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「神奈川なでしこブランド」事業について
―女性の活躍を応援します―
県では
県では、県内の企業や団体から
県内の企業や団体から、女性が開発に貢献した商品を募集し
女性が開発に貢献した商品を募集し、優
れたものを「神奈川なでしこブランド」として認定する事業に平成 25 年度
から取り組んでいます。認定した商品を県がＰＲすることにより、女性の活
躍促進に向けての社会機運の醸成が図られることを目指しています。
平成 25 年度は 44 の商品が、昨年度は 16 の商品が認定され、
「神奈川な
でしこブランド」は合わせて 60 商品（モノ 50 件、サービス 10 件）とな
りました。食料品・飲料、生活・文化用品、サービス等、様々な分野の商品
を認定しています。これらの商品は、全て開発段階で女性が大きく貢献した
商品であり、女性が活躍することの効果を表しています。
県では、認定商品の開発に貢献した女性達の活躍ぶりを多くの方に知って
いただくため、県内の百貨店・商業施設や各種イベント会場等で、認定商品
のＰＲを行っています。
平成27年４月29日に臨港パークで開催された「かながわ中央メーデー」
では、認定商品の展示・販売を実施し、気持ちのよいお天気の下、広々とし
た空間で、多くの来場者に商品をご紹介しました。
５月 16 日及び 17 日に「MARK IS みなとみらい」で開催された「かな
がわフェア」では、認定商品の展示・販売のほか、商品を開発した女性達に
よるプレゼンテーションを行いました。16 日には黒岩知事とかながわ観光
親善大使のフリーアナウンサー八木亜希子さんとのトークショーも行われま
した。多くの方にお越しいただき、認定商品と開発に貢献した女性達の活躍
ぶりを知っていただくよい機会となりました。
今後も、さまざまな機会を通じて、
「神奈川なでしこブランド」のＰＲに
取り組んでいきます。また、Facebookによる情報発信もしていきますので、
旬な女性たちの活躍ぶりにもご注目ください。
「神奈川なでしこブランド」
への応援をよろしくお願いします。

Facebook のＱＲコード
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「女性のための弁護士労働相談」

秘密厳守・無料

マザーズハローワーク相模原にて 7 月よりスタート！！
県では現在、マザーズハローワーク横浜にて女性のための労働相談・弁護士労働相談を行っており、
「妊娠を告げたら
退職を促された」
「育休が取れない」
「育休復帰後、遠い勤務地への転勤命令があった」・・など女性に起こりがちなさま
ざまな相談や悩みが寄せられています。
そこで、７月より、相模大野駅から徒歩１分のマザーズハローワーク相模原でも「女性のための弁護士労働相談」を
始めます。労働問題に関する高度な法律相談に女性弁護士がお応えしますので、悩んだときはご利用ください。
【要予約・面接相談のみ】

案内図

●相 談 日：毎月第３木曜日（祝・休日、年末年始を除く）
７〜９月の日程は、７月 16 日（木）、 8 月 20 日（木）、
9 月 17 日（木）
●相談時間：13：10 〜、14：30 〜（相談時間おおむね一人 60 分）
●相 談 員：女性弁護士
●予約・問い合わせ先：県かながわ労働センター県央支所
ＴＥＬ：046−296−7311
●場

所：マザーズハローワーク相模原
（相模原市南区相模大野３−11−７ 相模大野 B＆V ビル６階）

神奈川

女性のための労働相談

検索

〜かながわ しごと・技能体験フェスタ2015を開催します！〜
子供から若年者、一般県民を対象に、普段の生活では見ることや体験すること
ができない、職人が持つ高い技能や技術を体験できる「参加・体験型イベント」
を以下のとおり開催します。
参加無料となっておりますので、みなさまのご参加をお待ちしています。
◆開催日時：７月 18 日（土）〜 19 日（日）10:00 〜 16：00
◆会
場：パシフィコ横浜 展示ホールＤ
◆入場無料 / 体験無料
主な内容
◇体験型コーナー
◇アトラクションコーナー
◇展示コーナー

アトラクションコーナー

◇デモンストレーションコーナー
◇企業・学校によるものづくりコーナー
◇製作実演

◆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
詳しい情報はこちら
➡http://www.kanagawa-ginou.com/

