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　かながわ労働センターでは、社会問題となっている「若者の使い捨て」撲滅に向けた取り組みとして、おおむね40歳ま
での方を対象に、「若年労働者支援 特別労働相談会」、「若者の使い捨て110番」を開催します。
　相談は全て無料、秘密は厳守します。ひとりで悩まず、是非ご相談ください。

　若者を過酷な労働条件の下で働かせ続けたり、パワハラ等で離職に追い込む企業が、社会問題となっています。
　最近では、その被害がアルバイトにまで広がって、「ブラックバイト」という言葉も生まれました。神奈川県では、NPO
法人POSSE代表今野晴貴氏を講師に招き、就活生や若年労働者に向けて、「ブラック企業」「ブラックバイト」の対処法な
どを講演していただきます。

日　　時：11月20日（金）　18：30～20：30
会　　場：かながわ県民センター　２Fホール（ＪＲ・私鉄横浜駅西口・きた西口徒歩５分）
対　　象：神奈川県に在住・在勤、もしくは通学している就活生、そのご家族・友人そのほか、

県内教育関係者、本件問題に関心をお持ちの方
講　　師：今野　晴貴 氏　NPO法人POSSE代表
申込方法：次のいずれかの方法でお申込みいただけます。
　①「参加区分：学生, 労働者, 使用者, その他」「電話」「参加者氏名」および「11/20ブラック企業

セミナー申込み」の旨を、任意様式にご記入のうえ、ファクシミリ送信　045-210-8873
　②県ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500077/）から
参 加 費：無料

「若年労働者支援 特別労働相談会」等を開催します「若年労働者支援 特別労働相談会」等を開催します「若年労働者支援 特別労働相談会」等を開催します

「ブラック企業」「ブラックバイト」の対処法「ブラック企業」「ブラックバイト」の対処法「ブラック企業」「ブラックバイト」の対処法

若者・就活生・新入社員のための労働法セミナー

特別労働相談会　　 ※ 無料・秘密厳守　【事前予約制・来所相談】

若者の使い捨て110番　　 ※ 無料・秘密厳守

※前日までに、各担当センターへ電話でお申込みください。その際、職員が相談の概要を伺います。
　電話番号は、Ｐ７の【お問い合わせ先】欄をご覧ください。

11/19（木）

11/12（木）、11/20（金）

日　程 会　場・担当センター 相談員・相談時間

11/13（金）
かながわ労働センター　湘南支所

かながわ労働センター　本所 弁護士・心理カウンセラー
 13：30 ～ 16：30   　

弁護士・キャリアカウンセラー
 13：30 ～ 16：30   

かながわ労働センター　川崎支所

★上記の他、街頭労働相談会の会場でも「特別労働相談会」を開催します。【予約不要・当日受付】

※なお、会場では、11時から19時まで労働センター職員等による相談も行っています。

11/16（月）、17（火）8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15
※かながわ労働センター本所職員による電話相談 電話番号 ０４５－６６２－６１１０（直通電話）

11/16（月）

日　程 会　場 問い合わせ先
小田急線・相模大野駅　
南北自由通路

県央支所　046-296-7311

相 談 員・相談時間
弁護士　　　　　 　   16時～19時
キャリアカウンセラー 11時～19時

いわゆる
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　出産を機に退職する女性は今も６割に達していますが、これから労働力人口が減っていく中で、女性が働き続けられる
職場環境を整え人材を確保することは、企業にとって重要な課題です。
　県では、女性の職場定着促進を目的として、経営者・管理職の方を対象に、女性が働きやすい企業として押さえるべき
ポイント、社内環境整備の手法や、経営者・管理職として必要な知識、先進的な事例をご紹介し、会社の業績向上と働き
甲斐のある会社づくりを目指すセミナーを開催します。
●日　程　11月25日（水）13：30～16：30 
●会　場　ＴＫＰ横浜駅西口カンファレンスセンター
　　　　　カンファレンスルーム１（横浜市神奈川区
　　　　　鶴屋町２-24-１　横浜駅西口から徒歩５分）
●内　容
　第１部：講演＆ワークショップ
　　　　　「女性が活躍する会社づくりの実践術」
　　　　　　講師：スリール株式会社
　　　　　　　　　代表取締役　堀江　敦子氏

