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　日本のものづくりの維持・発展に大きな役割を果たしてきた「現代の名工」制度が創設されて、約50年が経過しました。
改めて技能伝承について理解を深めるため、「現代の名工展」を以下のとおり開催します。
　普段の生活ではあまり見ることができない、職人の高い技能を感じられる展示です。入場無料となっておりますので、み
なさまのご来場をお待ちしています。

◆開催日時：平成28年１月19日（火）10：00～19：00
　　　　　　　　　　　　 20日（水）10：00～17：00
◆会　　場：横浜新都市ビル（横浜そごう）９階　センタープラザ
◆主な内容：◇現代の名工展

　　　　　平成27年11月に発表された「現代の名工」（県内10名）の方をパネルで紹介（一部作品展示あり）
　　　　　　◇神奈川の名工展示

　　　　　過去の名工受賞者を中心とした「神奈川の名工」の作品展示と、パネルによる作品紹介
◆問い合わせ：神奈川県職業能力開発協会 かながわ技能振興コーナー　TEL  045-633-5403

「現代の名工展」を開催します！「現代の名工展」を開催します！

　県と川崎市では、ワーク・ライフ・バランス企業担当者交流会を開催します。
　労働力人口の減少が進み、特に若年層の確保が一層難しくなる中、人材確保と活用のあり方を考えておくことが企業の持
続的発展に不可欠な時代となりました。
　ワーク・ライフ・バランスの課題は、子育てをする社員の就業継続や活躍の問題に加え、近年は、仕事と介護の問題に焦
点が当たりつつあります。そこで介護や子育てをはじめ、地域活動や自己啓発のための勉強など、仕事と「何か」を両立す
る社員を想定しながら業務運営を考えるとともに、正社員以外の社員の活用のあり方についても考える必要があります。
　この交流会では、労働契約法、パートタイム労働法の改正や2016年10月に施行される社会保険の適用対象拡大を視野に
入れながら、多様な人材の活用方法を考えていきます。また、先進的な取組みをしている企業の方をお迎えして、お話を伺
います。
◆日　時：平成28年１月28日（木）　13：30～16：30
◆会　場：川崎市役所第４庁舎第７会議室
　　　　　（川崎市川崎区宮本町３番地３／京浜急行「京急川崎駅」から徒歩７分、ＪＲ「川崎駅」から徒歩10分）
◆講　師：松原　光代 氏（学習院大学経済学部特別客員教授）
◆企業事例発表：①三州製菓株式会社（製造業）　
　　　　　　　　　地域のパートを活用し、「一人三役」制度を導入しながら社員のワーク・ライフ・バランスも実現した事例
　　　　　　　　②株式会社ウィズチャイルド（保育所運営）
　　　　　　　　　パートを短時間正社員に登用し、組織活性化を図る事例
◆申込み：県のホームページから申込みできます。
　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p977351.html
◆問い合わせ：神奈川県労政福祉課　両立支援グループ　電話 045-210-5744
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「底支え！」「底支え！」

平成28年の抱負平成28年の抱負

連合神奈川会長　柏木　教一

　新年明けましておめでとうございます。

私ども連合神奈川は、昨年も多くの方々にご協力いただきながら、運動を展開することが

出来ました。衷心より御礼申し上げます。

　さて、我が国の構造的課題（人口動態、労働市場構成、職場環境の変化）への対応がま

すます重要になってきています。また、その構造の一つ一つが複雑に組み合わされている

状態と言えます。

　今取り組むべき最大の課題は、何といっても経済の好循環をもたらすことではないで

しょうか。とりわけ、非正規雇用で働いている方々も含め、個人消費を上向けるための「底上げ・底支え」が重要

です。

　国の持続可能性を担保するには、多くの働くものの生活と、将来不安の払拭が不可欠です。

　私たちは、働くことに最も重要な価値を置き、共に生きる社会を希求しています。あらゆる産業・企業が明るさ

を取り戻し、そこに働く者が、未来に希望を抱ける社会をめざしたいと思います。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「働き方」を見直して、職場の活力、生産性の向上を！！「働き方」を見直して、職場の活力、生産性の向上を！！
一般社団法人神奈川県経営者協会　会長　小俣　一夫