体験型コーナー

労働保険のお知らせ
平成27年度・労働保険（労災保険・雇用保険）の確定・概算申告はお済みですか。
＊申告・納付はお早めに
申告・納付期間は６月1日
（月）〜７月１0日（金）です。
労災保険と併せて石綿健康被害救済のための一般拠出金も申告・納付となります。
●お問い合わせは、
神奈川労働局 総務部

2

労働保険徴収課

適用第１係・第２係・第３係

電話：045-650-2803

平成27年度職業訓練指導員試験（資格試験）のご案内
公共・認定（民間）の職業訓練施設で職業訓練を担当する方は、原則、職業訓練指導員免許が必要です。
この試験は、その職業訓練指導員免許を取得するための資格試験です。
合格者は、申請により職業訓練指導員免許を取得することができます。

受 験 申 請

試

験

合 格 発 表

日

程

平成 27 年７月 14 日（火）〜７月 16 日（木）

場

所

神奈川県庁 本庁舎２階 産業労働局会議室

日

程

場

所

神奈川県立産業技術短期大学校（横浜市旭区中尾２−４−１）

日

程

平成 27 年 11 月５日（木）

場

所

平成 27 年９月 13 日（日）９時 20 分〜
（時間は受験科目により異なります。）

神奈川県庁 第二分庁舎１階にて受験番号を掲示します。
（希望者は県ホームページで受験番号を発表します。）

● 職業訓練指導員の免許職種は、123 職種あります。
● 受験に際し、3,100 円の受験手数料が必要です。
● 受験資格や試験の免除の規定がありますので、詳しくは、受験案内又は県のホームページをご覧ください。
・受験案内・申請書：県内の県政情報コーナー及びハローワーク等において配布しています。
・県のホームページ：「http://www.pref.kanagawa.jp/」から「職業訓練指導員」で検索してください。
● 問い合わせ先
・神奈川県産業労働局労働部産業人材課技能振興グループ
・電話：045−210−5720

第13回 神奈川県障害者技能競技大会出場選手募集
障害のある方々の職業能力の向上、及び社会の理解と認識を深め、積極的な社会参加と雇用の促進を図ることを
目的として開催される、県障害者技能競技大会（アビリンピック）の出場選手を募集しています。
■名

称：第 13 回神奈川県障害者技能競技大会（アビリンピック神奈川 2015）

■ 開 催 日：平成 27 年 11 月 7 日 ( 土 )
■会

場：神奈川障害者職業能力開発校（相模原市南区桜台 13-1）

■ 競技種目：ＤＴＰ、機械ＣＡＤなど 12 種目
■ 申込期間：平成 27 年 7 月 1 日〜平成 27 年 7 月 31 日
■ 申 込 先：( 独 ) 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課
（横浜市中区北仲通 4-40 商工中金横浜ビル５階）
■ 申 込 書：( 独 ) 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部等で配布中
用：無料

■詳

細：http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa/

●

■費

問い合わせ：( 独 ) 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課
TEL：045-640-3046 FAX：045-640-3047
神奈川県産業労働局労働部産業人材課 技能振興グループ
TEL：045-210-5720 FAX：045-201-6952
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産業人材育成フォーラム「理解しよう障害者雇用！
〜共生社会を目指して〜」を開催します
平成 25 年４月から、法定雇用率が 1.8％から 2.0％に 15 年ぶりに引き上げられ、また、平成 30 年４月
から、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加わるなど障害者雇用に係る法制度が大きく変化しています。
県内民間企業の障害者雇用が一層促進するよう次のとおりフォーラムを開催します。
■日
時
平成 27 年９月２日（水）13：00 〜 17：00（開場

12：00）

無料

■会
場
はまぎんホール ヴィアマーレ（横浜市西区みなとみらい３−１−１）
JR・横浜市営地下鉄線 桜木町駅（徒歩約５分）
みなとみらい線 みなとみらい駅（徒歩約７分）
■ プログラム
開 場 12：00
○表彰式（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部主催）
表彰式 13：00 〜 13：20（20 分）障害者雇用優良事業所等表彰式
○フォーラム
開 会 13：20 〜 13：25（ 5 分）あいさつ
第１部 13：25 〜 14：25（60 分）基調講演
（休憩） 14：25 〜 14：45（20 分）休憩
第２部 14：45 〜 15：25（40 分）雇用事例発表
第３部 15：25 〜 16：45（80 分）パネルディスカッション