　第２部：講演
　　　　　「今なぜ“イクボス”なのか」
　　　　　　講師：NPO法人ファザーリング・ジャパン
　　　　　　　　　ファウンダー／代表理事　安藤　哲也氏
●申込み・問い合わせ先
　株式会社キャリア・マム（県事業委託先）
　電話　042-389-0220
　ＷＥＢサイト　http://w-positive.jp 

女性活躍推進セミナーを開催します 参加費無料

●日　時　平成27年11月17日（火）14：00～16：00
●会　場　横浜市開港記念会館　会議室６号室
　　　　　横浜市中区本町１丁目６番地　
　　　　　みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩１分
●講　師　矢島　洋子氏（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル

ティング株式会社　経済・社会政策部主席研究
員兼女性活躍推進・ダイバーシティマネジメン
ト戦略室室長）

●申込み　県のホームページからお申し込みいただけます。
　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4363/
●問い合わせ先　県労政福祉課　両立支援グループ
　　　　　　　　電話　045-210-5744

「女性の活躍とワーク・ライフ・バランス」
―女性活躍推進法が求める行動計画とは？―

ワーク・ライフ・バランス
企業担当者交流会
ワーク・ライフ・バランス
企業担当者交流会

　県・横浜市・川崎市・相模原市では、県内企業に勤めるすべての社員が、それぞれに希望する働き方を実現できる職場
づくりを応援し、企業における「働き方改革」を推進するため、ワーク・ライフ・バランス企業担当者交流会を開催しま
す。女性活躍推進法の成立に伴い、平成28年４月１日から、企業には女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新た
に義務づけられることとなります（従業員300人以内は努力義務）。今回はその行動計画の策定について触れながら、女性
の活躍とワーク・ライフ・バランスについての講義とグループワークを行います。

参加費無料

１　川崎会場（同時開催：時間管理術セミナー）
　　日時　平成27年11月29日（日）13：30～17：00
　　場所　外語ビジネス専門学校
　　　　　（川崎市川崎区駅前本町22-１）
２　横浜会場
　　（同時開催：パパママ体験＆わくわく育児セミナー）
　　日時　平成27年12月12日（土）13：30～17：00　
　場所　横浜ワールドポーターズ
　　　　　（横浜市中区新港２-２-１）

３　藤沢会場
　　（同時開催：家事も仕事も効率アップセミナー）
　　日時　平成28年１月16日（土）13：30～17：00
　　場所　藤沢商工会館ミナパーク（藤沢市藤沢607-１）
●申込み　ホームページからエントリー
　　　　　http://www.cnbs.jp/seminar.html
●問い合わせ先　開催事務局（県事業委託先）
　　　　　　　　株式会社キャリアネットワーク
　　　　　　　　電話　03-6419-7040

20代の方対象　仕事と家庭の両立を考えるセミナー＆交流会
　近い将来、子育て世代に突入することが想定される20代の学生や就業者の方を対象に、自らのライフスタイルを考える
きっかけとして、仕事と家庭の両立を考えるセミナーと、実際に両立している先輩方との交流会を開催します。昨年度も
大好評いただきました。自分らしい働き方、是非見つけに来てください！

参加費無料

●日　時　平成27年11月28日（土）14：00～16：00
●会　場　橋本公民館  中・小会議室
　　　　　（相模原市緑区橋本６－２－１、ＪＲ橋本駅北

口から徒歩１分）
●講　師　高祖　常子氏（育児情報誌「miku」編集長）
　　　　　織田　　弦氏（NPO法人ファザーリング・　
　　　　　　　　　　　　ジャパン会員）
●対　象　仕事と子育ての両立を目指す男女
　　　　　※ご夫婦（カップル）での参加、大歓迎！

　神奈川県では、仕事と子育ての両立を目指すママやプレママが、それぞれのパートナーと共に参加できる、「共働き家庭
の両立応援セミナー」を、下記のとおり開催します。
　「ママになっても働きながら輝いていたい！」「パパだって子どもや家族と長く過ごしたい！」「仕事と子育ての両立に必要な
スキルを身につけたい！」そんなパパママ・プレパパママの皆さん、ご自分の働き方について、いま一度考えてみませんか？

●託　児　無料で実施します。（託児には定員があります。
お早めにお申込みください。）

●申込み　県ホームページからお申込みいただけます。
　　　　　　 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3677/