　新年あけましておめでとうございます。

 昨年は、春先より箱根山の火山活動が活発化したため、県西地区の支援、応援に資する

よう、自然防災や気象・地球環境関係をテーマとした協会行事も開催し、正確かつ役立つ

情報の発信・周知に注力してきたところです。幸い、年末には状況も落ち着いており、県

内全域で穏やかな新年を迎えられることを、心よりうれしく感じております。

　さて昨今の我国の経済状況は、緩やかな回復基調とはいうものの、中国などの海外要因

を踏まえるとまだまだ不透明であります。また中長期的には、少子・高齢化、人口減少社

会の到来が確実であり、労働力確保、技術継承といった課題への対応は急務といえます。やはり手始めとして、こ

れまでの「働き方」を見直し、誰もが能力発揮できる働きやすい環境を整え、職場の活性化、生産性の向上に繋げ

ていくことが重要であると思います。

　今年も、多くの労働関係法令の改正・施行が予定されておりますが、引き続き、行政・労働組合等関係者の皆さ

んと様々な課題を共有しながら、着実な取組みを進めていきたいと考えております。本年もよろしくお願いいたし

ます。

企業経営者及び人事労務担当者向け

ワーク・ライフ・バランス講演会
企業経営者及び人事労務担当者向け

ワーク・ライフ・バランス講演会 無料

検索相模原市  ワーク･ライフ･バランス  講演会

　県内のワーク・ライフ・バランスの普及啓発を図るため、「元祖イクボス」川島高之氏を迎え、

神奈川労働局、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の連携のもと講演会を開催します。ぜひ、ご

参加ください。

○日　　時　平成28年２月10日（水）　14：00～16：30

　　　　　　第１部　14：00～14：20　相模原市仕事と家庭両立支援推進企業表彰式

　　　　　　第２部　14：30～16：30　講演「イクボスで“業績”と“部下の笑顔”が共にアッ

プします！」

○会　　場　相模女子大学グリーンホール 多目的ホール

　　　　　　（相模原市南区相模大野４－４－１、小田急線「相模大野駅」北口から徒歩約４分）

○講　　師　NPO法人コヂカラ・ニッポン代表

　　　　　　NPO法人ファザーリング・ジャパン理事

　　　　　　三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 代表取締役社長

　　　　　　川島　高之 氏

○定　　員　220名

○申込方法　お電話かホームページからお申し込みください。

○お申し込み　相模原市コールセンター（8：00～21：00）

　　　　　　　　TEL：042-770-7777

○問い合わせ先　相模原市環境経済局経済部雇用政策課

　　　　　　　　TEL：042-769-8238

　　　　　　　　E-mail：koyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

　神奈川県では、これから就職しようとする方、働き始めた若い方のために、働

く上で、知っておくと役に立つルールなどを分かり易く解説した「若者労働ハン

ドブック」（Ａ４版30ページ）と労働相談窓口などの案内カードを作成しました。

主な内容

「Ⅰ　働く前に知っておきたいこと」

　…正社員と非正規社員（パートやアルバイトなど）との働き方の違い、ワーク・

ライフ・バランス（仕事と仕事以外の生活のバランス）などについて

「Ⅱ　就職活動のポイント」

　…求人票の見方、応募書類の書き方、面接の受け方などについて

「Ⅲ　社会人としてのマナー」

　…社会人として必要な電話・メールの受け答え、言葉づかいなどのマナーにつ

いて

「Ⅳ　働くうえで知っておきたいルール」

　…労働契約や労働時間、賃金など労働法等に関する知っておきたい基本的なルー

ルについて

「Ⅴ　『働く』を応援します」

　…労働問題に関する相談窓口などの紹介

「若者労働ハンドブック」に関するお問い合わせは、

神奈川県労政福祉課労政グループ　045-210-5739

　

― 知っておこう、働くルール ―― 知っておこう、働くルール ―

働く前に読んでみよう働く前に読んでみよう働く前に読んでみよう働く前に読んでみよう働く前に読んでみよう働く前に読んでみよう
「若者労働ハンドブック」

を作成しました！
「若者労働ハンドブック」

を作成しました！
「若者労働ハンドブック」
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「若者労働ハンドブック」
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労働委員会の動き
調整事件関係では、新規申請（あっせん）が５件、終結は２件でした。不当労働行為事件関係では、新規申立てが７件、終結は２件でした。

それぞれの事件の申請、申立て、終結状況は、次のとおりです。

なお、終結した事件の概要は、労働委員会のホームページをご覧ください。（ＵＲＬ  http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417338/ ）

ブラックバイト
大内　裕和・今野　晴貴　　　　　　  堀之内出版

　アルバイト経験がある６割の大学生等が、残業代不
払いや勤務シフトの強制など様々なトラブルを経験し
たことが、厚生労働省による初の調査で分かった。本
書は、いち早く学生アルバイトの被害実態に気がつい
た大学教授と、ブラック企業問題に取り組んでいるＮ
ＰＯ法人ＰＯＳＳＥ代表の問題提起である。ブラック
バイトで働いた経験がブラック企業の労働に順応して
いく結果、社会全体の創造性や生産性の低下につな
がっていると指摘し、ブラックバイトの解決方法も紹
介している。

公益財団法人　神奈川県労働福祉協会　かながわ労働プラザ　労働情報コーナー
担当：菅原　鳥谷部　　TEL　０４５－６３３－５４１３

図

書

紹

介

交流分析であなたが変わる！
心の回復６つの習慣
山本晴義　　　　　　　　　　　  　　  集英社

　健康な心のあり方を伝え続けているメンタルヘ
ルスの第一人者である著者が、ストレス社会とい
われている現代において、ストレスの解消の方法
を「交流分析」の紹介や日常の中ですぐに取り入
れられる６つの習慣、Ｓ（スポーツ）Ｔ（旅）Ｒ

（くつろぎ）Ｅ（食べる）Ｓ（支援者）Ｓ（話す、笑
い、酒、歌う、睡眠）から具体的な例をあげて解
説してくれている。又最後にその６つの習慣を参
考にわずかな時間でも良いので「ストレス一日決
算主義」を取り入れることを提唱している。
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労働情勢 9 10 11月
Ⅰ神奈川労連第31回定期大会
　神奈川県労働組合総連合（福田裕行議長、96,014人）
は、９月21日に建設プラザかながわにおいて、代議員、
来賓等168人を集め第31回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　組織拡大と強化
２　賃金引上げ、労働条件改善、「働くルール」確立のた

たかい
３　「戦争をする国づくり」阻止
４　共同の中心を担う　

Ⅱ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第324回　五役会、第297回　執行委員会】
　９月29日、第324回五役会、第297回執行委員会を開
催し、次のとおり協議した。
１　委員の推薦等について
２　小田原・足柄地域連合職員の補充について
３　連合神奈川第27回定期大会の開催について
４　政治活動の取組について
５　労働審判員（第６期）の選出対応について
６　組織拡大実績の報告要請並びに2016年度に向けて
７　「地域連合のあり方検討委員会からの答申」に関する

執行委員会見解と取扱い
８　2015年秋季総決起集会の開催について
９　第12回労働安全衛生ネットワーク会議の開催について
10  国際連帯について（韓国受入れ）
11  2015帰宅困難者対策訓練の実施について
12  連合ユースラリーへの参加について
13  その他

【第325回　五役会、第298回　執行委員会】
　10月27日、第325回五役会、第298回執行委員会を
開催し、次のとおり協議した。

【協議事項】
１　役員の変更、委員の推薦等について
２　第27回定期大会の議案等について
３　政治活動の取組について
４　組織拡大実績と組織表彰について
５　北方領土返還要求運動神奈川県民大会の開催について
６　青年委員会当面の活動について
７　女性委員会の総会・学習会の開催について
８　その他　

■神奈川労連
【第１回幹事会】

　10月９日、第１回幹事会を開催し、次のことを協議した。
【議題】

１　定期大会総括
２　任務、各種委員会の確認
３　秋季年末闘争の具体化
４　戦争法廃止、安倍政権打倒のたたかい

【第２回幹事会】
11月７日、第２回幹事会を開催し、次のことを協議した。

【議題】
１　組織拡大・強化
　①「拡大3ヶ年計画」の進捗確認と具体化 
　②財政措置
２　最賃闘争、争議・裁判闘争
　①最賃裁判結審日行動
　②最賃審議会委員不当任命闘争
　③重点闘争
　④労働審判員制度の検証と審判員の任期
３　戦争法廃止、安倍政権打倒
　①共同の推進
　②安倍政権打倒に向けた悪政の実態告発