・コーディネーター
・パネリスト４名

■定
員
500 名（企業経営者・人事担当者、福祉施設・就労支援機関関係者等）事前申込制
■参
無

加
料

費

■ 問い合わせ先
フォーラム運営事務局
株式会社ゼネラルプロモート
電話 045−900−0236

FAX

045−226−3342

ブラック企業にご用心！（DVD）

ワーク・ライフ・バランスの新課題

｜

佐藤

博樹・矢島

洋子

図 書 紹 介

労働調査会
本書は、社員の仕事と介護の両立支援を企業として取り
組むことの必要性や、支援の基本的な考え方、両立支援の
方法をデータや事例に基づいて具
体的に紹介している。介護休業は
育児休業と違って、働き続けなが
ら介護をすることを前提に、介護
体制を作るために活用するもので
ある。介護に直面した時、社員一
人 ひ と り が、ワ ー ク・ラ イ フ・バ
ランスを実現できる職場にするた
めの取り組み方を提案している。

就活・転職の落とし穴

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター
特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター
2008 年に 26 歳の新人女性社員が自死した某飲食業
チェーンの過労自殺事件、同年に起きた民間気象予報会社
の過労自殺事件、某コンビニエンス
ストアでの「名ばかり管理職」事件、
某 IT 会社の飲酒事故裁判に象徴さ
れる SE 業界に蔓延する超長時間労
働など実際に起こった事件の当事
者・ご遺族、そして専門家へのイン
タビューによってブラック企業の
実態と、それを生み出す社会構造を
明らかにし、就活中や転職を考えて
いる人等、すべての働く人に自分の
身を守る方法を伝えてくれている。

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
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介護離職から社員を守る

か な が わ 労働情勢
Ⅰ 主要労働団体の機関開催
■連合神奈川
【第 319 回五役会、第 292 回執行委員会】
４月 21 日、第 319 回五役会、第 292 回執行委員
会を開催し、次のとおり協議した。
【協議事項】
１ 川崎地域連合職員の補充について
２ 政治活動の取組について
３ 女性委員会の今後の活動について（男女平等月間の
取組）
４ 2015 ボランティアバス派遣の実施について
５ その他
①５月・６月の日程
②神奈川県労福協「第 46 回定期総会」「加盟団体役
職員セミナー」への対応について
【第 320 回五役会、第 293 回執行委員会】
５月 26 日、第 320 回五役会、第 293 回執行委員
会を開催し、次のとおり協議した。
【協議事項】
１ 各種委員の推薦等について

２
３
４
５
６

4 5

月

第 26 回中央委員会の開催について
政治活動の取組について
国際連帯の取組について（関ブロ）
女性委員会幹事研修会について
その他

2,104 人）は、代議員、役員、来賓等約 40 人を集め、ワー
クピア横浜において、第 20 回定期総会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 加盟労組「訪問交流」の実施
２ 神友連加盟労組相互の連携と共同行動の推進
３ 連合ユニオン神奈川との連携
■神奈川労連
４ 連合神奈川・地域連合等との一体的運動展開と積
【第８回幹事会】
極的な参加
4 月 28 日、第８回幹事会を開催し、次のとおり協議 ５ 雇用と権利を守り、労働条件・労働安全衛生の改
した。
善にむけた取組
【議題】
６ 労働者福祉運動の取組
１ 2015 国民春闘の中間まとめについて
７ 情報・宣伝活動
２ 「夏季闘争方針案」について
【役員氏名】
３ 憲法闘争、
「安倍政権打倒」「戦争する国づくり阻止」 代表幹事 垣内 隆一（再・神奈川ドライビングスクー
について
ル労働組合）
４ その他
代表幹事 我妻 隆史（新・協同油脂労働組合関東支部）
代表幹事 中嶋 俊雄（新・荏原合同労働組合）
代表幹事 古屋宏太郎（新・大和製罐労働組合東京支部）
Ⅱ 主要労組の定期大会
代表幹事 上野 嘉和（再・極東開発工業労働組合横浜
■連合神奈川友好組織連絡協議会
支部）
連合神奈川友好組織連絡協議会（垣内隆一代表幹事、

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5 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/ ）