　　　#WMS
●問い合わせ先　県労政福祉課　両立支援グループ
　　　　　　　　電話　045-210-5746

パパ＆ママの“働く！”を考えよう　－理想の家族になるために－ 参加費無料

　職場のいじめや嫌がらせ、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどに関する労働相談の件数は依然として多く、
「職場のハラスメント」問題は、社会全体で解決すべき課題とされています。
　かながわ労働センターでは、平成27年12月1日（火）～7日（月）を「職場のハラスメント相談強化週間」として設定し、
期間中に「特別労働相談会」や「職場のパワハラ相談110番」、「講演会・セミナー」などを開催します。是非、ご利用・ご
参加ください。

特別労働相談会　　 ※ 無料・秘密厳守　【事前予約制・来所相談】

日　程 会　場・担当センター 相談員・相談時間

弁護士　13：30 ～ 16：30 

講演会、セミナー　 ※ 無料

職場のハラスメント　簡潔メール相談　 ※ 無料・秘密厳守

①12/４（金） 
13：30～16：30

日　程 テーマ 会　場

・ストレスチェック制度について
・ストレスチェック制度の意義と
　課題

藤沢市民会館
２階　第２会議室

（藤沢市鵠沼東８-１）

職場のパワハラ相談110番　　 ※ 無料・秘密厳守
12/１（火）～４（金）、７（月） 8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15
 ※かながわ労働センター本所職員による電話相談
　

12/１（火）8：30 ～ 12/７（月）17：15　

 電話番号 ０４５－６６２－６１１０

ホームページアドレス

※詳しくは、かながわ労働センターのホームページをご覧ください。

講　師

・神奈川産業保健総合支援センター　
　メンタルヘルス対策促進員　岩井 昌江 氏
・横浜労災病院 勤労者メンタルへルス
　センター長　  山本 晴義　氏

12月１日～７日は、「職場のハラスメント相談強化週間」です12月１日～７日は、「職場のハラスメント相談強化週間」です12月１日～７日は、「職場のハラスメント相談強化週間」です

12/１（火）

12/２（水）

12/３（木）
12/４（金）

かながわ労働センター　湘南支所

かながわ労働センター　県央支所

かながわ労働センター   本　　所
かながわ労働センター   川崎支所

※前日までに、各担当センターへ電話でお申込みください。その際、職員が相談の概要を伺います。
　電話番号は、Ｐ７の【お問い合わせ先】欄をご覧ください。
※なお、上記会場では期間中（12/１（火）～４（金）、７（月）　８：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15）
   労働センター職員による相談も行っています。【来所相談・電話相談】

②12/９（水）
14：00～16：40

企業に求められる職場のメンタル
ヘルス対応
・健康な職場づくり
・ストレスチェック制度の概要 他

川崎市産業振興会館
９階　第３研修室

（川崎市幸区堀川町66-20）

日本生産性本部 メンタル・ヘルス研究所
研究主幹　飯田 進一郎 氏

③12/11（金）
14：00～17：00

セクハラ、パワハラ、マタハラな
ど、ハラスメント全般の予防と対
処方法

かながわ労働プラザ
３階  多目的ホール

（横浜市中区寿町１-４）

（独）労働政策研究・研修機構
副主任研究員　内藤　忍 氏

※①については､12月２日までにかながわ労働センター湘南支所へ、②については、12月４日までにかながわ労働センター
川崎支所へ、③については、11月27日までにかながわ労働センター本所へ電話等でお申込みください。