　③安倍政権打倒の共同の呼びかけ確認
　④公務員賃金確定闘争と安倍政権の憲法53条無視
４　税と社会保障闘争
　①全県一斉宣伝(12月期)
　②憲法25条共闘　
　　生存権裁判、年金裁判、最賃裁判の共闘

Ⅲ　主要労組の定期大会
■全国福祉保育労働組合神奈川県本部
　全国福祉保育労働組合神奈川県本部（佐藤正樹執行委
員長、329人）は、９月６日、横浜市開港記念会館にお
いて、代議員、役員、来賓等約50人を集め、第32回定
期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　労働組合としての足場を固め、労働者の「砦」とし

ての自力をつける。
２　賃金・労働条件など、職場での戦いを前進させ、職

場環境の改善を図る。
３　闘っている分会・仲間を自分の闘いととらえ支援する。
４　制度改善に向けての闘いを前進させ、要求を実現さ

せる。
５　組合員同士の暮らしを支え合う仕組みである「共済

活動」に加入する。
６　組織の強化・拡大に取り組み、「組合の基盤」「共済

活動の基盤」を強化する。
７　「平和こそ最大の福祉」。「いのち」と「暮らし」を

守るため、行動する。
【役員氏名】

執行委員長　　佐藤　正樹（緑陽苑分会・再）
副執行委員長　松本恵美子（横浜保育所分会・再）
書記長　　　　松下　圭一（瀬谷はーと分会・再）
■西湘地域労働組合総連合
　西湘地域労働組合総連合（山口与司雄議長、2,238人）
は、９月26日、県小田原合同庁舎２階会議室において、
代議員、来賓等約50人を集め、第22回定期大会を開催
した。

【運動方針の要旨】
１　戦争法案阻止、戦争する国づくりを許さないたたかい
２　賃金引上げ、労働条件改善、「働くルール」確立のた

たかい
３　組織拡大・強化
４　地域共同のたたかいの中心を担う

【役員氏名】
議　　長　山口与司雄（神奈川土建一般労組西湘支部・再）
副 議 長　伊藤　光治（全労連全国一般神奈川地方本部小

田原地区協議会・再）
　　　　　岩部　利雄（神奈川土建一般労組西湘支部・再）
　　　　　北川　和徳（神奈川県職員労働組合西湘支部・再）
事務局長　原田　典子（神奈川県病院労働組合足柄上病

院分会・再）
■湘南ユニオン第13回定期大会
湘南ユニオン（下山友子議長、225人）は、10月14日、
湘南ユニオン事務所において、組合員、来賓等約20人
を集め、第13回定時大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　雇用不安をなくし、諸闘争の勝利に向けて
２　ユニオンの機能強化と組合員参加型運営を
３　みんなが参加した活動や行事を
４　各団体と連携して運動の広がりを

【役員氏名】
執 行 委 員 長　下山　友子（地域活動支援センターひの

き・再）
副執行委員長　石川　秀夫（専従・再）
副執行委員長　風呂橋　修（部分専従・再）　
書記長　　　　宇佐美裕子（会計事務所・再）

■湘南地域労働組合総連合
　湘南地域労働組合総連合（澤口勇議長、4,049人）は、
10月18日、藤沢市民会館において、代議員、来賓等約
50人を集め、第32回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　憲法を守り生かす共同の流れを強く大きく
２　東日本大震災、「原発ゼロ」の取組
３　2016国民春闘と賃金闘争
４　消費税増税中止、社会保障の拡充を求める
５　組織拡大・強化を実現する
６　公契約条例、住宅リフォーム助成制度継続と実現
７　核兵器廃絶、平和の取組
８　働くルールの確立をめざす
９　最低賃金、均等待遇（デーセント・ワーク）をめざす
10  労働相談体制の確立
11  争議の勝利をめざす
12  政治の民主的転換を実現する

【役員氏名】
議　　長　澤口　　勇（医労連藤沢病院労働組合・新）
副 議 長　石山　　斉（神奈川土建一般労組茅ヶ崎寒川

支部・再）
事務局長　塚本　和則（郵政産業労働者ユニオン藤沢支

部・再）　　　　
■厚木地区労働組合協議会
　厚木地区労働組合協議会（関谷幸夫議長、27団体）
は、10月24日、アミューあつぎ市民交流プラザにおい
て、代議員、来賓等約40人を集め、第51回定期大会を
開催した。

【運動方針の要旨】
１　私たちをめぐる情勢の特徴
２　厚木地区労働運動の基調と重点的課題
３　運動の具体的取組
　⑴生活を守るたたかい
　⑵合理化・不当解雇・差別・権利侵害に反対し、争議

に勝利するたたかい
　⑶住民要求を実現するたたかい
　⑷平和と民主主義を守るたたかい
　⑸文化・スポーツ・レクリエーション活動
　⑹学習活動の強化
　⑺地区労活動の強化

【役員氏名】
　議　　長　関谷　幸夫（神厚労伊勢原支部）
　副 議 長　浅見　大行（神奈川土建一般労組厚木支部）
　事務局長　石山　卓男（神奈川県職労県央支部）
■県央コミュニティ・ユニオン
　県央コミュニティ・ユニオンは、（桧鼻達美、46人）
は、11月14日、相模原市民会館において、役員、組合
員、来賓20人を集め、第17回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　県央地域の唯一のユニオンとして、あらゆる働き方

の労働者とともに闘い、組織化をすすめよう
２　組合員の減少に歯止めをかけ、100人以上のユニオ

ンをめざそう
３　労働者保護法制の再構築、セーフティネット、労働

基準づくりの社会的課題に取り組もう
４　働く誰もが平和で安心して、人らしく暮らせる社会

をめざして諸団体とも連携していこう
【役員氏名】

執 行 委 員 長　桧鼻　達美（再）
副執行委員長　酒井　知機（再）
　　　　　　　石原　　均（再）
書記長　　　　田中　俊策（再）

か な が わ
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ブラックバイト
大内　裕和・今野　晴貴　　　　　　  堀之内出版

