームページより作成 
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なお、特殊業種においては、外国人の就業が禁止されている。労働法第 189 条及び第 216 条は、

メキシコ国籍の船舶及び民間航空機の乗組員を、他の国籍を持たないメキシコ人（帰化メキシコ

人を除く。）に限定している。また、鉄道員も労働法第 246 条によりメキシコ人（帰化メキシコ人

を除く。）に限定されている。 

 

ひとくちメモ 16：就労ビザの取得難易度 

細部の手続において地方によってローカルルールがあり、統一して語ることは難しい。一般的にはメ

キシコシティのように外国人が多い大都市では比較的スムーズであり、地方に行くほど時間がかかる傾

向がある。また現地駐在員の話では、以前までは就労ビザ（TRT カード）の取得は入国して 2、3 ヵ月が

当たり前であったが、コロナウイルスによる外国人の入国が減ったためか、現在は入国後数日で取れた

こともあったとのことである。 