　電話番号はＰ７の【お問い合わせ先】欄をご覧ください。

　「イクボス」とは、部下の仕事と育児の両立を支援する上司や経営者のことです。少子高齢化の加速による労働力人口

の減少が見込まれる中、女性従業員が仕事と育児を両立して能力を発揮することが企業発展に欠かせない状況になってい

ます。また、若手男性従業員にも育児に積極的に関わりたいと考える方が増えており、部下のモチベーション向上のため

にも、上司や経営者が「イクボス」になることが社会的にも望まれています。

　そこで、県では「イクボス」を増やす取組として、イクボスが登壇するパネルディスカッションやセミナー・座談会を

県内で２回ずつ開催するほか、会社ぐるみで取り組みたい企業に講師が伺う個別企業内管理職向け研修も実施します。出

席者には、イクボスになるために必要な知識・情報等を新たにまとめた、経営層や管理職向けパンフレットを差し上げます。

　この機会を是非ご活用いただき、従業員の意欲向上や職場定着にお役立てください。

第１回セミナー・座談会
　11月26日（木）　14時～16時  セミナー、16時～18時  座談会　　※いずれかのみの参加も可　※参加費無料

【会　場】横浜市技能文化会館802大研修室

　　　　　（横浜市中区万代町２-４-７、ＪＲ関内駅から徒歩５分、横浜市営地下鉄伊勢佐木長者町駅から徒歩３分）

【お申込・お問合せ先】

　　　　　株式会社東京リーガルマインド　イクボス育成事務局（県事業委託先）

　　　　電　話：03-5913-6085（受付時間 平日９時～18時）

　　　　メール：ikuboss@lec-jp.com

「イクボス」をご存知ですか？「イクボス」をご存知ですか？「イクボス」をご存知ですか？

検索ＬＥＣイクボス

http: //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500036/
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　出産を機に退職する女性は今も６割に達していますが、これから労働力人口が減っていく中で、女性が働き続けられる
職場環境を整え人材を確保することは、企業にとって重要な課題です。
　県では、女性の職場定着促進を目的として、経営者・管理職の方を対象に、女性が働きやすい企業として押さえるべき
ポイント、社内環境整備の手法や、経営者・管理職として必要な知識、先進的な事例をご紹介し、会社の業績向上と働き
甲斐のある会社づくりを目指すセミナーを開催します。
●日　程　11月25日（水）13：30～16：30 
●会　場　ＴＫＰ横浜駅西口カンファレンスセンター
　　　　　カンファレンスルーム１（横浜市神奈川区
　　　　　鶴屋町２-24-１　横浜駅西口から徒歩５分）
●内　容
　第１部：講演＆ワークショップ
　　　　　「女性が活躍する会社づくりの実践術」
　　　　　　講師：スリール株式会社
　　　　　　　　　代表取締役　堀江　敦子氏

　第２部：講演
　　　　　「今なぜ“イクボス”なのか」
　　　　　　講師：NPO法人ファザーリング・ジャパン
　　　　　　　　　ファウンダー／代表理事　安藤　哲也氏
●申込み・問い合わせ先
　株式会社キャリア・マム（県事業委託先）
　電話　042-389-0220
　ＷＥＢサイト　http://w-positive.jp 

女性活躍推進セミナーを開催します 参加費無料

●日　時　平成27年11月17日（火）14：00～16：00
●会　場　横浜市開港記念会館　会議室６号室
　　　　　横浜市中区本町１丁目６番地　
　　　　　みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩１分
●講　師　矢島　洋子氏（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル

ティング株式会社　経済・社会政策部主席研究
員兼女性活躍推進・ダイバーシティマネジメン
ト戦略室室長）

●申込み　県のホームページからお申し込みいただけます。
　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4363/
●問い合わせ先　県労政福祉課　両立支援グループ
　　　　　　　　電話　045-210-5744

「女性の活躍とワーク・ライフ・バランス」
―女性活躍推進法が求める行動計画とは？―

ワーク・ライフ・バランス
企業担当者交流会
ワーク・ライフ・バランス
企業担当者交流会

　県・横浜市・川崎市・相模原市では、県内企業に勤めるすべての社員が、それぞれに希望する働き方を実現できる職場
づくりを応援し、企業における「働き方改革」を推進するため、ワーク・ライフ・バランス企業担当者交流会を開催しま
す。女性活躍推進法の成立に伴い、平成28年４月１日から、企業には女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新た
に義務づけられることとなります（従業員300人以内は努力義務）。今回はその行動計画の策定について触れながら、女性
の活躍とワーク・ライフ・バランスについての講義とグループワークを行います。

参加費無料

１　川崎会場（同時開催：時間管理術セミナー）
　　日時　平成27年11月29日（日）13：30～17：00
　　場所　外語ビジネス専門学校
　　　　　（川崎市川崎区駅前本町22-１）
２　横浜会場
　　（同時開催：パパママ体験＆わくわく育児セミナー）
　　日時　平成27年12月12日（土）13：30～17：00　
　場所　横浜ワールドポーターズ
　　　　　（横浜市中区新港２-２-１）

３　藤沢会場
　　（同時開催：家事も仕事も効率アップセミナー）
　　日時　平成28年１月16日（土）13：30～17：00
　　場所　藤沢商工会館ミナパーク（藤沢市藤沢607-１）
●申込み　ホームページからエントリー
　　　　　http://www.cnbs.jp/seminar.html
●問い合わせ先　開催事務局（県事業委託先）
　　　　　　　　株式会社キャリアネットワーク
　　　　　　　　電話　03-6419-7040