　アルバイト経験がある６割の大学生等が、残業代不
払いや勤務シフトの強制など様々なトラブルを経験し
たことが、厚生労働省による初の調査で分かった。本
書は、いち早く学生アルバイトの被害実態に気がつい
た大学教授と、ブラック企業問題に取り組んでいるＮ
ＰＯ法人ＰＯＳＳＥ代表の問題提起である。ブラック
バイトで働いた経験がブラック企業の労働に順応して
いく結果、社会全体の創造性や生産性の低下につな
がっていると指摘し、ブラックバイトの解決方法も紹
介している。

公益財団法人　神奈川県労働福祉協会　かながわ労働プラザ　労働情報コーナー
担当：菅原　鳥谷部　　TEL　０４５－６３３－５４１３

図

書

紹

介

交流分析であなたが変わる！
心の回復６つの習慣
山本晴義　　　　　　　　　　　  　　  集英社

　健康な心のあり方を伝え続けているメンタルヘ
ルスの第一人者である著者が、ストレス社会とい
われている現代において、ストレスの解消の方法
を「交流分析」の紹介や日常の中ですぐに取り入
れられる６つの習慣、Ｓ（スポーツ）Ｔ（旅）Ｒ

（くつろぎ）Ｅ（食べる）Ｓ（支援者）Ｓ（話す、笑
い、酒、歌う、睡眠）から具体的な例をあげて解
説してくれている。又最後にその６つの習慣を参
考にわずかな時間でも良いので「ストレス一日決
算主義」を取り入れることを提唱している。
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労働情勢 9 10 11月
Ⅰ神奈川労連第31回定期大会
　神奈川県労働組合総連合（福田裕行議長、96,014人）
は、９月21日に建設プラザかながわにおいて、代議員、
来賓等168人を集め第31回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　組織拡大と強化
２　賃金引上げ、労働条件改善、「働くルール」確立のた

たかい
３　「戦争をする国づくり」阻止
４　共同の中心を担う　

Ⅱ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第324回　五役会、第297回　執行委員会】
　９月29日、第324回五役会、第297回執行委員会を開
催し、次のとおり協議した。
１　委員の推薦等について
２　小田原・足柄地域連合職員の補充について
３　連合神奈川第27回定期大会の開催について
４　政治活動の取組について
５　労働審判員（第６期）の選出対応について
６　組織拡大実績の報告要請並びに2016年度に向けて
７　「地域連合のあり方検討委員会からの答申」に関する

執行委員会見解と取扱い
８　2015年秋季総決起集会の開催について
９　第12回労働安全衛生ネットワーク会議の開催について
10  国際連帯について（韓国受入れ）
11  2015帰宅困難者対策訓練の実施について
12  連合ユースラリーへの参加について
13  その他

【第325回　五役会、第298回　執行委員会】
　10月27日、第325回五役会、第298回執行委員会を
開催し、次のとおり協議した。

【協議事項】
１　役員の変更、委員の推薦等について
２　第27回定期大会の議案等について
３　政治活動の取組について
４　組織拡大実績と組織表彰について
５　北方領土返還要求運動神奈川県民大会の開催について
６　青年委員会当面の活動について
７　女性委員会の総会・学習会の開催について
８　その他　

■神奈川労連
【第１回幹事会】

　10月９日、第１回幹事会を開催し、次のことを協議した。
【議題】

１　定期大会総括
２　任務、各種委員会の確認
３　秋季年末闘争の具体化
４　戦争法廃止、安倍政権打倒のたたかい

【第２回幹事会】
11月７日、第２回幹事会を開催し、次のことを協議した。

【議題】
１　組織拡大・強化
　①「拡大3ヶ年計画」の進捗確認と具体化 
　②財政措置
２　最賃闘争、争議・裁判闘争
　①最賃裁判結審日行動
　②最賃審議会委員不当任命闘争
　③重点闘争
　④労働審判員制度の検証と審判員の任期
３　戦争法廃止、安倍政権打倒
　①共同の推進
　②安倍政権打倒に向けた悪政の実態告発

　③安倍政権打倒の共同の呼びかけ確認
　④公務員賃金確定闘争と安倍政権の憲法53条無視
４　税と社会保障闘争
　①全県一斉宣伝(12月期)
　②憲法25条共闘　
　　生存権裁判、年金裁判、最賃裁判の共闘

Ⅲ　主要労組の定期大会
■全国福祉保育労働組合神奈川県本部
　全国福祉保育労働組合神奈川県本部（佐藤正樹執行委
員長、329人）は、９月６日、横浜市開港記念会館にお
いて、代議員、役員、来賓等約50人を集め、第32回定
期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　労働組合としての足場を固め、労働者の「砦」とし

ての自力をつける。
２　賃金・労働条件など、職場での戦いを前進させ、職

場環境の改善を図る。
３　闘っている分会・仲間を自分の闘いととらえ支援する。
４　制度改善に向けての闘いを前進させ、要求を実現さ

せる。
５　組合員同士の暮らしを支え合う仕組みである「共済

活動」に加入する。
６　組織の強化・拡大に取り組み、「組合の基盤」「共済

活動の基盤」を強化する。
７　「平和こそ最大の福祉」。「いのち」と「暮らし」を

守るため、行動する。
【役員氏名】

執行委員長　　佐藤　正樹（緑陽苑分会・再）
副執行委員長　松本恵美子（横浜保育所分会・再）
書記長　　　　松下　圭一（瀬谷はーと分会・再）
■西湘地域労働組合総連合
　西湘地域労働組合総連合（山口与司雄議長、2,238人）
は、９月26日、県小田原合同庁舎２階会議室において、
代議員、来賓等約50人を集め、第22回定期大会を開催
した。

【運動方針の要旨】
１　戦争法案阻止、戦争する国づくりを許さないたたかい
２　賃金引上げ、労働条件改善、「働くルール」確立のた

たかい
３　組織拡大・強化
４　地域共同のたたかいの中心を担う

【役員氏名】
議　　長　山口与司雄（神奈川土建一般労組西湘支部・再）
副 議 長　伊藤　光治（全労連全国一般神奈川地方本部小

田原地区協議会・再）
　　　　　岩部　利雄（神奈川土建一般労組西湘支部・再）
　　　　　北川　和徳（神奈川県職員労働組合西湘支部・再）
事務局長　原田　典子（神奈川県病院労働組合足柄上病