調整事件一覧（4・5月 申請・終結分）
申請者

終結

事件名

調整種別

平成27年（調）
第2
号事件

あっせん

平成27年（調）
第１
号事件

あっせん

労働組合

あっせん

労働組合

平成27年（調）
第5
号事件

あっせん

労働組合

平成27年（調）
第6
号事件

あっせん

労働組合

平成27年（調）
第7
号事件

あっせん

労働組合

平成27年（調）
第8
号事件

あっせん

平成27年（調）
第4
号事件

被申請者

申請

終結日

終結事由

平成27年
3月10日

・団体交渉ルールの確立
・2014年年末一時金

平成27年
4月24日

解決

株式会社
（不動産業，物品賃貸業）

平成27年
2月20日

・解雇

平成27年
4月30日

解決

株式会社
（サービス業）

平成27年
4月2日

・2015年3月31日付け解雇の撤回

株式会社
（宿泊業，飲食サービス業）

平成27年
4月6日

・賞金の減額
・人事考課

株式会社
（製造業）

平成27年
4月16日

・団体交渉のルールの確立

株式会社
（卸売業，小売業）

平成27年
4月30日

・解雇撤回

平成27年
5月1日

・雇止め

株式会社
労働組合
（運輸業，郵便業）

株式会社
労働組合
（運輸業，郵便業）

申請日

調整事項

不当労働行為事件一覧（4・5月 申立て・終結分）
事件名

申立人

被申立人

終結日

終結事由

平成25年
8月29日

・誠実団体交渉実施
・就業規則変更の撤回
・ポスト・ノーティス

平成27年
4月16日

一部救済

有限会社
（宿泊業，飲食サービス業）

平成26年
4月30日

・団体交渉応諾
・解雇撤回及びバックペイ

平成27年
4月30日

一部救済

労働組合

学校法人
（教育，学習支援業）

平成25年
7月25日

・実習担当への復帰
・「説明書」
の撤回
・組合員の雇用を継続しない件について審議しないこと
・ポスト・ノーティス

平成27年
5月28日

一部救済

平成27年
（不）
第1号事件

労働組合

有限会社
（宿泊業，飲食サービス業）

平成27年
2月10日

・誠実団体交渉実施
・ポスト・ノーティス

平成27年
4月28日

関与和解

平成25年
（不）
第28号事件

労働組合

株式会社
（サービス業）

平成25年
9月11日

・団体交渉応諾
・ポスト・ノーティス

平成27年
5月22日

取下げ

平成27年
（不）
第6号事件

労働組合

個人（運輸業，郵便業）
株式会社
（運輸業，郵便業）

平成27年
4月9日

・団体交渉応諾

平成27年
（不）
第7号事件

労働組合

株式会社
（建設業）

平成27年
4月14日

・誠実団体交渉実施
・不利益取扱の禁止
・ポスト・ノーティス

平成27年
（不）
第8号事件

労働組合

株式会社
（運輸業，郵便業）

平成27年
4月27日

・懲戒解雇の撤回及び原職復帰

労働組合

地方公共団体
（公務）
地方公共団体
（公務）
地方公共団体
（公務）

平成27年
4月30日

・給与条例について激変緩和措置を講じること
・誠実団体交渉実施
・支配介入の禁止
・団体交渉の合意内容の尊重
・ポスト・ノーティス

平成27年
（不）
第10号事件

労働組合

個人（医療，福祉）
株式会社
（サービス業）

平成27年
5月7日

・団体交渉応諾
・ポスト・ノーティス

平成27年
（不）
第11号事件

労働組合

有限会社
（製造業）
有限会社
（製造業）
株式会社
（製造業）

平成27年
5月22日

・団体交渉応諾
・組合員に対する直接交渉及び脱退工作の禁止
・ポスト・ノーティス

平成27年
（不）
第12号事件

労働組合

株式会社
（運輸業，郵便業）

平成27年
5月25日

・団体交渉応諾
・組合による電話や面談申入れを拒否することの禁止
・ポスト・ノーティス

労働組合

独立行政法人
（建設業）

平成26年
（不）
第6号
ハーモニック・ラボ事件

労働組合

平成25年
（不）
第19号
桐蔭学園事件

終 結︵ 命 令 ︶

平成25年
（不）
第25号
鉄道建設・運輸施設
整備支援機構事件

終結︵和解等︶

申
立

平成27年
（不）
第9号事件

申立日

救済申立事項

て
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シリーズ

実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例
事業場外労働のみなし労働時間制

阪急トラベルサポート
（派遣添乗員・第２）事件（最高裁第2小法廷平26.1.24判決）
１．事案の概要
本件は、派遣業を営む Y（阪急トラベルサポート）に雇用
され、派遣添乗員として旅行業を営む会社（A 社）に派遣さ
れていた X が、海外ツアーの添乗業務にあたり、Y に対し、時
間外割増賃金等の支払を求めた事案です。Y は、添乗業務に
ついては労基法 38 条の２第１項にいう「労働時間を算定し
難いとき」に当たるとして事業場外労働のみなし労働時間制
の適用を主張しました。
1 審（東京地裁平 22.7.2 判決）は、X の派遣添乗業務の就
労実態は、事業場外労働のみなし労働時間制の適用があると
しつつ、労基法 38 条の２第 1 項ただし書きの「業務の遂行