20代の方対象　仕事と家庭の両立を考えるセミナー＆交流会
　近い将来、子育て世代に突入することが想定される20代の学生や就業者の方を対象に、自らのライフスタイルを考える
きっかけとして、仕事と家庭の両立を考えるセミナーと、実際に両立している先輩方との交流会を開催します。昨年度も
大好評いただきました。自分らしい働き方、是非見つけに来てください！

参加費無料

●日　時　平成27年11月28日（土）14：00～16：00
●会　場　橋本公民館  中・小会議室
　　　　　（相模原市緑区橋本６－２－１、ＪＲ橋本駅北

口から徒歩１分）
●講　師　高祖　常子氏（育児情報誌「miku」編集長）
　　　　　織田　　弦氏（NPO法人ファザーリング・　
　　　　　　　　　　　　ジャパン会員）
●対　象　仕事と子育ての両立を目指す男女
　　　　　※ご夫婦（カップル）での参加、大歓迎！

　神奈川県では、仕事と子育ての両立を目指すママやプレママが、それぞれのパートナーと共に参加できる、「共働き家庭
の両立応援セミナー」を、下記のとおり開催します。
　「ママになっても働きながら輝いていたい！」「パパだって子どもや家族と長く過ごしたい！」「仕事と子育ての両立に必要な
スキルを身につけたい！」そんなパパママ・プレパパママの皆さん、ご自分の働き方について、いま一度考えてみませんか？

●託　児　無料で実施します。（託児には定員があります。
お早めにお申込みください。）

●申込み　県ホームページからお申込みいただけます。
　　　　　　 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3677/

　　　#WMS
●問い合わせ先　県労政福祉課　両立支援グループ
　　　　　　　　電話　045-210-5746

パパ＆ママの“働く！”を考えよう　－理想の家族になるために－ 参加費無料

　職場のいじめや嫌がらせ、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどに関する労働相談の件数は依然として多く、
「職場のハラスメント」問題は、社会全体で解決すべき課題とされています。
　かながわ労働センターでは、平成27年12月1日（火）～7日（月）を「職場のハラスメント相談強化週間」として設定し、
期間中に「特別労働相談会」や「職場のパワハラ相談110番」、「講演会・セミナー」などを開催します。是非、ご利用・ご
参加ください。

特別労働相談会　　 ※ 無料・秘密厳守　【事前予約制・来所相談】

日　程 会　場・担当センター 相談員・相談時間

弁護士　13：30 ～ 16：30 

講演会、セミナー　 ※ 無料

職場のハラスメント　簡潔メール相談　 ※ 無料・秘密厳守

①12/４（金） 
13：30～16：30

日　程 テーマ 会　場

・ストレスチェック制度について
・ストレスチェック制度の意義と
　課題

藤沢市民会館
２階　第２会議室

（藤沢市鵠沼東８-１）

職場のパワハラ相談110番　　 ※ 無料・秘密厳守
12/１（火）～４（金）、７（月） 8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15
 ※かながわ労働センター本所職員による電話相談
　

12/１（火）8：30 ～ 12/７（月）17：15　

 電話番号 ０４５－６６２－６１１０

ホームページアドレス

※詳しくは、かながわ労働センターのホームページをご覧ください。

講　師

・神奈川産業保健総合支援センター　
　メンタルヘルス対策促進員　岩井 昌江 氏
・横浜労災病院 勤労者メンタルへルス
　センター長　  山本 晴義　氏

12月１日～７日は、「職場のハラスメント相談強化週間」です12月１日～７日は、「職場のハラスメント相談強化週間」です12月１日～７日は、「職場のハラスメント相談強化週間」です

12/１（火）

12/２（水）

12/３（木）
12/４（金）

かながわ労働センター　湘南支所

かながわ労働センター　県央支所

かながわ労働センター   本　　所
かながわ労働センター   川崎支所

※前日までに、各担当センターへ電話でお申込みください。その際、職員が相談の概要を伺います。
　電話番号は、Ｐ７の【お問い合わせ先】欄をご覧ください。
※なお、上記会場では期間中（12/１（火）～４（金）、７（月）　８：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15）
   労働センター職員による相談も行っています。【来所相談・電話相談】