院分会・再）
■湘南ユニオン第13回定期大会
湘南ユニオン（下山友子議長、225人）は、10月14日、
湘南ユニオン事務所において、組合員、来賓等約20人
を集め、第13回定時大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　雇用不安をなくし、諸闘争の勝利に向けて
２　ユニオンの機能強化と組合員参加型運営を
３　みんなが参加した活動や行事を
４　各団体と連携して運動の広がりを

【役員氏名】
執 行 委 員 長　下山　友子（地域活動支援センターひの

き・再）
副執行委員長　石川　秀夫（専従・再）
副執行委員長　風呂橋　修（部分専従・再）　
書記長　　　　宇佐美裕子（会計事務所・再）

■湘南地域労働組合総連合
　湘南地域労働組合総連合（澤口勇議長、4,049人）は、
10月18日、藤沢市民会館において、代議員、来賓等約
50人を集め、第32回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　憲法を守り生かす共同の流れを強く大きく
２　東日本大震災、「原発ゼロ」の取組
３　2016国民春闘と賃金闘争
４　消費税増税中止、社会保障の拡充を求める
５　組織拡大・強化を実現する
６　公契約条例、住宅リフォーム助成制度継続と実現
７　核兵器廃絶、平和の取組
８　働くルールの確立をめざす
９　最低賃金、均等待遇（デーセント・ワーク）をめざす
10  労働相談体制の確立
11  争議の勝利をめざす
12  政治の民主的転換を実現する

【役員氏名】
議　　長　澤口　　勇（医労連藤沢病院労働組合・新）
副 議 長　石山　　斉（神奈川土建一般労組茅ヶ崎寒川

支部・再）
事務局長　塚本　和則（郵政産業労働者ユニオン藤沢支

部・再）　　　　
■厚木地区労働組合協議会
　厚木地区労働組合協議会（関谷幸夫議長、27団体）
は、10月24日、アミューあつぎ市民交流プラザにおい
て、代議員、来賓等約40人を集め、第51回定期大会を
開催した。

【運動方針の要旨】
１　私たちをめぐる情勢の特徴
２　厚木地区労働運動の基調と重点的課題
３　運動の具体的取組
　⑴生活を守るたたかい
　⑵合理化・不当解雇・差別・権利侵害に反対し、争議

に勝利するたたかい
　⑶住民要求を実現するたたかい
　⑷平和と民主主義を守るたたかい
　⑸文化・スポーツ・レクリエーション活動
　⑹学習活動の強化
　⑺地区労活動の強化

【役員氏名】
　議　　長　関谷　幸夫（神厚労伊勢原支部）
　副 議 長　浅見　大行（神奈川土建一般労組厚木支部）
　事務局長　石山　卓男（神奈川県職労県央支部）
■県央コミュニティ・ユニオン
　県央コミュニティ・ユニオンは、（桧鼻達美、46人）
は、11月14日、相模原市民会館において、役員、組合
員、来賓20人を集め、第17回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　県央地域の唯一のユニオンとして、あらゆる働き方