に通常必要とされる時間」でのみなしが適当とし、1 日あた
り 11 時間働いたものとみなすこととして、法定労働時間（1
日 8 時間）を超える 3 時間について時間外労働の割増賃金の
支払いを命じました。X、Y の双方が控訴しました。
２審（東京高裁平 24.3.7 判決）は、労基法 38 条の２第１
項にいう「労働時間を算定し難いとき」とは、
「当該業務の就
労実態等の具体的事情を踏まえて、社会通念に従って判断す
ると、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客
観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場
合」とし、本件添乗業務においては、A 社（派遣先）の指示書
等により添乗員に対して「具体的な業務指示がなされ」てお
り、
「具体的な指揮監督が及んでいると解するのが相当」であ
ることから、X の就労実態は労基法 38 条の２第 1 項の「労
働時間を算定し難いとき」には該当しないとして、添乗日報
等を用いて算定できる実労働時間に基づく割増賃金の支払い
を Y に命じました。これを不服として Y が上告したのが本件
です。

２．判決の要旨
（１）本件添乗業務は、旅行日程が定められることによって、
業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が
自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限
られているものということができる。
（２）本件添乗業務について、A 社は、添乗員との間で、あ
らかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を
行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程
に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点
で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の
正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等に

つき詳細な報告を受けるものとされているということができ
る。
（３）以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状
況等、A 社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方
法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務
については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に
把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法 38
条の２第１項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たる
とはいえないと解するのが相当である。

３．解説
本件は、派遣添乗員の添乗業務中の労働時間について、労
基法 38 条の２の事業場外労働のみなし労働時間制の適用が
争われたものです。ほぼ同一時期に同一の被告に対し３つの
訴訟が提起され、その 2 件目であったことから第 2 事件と呼
ばれています。第１事件（東京高裁平 23.9.14 判決）
、第３
事件（東京高裁平 24.3.7 判決）はともに事業場外労働のみ
なし労働時間制の適用なしとし割増賃金の請求を認容してい
ます（いずれも Y が上告しましたが、第 1・第３事件は上告
不受理で終結しています）。
本件最高裁判決は、事業場外労働のみなし労働時間制の適
否について、労働時間の算定把握義務が使用者に存すること
を前提に、事業場外労働のみなし制の適用にあたっての、
「労
働時間を算定し難いとき」を限定的に解し、業務の性質、内
容やその遂行の態様、状況等、A 社と添乗員との間の業務に関
する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に
照らし、従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握するこ
とが困難であったとは認め難いと判断しています。
労基法 38 条の２第 1 項の適否については、事業場外での
労働であっても、労働時間の算定・把握ができるにもかかわ
らず使用者がそれを怠った場合、あるいは労働時間の算定が
一見困難に見えていても日報等を用いれば容易に算定できる
にもかかわらずそれを用いずにみなし労働時間制を適用した
場合には、従来から、判例は、使用者に厳しい態度をとってき
ました（株式会社ほるぷ事件（東京地裁平 9.8.1 判決）、サン
マーク事件 ( 大阪地裁平 14.3.29 判決 )、光和商事事件 ( 大阪
地裁平 14.7.19 判決 ) 等）。本件もそれと軌を一にするもの
といえます。
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
１ 通年ゆっくりプラン（１泊）