②12/９（水）
14：00～16：40

企業に求められる職場のメンタル
ヘルス対応
・健康な職場づくり
・ストレスチェック制度の概要 他

川崎市産業振興会館
９階　第３研修室

（川崎市幸区堀川町66-20）

日本生産性本部 メンタル・ヘルス研究所
研究主幹　飯田 進一郎 氏

③12/11（金）
14：00～17：00

セクハラ、パワハラ、マタハラな
ど、ハラスメント全般の予防と対
処方法

かながわ労働プラザ
３階  多目的ホール

（横浜市中区寿町１-４）

（独）労働政策研究・研修機構
副主任研究員　内藤　忍 氏

※①については､12月２日までにかながわ労働センター湘南支所へ、②については、12月４日までにかながわ労働センター
川崎支所へ、③については、11月27日までにかながわ労働センター本所へ電話等でお申込みください。

　電話番号はＰ７の【お問い合わせ先】欄をご覧ください。

　「イクボス」とは、部下の仕事と育児の両立を支援する上司や経営者のことです。少子高齢化の加速による労働力人口

の減少が見込まれる中、女性従業員が仕事と育児を両立して能力を発揮することが企業発展に欠かせない状況になってい

ます。また、若手男性従業員にも育児に積極的に関わりたいと考える方が増えており、部下のモチベーション向上のため

にも、上司や経営者が「イクボス」になることが社会的にも望まれています。

　そこで、県では「イクボス」を増やす取組として、イクボスが登壇するパネルディスカッションやセミナー・座談会を

県内で２回ずつ開催するほか、会社ぐるみで取り組みたい企業に講師が伺う個別企業内管理職向け研修も実施します。出

席者には、イクボスになるために必要な知識・情報等を新たにまとめた、経営層や管理職向けパンフレットを差し上げます。

　この機会を是非ご活用いただき、従業員の意欲向上や職場定着にお役立てください。

第１回セミナー・座談会
　11月26日（木）　14時～16時  セミナー、16時～18時  座談会　　※いずれかのみの参加も可　※参加費無料

【会　場】横浜市技能文化会館802大研修室

　　　　　（横浜市中区万代町２-４-７、ＪＲ関内駅から徒歩５分、横浜市営地下鉄伊勢佐木長者町駅から徒歩３分）

【お申込・お問合せ先】

　　　　　株式会社東京リーガルマインド　イクボス育成事務局（県事業委託先）

　　　　電　話：03-5913-6085（受付時間 平日９時～18時）

　　　　メール：ikuboss@lec-jp.com

「イクボス」をご存知ですか？「イクボス」をご存知ですか？「イクボス」をご存知ですか？

検索ＬＥＣイクボス

http: //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500036/
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Ⅰ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第322回　五役会、第295回　執行委員会】
　７月28日、第322回五役会、第295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・各種委員の推薦等について
２　第27回定期大会運動方針の策定について
３　政治活動の取組について
４　国際連帯の取組について
５　連合関東ブロック2015政策フォーラムへの参加に

ついて
６　青年委員会の当面の取組について
７　労働法制改悪阻止ウィークの対応について
８　その他

【第323回　五役会、第296回　執行委員会】
　８月25日、第323回五役会、第296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　政治活動の取組について
３　2016連合神奈川地域ミニマム運動の実施について

４　高齢者福祉活動の取組について
５　新たな県内避難者支援の取組について
６　女性委員会構成産別女性会議について
７　その他　

■神奈川労連
【第11回幹事会】

　７月30日、第11回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　組織拡大・強化について
　①「３か年計画」の中間総括と補強
　②青年部大会
３「戦争法案」廃案、安倍政権打倒のたたかいについて
４　重点課題について
　①最賃裁判、最賃審議会
　②年金裁判、生存権裁判
　③鎌倉市職労

【第12回幹事会】
　８月27日、第12回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　重点課題について
　①組織拡大強化
　②「戦争法案」阻止、安倍政権打倒
　③最低賃金、憲法25条共闘
　④争議・裁判闘争
３．その他
　①全労連関東ブロック協議会総会
　②「マイナンバー対策」

Ⅱ　主要労組の定期大会
■三浦地区労働組合協議会
　三浦地区労働組合協議会（新倉正義議長、439人）は、
７月22日、三浦市青少年会館において、代議員、来賓等
15人を集め、第47回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１　地域の労働者・労働組合の結集強化と、労働者の権