の労働者とともに闘い、組織化をすすめよう
２　組合員の減少に歯止めをかけ、100人以上のユニオ

ンをめざそう
３　労働者保護法制の再構築、セーフティネット、労働

基準づくりの社会的課題に取り組もう
４　働く誰もが平和で安心して、人らしく暮らせる社会

をめざして諸団体とも連携していこう
【役員氏名】

執 行 委 員 長　桧鼻　達美（再）
副執行委員長　酒井　知機（再）
　　　　　　　石原　　均（再）
書記長　　　　田中　俊策（再）

か な が わ
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かながわ労働センターだより

　　相談者の労働契約では、たとえ書面がなかったとしても、週４日（月、水、

木、土）の労働日と１回５時間の労働時間が定められており、時間の延長もシフ

トの追加も契約にないことですから、本来は応じる必要はなかったといえます。

　働いた分の賃金については、当然請求権があります。しかし、今後は契約にな

い指揮命令には従わないという姿勢が必要です。

　一方で、労働契約法第８条が定めるように、労働者と使用者の合意があれば契

約内容は変更することもできます。例えば、この契約に『①使用者は暦月のシフ

ト日を追加する場合及び１シフト５時間を超える延長時間を設ける場合は、労働

者の都合を聞いた上で、30日前までに労働者に通知する。②労使は、①で定めた変更、延長を更に変

更することを相手方に申し込むことができるものとし、この場合、相手方の承諾を必要とする。』と

いった事項を契約内容に盛り込むことができれば、相談者としては、30日前に翌月の予定が分かり、

また、変更をすることもでき、急な時間延長やシフトの追加を断ることができることがより明らかに

なります。もし今後も急なシフトの追加などが考えられるなら、使用者とこの内容の変更について話

し合うべきでしょう(結果として学業との両立もしやすくなるでしょう。）。

　そのために、今からでも、労働契約を書面にし、交付するよう使用者に求めましょう。労働基準法

第15条に使用者による労働条件の明示と法律で定められた事項の書面交付が定められています。

　次に、自腹購入についてです。労働契約とは、労働者は使用者に使用されて労働すること、使用者

は賃金を支払うことを内容とする契約ですから、労働者は、労働時間に誠実に労務を提供すればよく、

自腹購入する義務はもともとなく、断ることができますので、毅然として断りましょう。

　ところで、厚生労働省が平成27年11月９日に発表した「大学生へのアルバイトに関する意識調査結果」

では、労働条件を示した書面を交付していないものが約６割、そのうち働く前において具体的な説明

すらなかったものが約２割あったということです。相談のケースは社会問題にもなっているといえる

でしょう。

　かながわ労働センター（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7579/）

　本　　所　横浜市中区寿町１－４ かながわ労働プラザ２階　　☎０４５－６３３－６１１０（代）

　川崎支所　川崎市高津区溝口１－６－12 県高津合同庁舎４階　☎０４４－８３３－３１４１（代）

　県央支所　厚木市水引２－３－１ 県厚木合同庁舎３号館２階　☎０４６－２９６－７３１１

　湘南支所　平塚市西八幡１－３－１ 県平塚合同庁舎別館　　　☎０４６３－２２－２７１１（代）

労働情勢や講座などの情報を「かながわ労働センターニュース」（メルマガ）でお届けします！

お申込みは ⇒

　　　　　　 http : //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7581/p482717.html

センターに寄せられた労働相談事例

Q

Ａ

　　私は、地方出身の大学生ですが、コンビニエンスストアでアルバイトをして１年半、
今ではアルバイトのリーダー格です。アルバイトなので特に書面での契約はなく、はじめ
る時に口頭で説明を受けました。
　アルバイト時間は学業との両立も考えて、週４日（月、水、木、土）、夕方の５時から
10時までの５時間の契約ですが、人が足りないときは、店長から急な指示によりシフトの
追加が頻繁にあるため、テストに遅刻してしまったり、ゼミ合宿に参加できなかったこと
もあります。
　また、昨年同様、今年も年末のクリスマスケーキ、おせち料理の売上げノルマがあり、
ノルマ未達成の場合、自腹購入をさせられるのではないかと不安です。今後どうやって学
業とバイトの両立を図っていったらいいでしょうか。

労働相談は、下記の本所・各支所でお受けしています。

検索かながわ労働センターニュース  メルマガ
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実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例シリーズ

割増賃金組込制（固定残業代制）の違法性と割増賃金請求
テックジャパン事件　最高裁第一小法廷平24.3.8判決　労働判例1060号５頁

１　事件の概要

　X（一審原告）は、平成16年４月26日に派遣会社Y（被告）

に有期労働契約で雇用され、訴外A社に派遣されパソコンの保

守管理業務に従事していた派遣労働者でした。XY間の雇用契約

においては、１ヶ月の所定労働時間を160時間としつつも、X

の１カ月の稼働時間が140時間から180時間の間であれば基本

給月額41万円を支給し、180時間を超えた場合には１時間当た

り2,560円の残業代を払い、140時間に満たない場合には１時

間当たり2,920円を控除する旨が定められていました。XY間の

派遣労働契約は４回更新され、平成18年末に期間満了で終了し

ています。本件は、Xが平成17年５月から18年10月までの間

において、週40時間を超える労働をしたと主張して、法定労働

時間を超える時間外労働に対する時間外労働手当等を請求した

事案です。Xの月間総労働時間は平成17年６月には180時間を

超えたことがありましたが、それ以外の月では180時間以下で

した。（このほか、社会保険未加入、年休取得できなかったこと

についての慰謝料請求も争点となりましたが、ここでは割愛し

ます）。

　裁判に先立つ労働審判（横浜地裁平19.6.25）ではXの主張を

認めましたが、Yが異議申立をしたために裁判に移行しました。

一審（横浜地裁平20.4.24判決）は、時間外労働手当として14万

7708円の支払いをYに命じましたが、原審（東京高裁平21.3.25

判決）では、「月間160時間を超えて180時間に至るまでの労働

時間に対する割増賃金請求権をその自由意思により放棄したも

のとみることができる」として、月間180時間を超える部分に

限って時間外労働手当（1万3313円）の請求を認容しました。

これを不服として、Xが上告しました。

２　判決の要旨

破棄差し戻し

　本件雇用契約の約定においては、月額41万円の基本給につい

て、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間

外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものと

いうべきである｡

　Xが時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を

受けたとしても､その支払によって、月間180時間以内の労働時

間中の時間外労働について労働基準法37条1項の規定する割増

賃金が支払われたとすることはできないというべきであり、Y

は、Xに対し、月間180時間を超える労働時間中の時間外労働の

みならず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働につい

ても、月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金

を支払う義務を負うものと解するのが相当である（最高裁第２

小法廷判決平6.6.13判決）｡

　労働者による賃金債権の放棄がされたというためには、その

旨の意思表示があり、それが当該労働者の自由な意思に基づく

ものであることが明確でなければならないものと解すべきであ

るところ（最高裁第２小法廷昭和48.1.19判決）、そもそも本件

雇用契約の締結の当時又はその後にXが時間外手当の請求権を

放棄する旨の意思表示をしたことを示す事情の存在がうかがわ

れないことに加え、Xの毎月の時間外労働時間は相当大きく変

動し得るのであり、上告人がその時間数をあらかじめ予測する

ことが容易ではないことからすれば、Xの自由な意思に基づく

時間外手当の請求権を放棄する旨の意思表示があったとはいえ

ない｡

３　解説

　本件のように、一定の所定外労働あるいは時間外労働に対す

る手当が基本給に含まれているとする割増賃金組込制は、固定

残業代制と並び、近年問題視されるようになっています。本件

最高裁判決は、深夜労働手当の組込制を違法とした高知県観光

事件（最高裁第２小法廷判決平6.6.13判決）と、賃金請求権の

放棄に係るシンガー・ソーイング・メシーン事件（最高裁第２

小法廷昭和48.1.19判決）を引用して、割増賃金の請求を認容

しています。

　なお、最高裁判決の櫻井龍子裁判官の補足意見において「割

増の残業手当を支払ったか否かは、罰則が適用されるか否かを

判断する根拠となるものであるため、時間外労働の時間数及び

それに対して支払われた残業手当の額が明確に示されているこ

とを法は要請しているといわなければならない」「便宜的に毎月

の給与の中にあらかじめ一定時間（例えば10時間分）の残業手

当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみ

られるが､その場合は､その旨が雇用契約上も明確にされていな

ければならないと同時に支給時に支給対象の時間外労働の時間

数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないで

あろう｡」とした点が、実務上大いに注目されています。

法政大学法学部講師　山本　圭子（やまもと　けいこ）

いこいの村あしがらより特得プランのご案内いこいの村あしがらより特得プランのご案内

１　通年ゆっくりプラン（１泊）
　金曜・土曜・祝前日・年末年始・夏期を除く
　料金：１泊３食　9,720円～（税込）
　特典：翌日の昼食付き
　　　　翌日10：00～15：00　個室のご用意