※プール営業のご案内

金曜・土曜・祝前日・年末年始・夏期を除く
◆料 金：１泊３食 9 , 7 2 0 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

※各プランご利用にあたって

金曜・土曜・祝前日・年末年始・夏期を除く
◆料 金：１泊２食 7 , 5 6 0 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。
※ご予約・お問い合わせ
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営業期間：7/18 〜 8/31 まで
営業時間：9：00 〜 16：00 まで
料
金：日帰り 大人 7 0 0 円 小人（４才から６年生）4 0 0 円
ご宿泊者無料

いこいの村あしがら

◎ご予約の際は必ずプラン名をお伝え下さい。
◎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 1 5 0 円別途承ります。
◎１部屋４〜５名様料金です。

TEL：0465（82）2381

FAX：0465（82）2384

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

かながわ労働センターだより
センターに寄せられた労働相談事例
Q

事務員として勤めて１年経ったところ、同僚の１人が急に退職してしまい、繁忙期になったことが
重なり、仕事が大幅に増えてしまいました。毎日ほぼ３時間以上の残業のため、持病も悪化し、精神
的にもかなり疲弊してしまいましたが、休むわけにいかず頑張っていました。
しかし、業務に関する会社の方針変更により、さらに負担が増したことから体調が悪化し、１週間ほ
ど休んでしまい、主治医からは、しばらく会社を休み療養に専念するよう言われました。
そこで、会社に１か月の療養欠勤と、健康保険の傷病手当金の申請に必要な給与支払い等の証明
をお願いしたのですが、会社に「多忙な時に長期に休んでは困る、勝手に休むなら証明はできない」
と断られてしまいました。
体調が悪くても出勤しなければならないのでしょうか。また、どうすれば傷病手当金を受給できる
でしょうか。
使用者には、使用する労働者への安全配慮義務（労働契約法第５条）
が課せられており、仮に多忙であったとしても、病気で出勤できない労働者に出
勤を強制することはできず、会社の対応は適切さを欠いていると言えます。ただ
し、欠勤した場合は就業規則の規定等によって、賃金の減給はありえます。
ご質問の場合のように、連続して4日以上労務不能で、４日目以降の賃金が
支払われない場合には健康保険の傷病手当金の対象となり、標準報酬日額の
３分の２の額が、最長１年６か月の間支給される制度の申請ができます。
会社は、この手続きに必要な使用者としての給与支払い・出勤状況の証明
を行うことが義務付けられています（健康保険法施行規則第 33 条）
。
全国健康保険協会（協会けんぽ）や健康保険組合（健保組合）は、使
用者に対して傷病手当金の手続きに必要な証明を出すよう命じることができるこ
とから、再度会社に証明の提出を求めても対応してくれない場合には、加入している協会けんぽ、または健保組
合に相談してみてください。
また、ご質問では長時間残業が行われている可能性があります。法定労働時間を超えて労働させる場合には
労働基準法第 36 条に定める労使協定が必要です。協定が締結されているか、また、時間外割増手当の支払い
が適正に行われているか確認する必要があるとともに、所轄の労働基準監督署にも相談することをお勧めします。
なお、労働基準法第 36 条の協定で定める延長時間は、最も長い場合でも、1か月45 時間までなどの「労働時
間の延長の限度等に関する基準」の限度以内にしなければなりません。

A

街頭労働相談会をご利用ください！
月 日
８ 月 ４ 日(火)
８ 月 ５ 日(水)
８ 月 ６ 日(木)
８ 月11 日 ( 火 )
８ 月12 日 ( 水 )
８ 月13 日 ( 木 )
８ 月14 日 ( 金 )

・ 時 間
10：00−16：00
10：00−16：00
10：00−16：00
10：00−16：00
10：00−16：00
10：00−16：00
10：00−16：00

無料・秘密厳守

場
伊勢原市役所
秦野市役所
小田原市役所
南足柄市役所
平塚市役所
藤沢市役所
茅ヶ崎市役所

所

＊詳細は下記の本所・各支所までお問い合わせください。

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！

お申し込みは ➡

かながわ労働センターニュース メルマガ

検索

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7581/p482717.html
ht l
かなぽけっと労働相談携帯サイト
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労働かながわ
平成２７年７月１日発行 第６９６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

職場の皆様に回覧してお読みください。