２　研修プラン
　金曜・土曜・祝前日・年末年始・夏期を除く
　料金：１泊２食　7,560円～（税込）
　特典：会議一日一回につきコーヒーサービス
　※ご宴会プランも別途、ご相談申し受けます。

　　 
いこいの村あしがら

　TEL  0465－82－2381 　 FAX  0465－82－2384

　　 　　　　　　　　　　　 URL  http：//www.ikoi.or.jp

※各プランご利用にあたって

　◎ご予約の際は必ずプラン名をお伝え

ください。

　◎お部屋は全室和室になっております。

　◎入湯税は宿泊１名様につき150円別

途承ります。

　◎１部屋４～５名様料金です。

ご予約・お問い合わせは
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かながわ労働センターだより

　　相談者の労働契約では、たとえ書面がなかったとしても、週４日（月、水、

木、土）の労働日と１回５時間の労働時間が定められており、時間の延長もシフ

トの追加も契約にないことですから、本来は応じる必要はなかったといえます。

　働いた分の賃金については、当然請求権があります。しかし、今後は契約にな

い指揮命令には従わないという姿勢が必要です。

　一方で、労働契約法第８条が定めるように、労働者と使用者の合意があれば契

約内容は変更することもできます。例えば、この契約に『①使用者は暦月のシフ

ト日を追加する場合及び１シフト５時間を超える延長時間を設ける場合は、労働

者の都合を聞いた上で、30日前までに労働者に通知する。②労使は、①で定めた変更、延長を更に変

更することを相手方に申し込むことができるものとし、この場合、相手方の承諾を必要とする。』と

いった事項を契約内容に盛り込むことができれば、相談者としては、30日前に翌月の予定が分かり、

また、変更をすることもでき、急な時間延長やシフトの追加を断ることができることがより明らかに

なります。もし今後も急なシフトの追加などが考えられるなら、使用者とこの内容の変更について話

し合うべきでしょう(結果として学業との両立もしやすくなるでしょう。）。

　そのために、今からでも、労働契約を書面にし、交付するよう使用者に求めましょう。労働基準法

第15条に使用者による労働条件の明示と法律で定められた事項の書面交付が定められています。

　次に、自腹購入についてです。労働契約とは、労働者は使用者に使用されて労働すること、使用者

は賃金を支払うことを内容とする契約ですから、労働者は、労働時間に誠実に労務を提供すればよく、

自腹購入する義務はもともとなく、断ることができますので、毅然として断りましょう。

　ところで、厚生労働省が平成27年11月９日に発表した「大学生へのアルバイトに関する意識調査結果」

では、労働条件を示した書面を交付していないものが約６割、そのうち働く前において具体的な説明

すらなかったものが約２割あったということです。相談のケースは社会問題にもなっているといえる

でしょう。

　かながわ労働センター（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7579/）

　本　　所　横浜市中区寿町１－４ かながわ労働プラザ２階　　☎０４５－６３３－６１１０（代）

　川崎支所　川崎市高津区溝口１－６－12 県高津合同庁舎４階　☎０４４－８３３－３１４１（代）

　県央支所　厚木市水引２－３－１ 県厚木合同庁舎３号館２階　☎０４６－２９６－７３１１

　湘南支所　平塚市西八幡１－３－１ 県平塚合同庁舎別館　　　☎０４６３－２２－２７１１（代）

労働情勢や講座などの情報を「かながわ労働センターニュース」（メルマガ）でお届けします！

お申込みは ⇒

　　　　　　 http : //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7581/p482717.html

センターに寄せられた労働相談事例

Q

Ａ

　　私は、地方出身の大学生ですが、コンビニエンスストアでアルバイトをして１年半、
今ではアルバイトのリーダー格です。アルバイトなので特に書面での契約はなく、はじめ
る時に口頭で説明を受けました。
　アルバイト時間は学業との両立も考えて、週４日（月、水、木、土）、夕方の５時から
10時までの５時間の契約ですが、人が足りないときは、店長から急な指示によりシフトの
追加が頻繁にあるため、テストに遅刻してしまったり、ゼミ合宿に参加できなかったこと
もあります。
　また、昨年同様、今年も年末のクリスマスケーキ、おせち料理の売上げノルマがあり、
ノルマ未達成の場合、自腹購入をさせられるのではないかと不安です。今後どうやって学
業とバイトの両立を図っていったらいいでしょうか。

労働相談は、下記の本所・各支所でお受けしています。

検索かながわ労働センターニュース  メルマガ
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実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例シリーズ

割増賃金組込制（固定残業代制）の違法性と割増賃金請求
テックジャパン事件　最高裁第一小法廷平24.3.8判決　労働判例1060号５頁

１　事件の概要

　X（一審原告）は、平成16年４月26日に派遣会社Y（被告）

に有期労働契約で雇用され、訴外A社に派遣されパソコンの保

守管理業務に従事していた派遣労働者でした。XY間の雇用契約

においては、１ヶ月の所定労働時間を160時間としつつも、X

の１カ月の稼働時間が140時間から180時間の間であれば基本

給月額41万円を支給し、180時間を超えた場合には１時間当た

り2,560円の残業代を払い、140時間に満たない場合には１時

間当たり2,920円を控除する旨が定められていました。XY間の

派遣労働契約は４回更新され、平成18年末に期間満了で終了し

ています。本件は、Xが平成17年５月から18年10月までの間

において、週40時間を超える労働をしたと主張して、法定労働

時間を超える時間外労働に対する時間外労働手当等を請求した

事案です。Xの月間総労働時間は平成17年６月には180時間を

超えたことがありましたが、それ以外の月では180時間以下で

した。（このほか、社会保険未加入、年休取得できなかったこと

についての慰謝料請求も争点となりましたが、ここでは割愛し

ます）。

　裁判に先立つ労働審判（横浜地裁平19.6.25）ではXの主張を

認めましたが、Yが異議申立をしたために裁判に移行しました。

一審（横浜地裁平20.4.24判決）は、時間外労働手当として14万

7708円の支払いをYに命じましたが、原審（東京高裁平21.3.25

判決）では、「月間160時間を超えて180時間に至るまでの労働

時間に対する割増賃金請求権をその自由意思により放棄したも

のとみることができる」として、月間180時間を超える部分に

限って時間外労働手当（1万3313円）の請求を認容しました。

これを不服として、Xが上告しました。

２　判決の要旨

破棄差し戻し

　本件雇用契約の約定においては、月額41万円の基本給につい

て、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間

外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものと

いうべきである｡

　Xが時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を

受けたとしても､その支払によって、月間180時間以内の労働時

間中の時間外労働について労働基準法37条1項の規定する割増

賃金が支払われたとすることはできないというべきであり、Y

は、Xに対し、月間180時間を超える労働時間中の時間外労働の

みならず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働につい

ても、月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金

を支払う義務を負うものと解するのが相当である（最高裁第２

小法廷判決平6.6.13判決）｡

　労働者による賃金債権の放棄がされたというためには、その

旨の意思表示があり、それが当該労働者の自由な意思に基づく

ものであることが明確でなければならないものと解すべきであ

るところ（最高裁第２小法廷昭和48.1.19判決）、そもそも本件

雇用契約の締結の当時又はその後にXが時間外手当の請求権を

放棄する旨の意思表示をしたことを示す事情の存在がうかがわ

れないことに加え、Xの毎月の時間外労働時間は相当大きく変

動し得るのであり、上告人がその時間数をあらかじめ予測する

ことが容易ではないことからすれば、Xの自由な意思に基づく

時間外手当の請求権を放棄する旨の意思表示があったとはいえ

ない｡

３　解説

　本件のように、一定の所定外労働あるいは時間外労働に対す

る手当が基本給に含まれているとする割増賃金組込制は、固定

残業代制と並び、近年問題視されるようになっています。本件

最高裁判決は、深夜労働手当の組込制を違法とした高知県観光

事件（最高裁第２小法廷判決平6.6.13判決）と、賃金請求権の

放棄に係るシンガー・ソーイング・メシーン事件（最高裁第２

小法廷昭和48.1.19判決）を引用して、割増賃金の請求を認容

しています。

　なお、最高裁判決の櫻井龍子裁判官の補足意見において「割

増の残業手当を支払ったか否かは、罰則が適用されるか否かを

判断する根拠となるものであるため、時間外労働の時間数及び

それに対して支払われた残業手当の額が明確に示されているこ

とを法は要請しているといわなければならない」「便宜的に毎月

の給与の中にあらかじめ一定時間（例えば10時間分）の残業手

当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみ

られるが､その場合は､その旨が雇用契約上も明確にされていな

ければならないと同時に支給時に支給対象の時間外労働の時間

数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないで

あろう｡」とした点が、実務上大いに注目されています。

法政大学法学部講師　山本　圭子（やまもと　けいこ）

いこいの村あしがらより特得プランのご案内いこいの村あしがらより特得プランのご案内

１　通年ゆっくりプラン（１泊）
　金曜・土曜・祝前日・年末年始・夏期を除く
　料金：１泊３食　9,720円～（税込）
　特典：翌日の昼食付き
　　　　翌日10：00～15：00　個室のご用意

２　研修プラン
　金曜・土曜・祝前日・年末年始・夏期を除く
　料金：１泊２食　7,560円～（税込）
　特典：会議一日一回につきコーヒーサービス
　※ご宴会プランも別途、ご相談申し受けます。

　　 
いこいの村あしがら

　TEL  0465－82－2381 　 FAX  0465－82－2384

　　 　　　　　　　　　　　 URL  http：//www.ikoi.or.jp

※各プランご利用にあたって

　◎ご予約の際は必ずプラン名をお伝え

ください。

　◎お部屋は全室和室になっております。

　◎入湯税は宿泊１名様につき150円別

途承ります。

　◎１部屋４～５名様料金です。

ご予約・お問い合わせは



職場の皆様に回覧してお読みください。

労働かながわ
平成28年１月１日発行　第699号

発行所／神奈川県産業労働局労働部労政福祉課

 〒231－8588（住所不要）

 ＴＥＬ 045－210－5739（ダイヤルイン）

 ＦＡＸ 045－210－8873

住所、宛先などの変更のご希望や労働かながわに対するご意見、

ご希望、ご感想をお待ちしております。

●産業労働局労働部労政福祉課への問い合わせフォームをご利用

ください。

　http://www.pref.kanagawa.jp/div/0607/

広 告あなたに、家族に、大切な人に贈る〈ろうきん〉の新シリーズ

夢を叶える“未来のわたし”のために。

もしくはWEBサイトをご覧ください。

2015年11月１日現在

満期日を決めない
エース預金
ワイド型・スーパー型エンドレス型

商品の詳細は〈中央ろうきん〉お客様相談デスクへ
ＴＥＬ：0120-86-6956（平日 9：00～18：00）

（　　　　　  ）

女性の皆さまへ

あなたの健やかな成長と笑顔のために。

20歳未満のお子さまがいらっしゃる方へ

計画的に積立できる
エース預金
ワイド型・スーパー型確定日型（　　　　　  ）

ネットで

24
時間

プレミアム

金利

手数料

０円

※ご利用には別途、ろうきんダイレクトに

　ご契約いただく必要があります。

※満 20 歳未満のお子さまがいらっしゃる個人のお客様が
　対象となります。
※お子さまお１人につき１口座のご契約となります。
※対象となるお子さまのご年齢については、健康保険証等にて
　ご確認をさせていただきます。

エース預金の店頭表示金利に

〈中央ろうきん内の振込に限る〉

Rukuo  オリジナル
マルチケース

Rukuo × ミントン
オリジナル折りたたみトートバッグ（A4 対応）

※ノベルティ・通帳ケースは数に限りがございます。ご希望のノベルティ・デザインがお選びいただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

バスペタル（入浴剤）

※年間お積立額６万円以上となる

　ご契約をいただいた方に１つプレゼント

ご契約いただいた方に

選べるプレゼント

お子さまのお名前をご記入いただける専用通帳ケースを

１つプレゼント！

ご契約いただいた方“全員”に

選べるプレゼント

残高確認／普通預金への振替、
余裕資金の臨時の預入れなどができます。

新規ご契約１件につき50円を

中央ろうきんがピンクリボン運動に寄付！

検索R u k u o

広　告

年 0.1％金利上乗せ

お子さまが進学して仕送りが必要になった時に、

定額自動送金サービスの手数料が無料！