利や賃金労働条件の維持向上に向けた運動を進める。
２　三浦市が「ビキニ事件」で甚大な被害を受けた歴史

を持ち、「核兵器廃絶平和都市」を宣言した自治体であ
ることを踏まえながら、核兵器廃絶、平和憲法擁護、

その他平和な地域や世界の実現に向けた運動を進める。
３　市民と共同しながら、市民がいきいきと幸せに暮ら

すことができる社会づくりに向けた運動を進める。
【役員氏名】

議　　長　新倉　正義（全労連全国一般横須賀三浦地協・再）
副 議 長　岡部　　久（神奈川県職労三浦半島支部・再）
　　　　　鈴木登志生（三浦市職労・新）　
事務局長　川原　直樹（三浦市職労・再）

■全日本金属情報機器労働組合・神奈川地方本部
　全日本金属情報機器労働組合（JMIU）・神奈川地方
本部（庄司幸三執行委員長、約640人）は、7月25日、
高津市民会館において、代議員、来賓等44人を集め、
第54回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　日常活動の強化で組織拡大を目指す。
２　安保法案、労働法制改悪阻止のたたかいに取り組む。
３　IBMのリストラなど労働争議支援に取り組む。
４　NTT関係の通信労組との組織統一に取り組む。

【役員氏名】
執行委員長　　庄司　幸三（横浜地域支部・再）
副執行委員長　千葉　清光（NCR海老名･再）
　　　　　　　片寄　一成（アイヱスビー・再）
書 記 長　　　矢部　常次（川崎地域支部・再）

■神奈川県電力関連産業労働組合総連合
　神奈川県電力関連産業労働組合総連合（飯塚直人会長、
6,149人）は、８月24日、ワークピア横浜において、代
議員、役員、来賓等約100人を集め、第48回定時大会を
開催した。

【運動方針の要旨】
１　安全と健康を最優先とした活動
２　働くものの雇用・労働諸条件を守る活動
３　政治・政策活動の強化と着実な推進をはかる活動
４　加盟組合の相互連携と産業別組織の発展に資する活動
５　組合員から理解と共感の得られる活動

【役員氏名】
会　　長　飯塚　直人（東電労組神奈川地区本部・新）
副 会 長　野秋　幸範（関電工労組神奈川支部・再）
　　　　　二見　雅彦（関東電気保安協会労組神奈川支

部・新）　
　　　　　保田　伸一（東電常傭労組神奈川総支部・再）
　　　　　久保田真一（東電同窓電気労働組合・再）
　　　　　新妻　政和（東京パワーテクノロジー労組京

浜支部・新）
事務局長　原　　昌史（東電労組神奈川地区本部・新）

■横浜労働組合総連合
　横浜労働組合総連合（政村修議長、72,617人は、９月
５日、建設プラザかながわにおいて、代議員、役員、来
賓等約90人を集め、第26回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　労働者の生活改善と賃金の底上げ
２　組織拡大・強化
３　憲法を守りぬく闘い
４　安倍暴走政治を打倒する闘い

【役員氏名】
議　　長　政村　　修（横浜市従業員労働組合・再）
副 議 長　勝又　時雄（神奈川土建横浜市協議会・再）
　　　　　澤田　逸夫（神奈川地区労働組合総連合・再）

　　　　　古山　啓一（横浜南部労働組合総連合･再）
　　　　　横関　克弘（横浜北部地区労働組合協議会･再）
事務局長　神田　雄一（横浜地区労働組合協議会･再）

■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）

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２件、終結は６件でした。不当労働行為事件関係では、新規申立てが５件、終結は４件でした。
　また、前号で掲載した調整事件関係の終結を４件から５件に訂正し、本号において１件追加掲載します。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/）

平成27年
（調）第６号事件 あっせん 労働組合 ��会社（��業） 平成27年

４月16日 ・�体���ー�の�立 平成27年
６月５日 解�

平成27年
（調）第４号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成27年

４月２日 ・2015年３月31日�け解雇の�回 平成27年
６月29日 打�

平成26年
（調）第24号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成26年

12月４日

・��書の�守
・ ア�バイトの賃金改善、労働時間の

�上げ、�下げ�当
・組合事務所、掲��の��

平成27年
７月16日 解�

平成27年
（調）第８号事件 あっせん ��会社

（運�業���業） 労働組合 平成27年
５月１日 ・雇止め 平成27年

７月31日 打�

平成27年
（調）第９号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業） 平成27年

６月３日 ・協定書の�守

平成27年
（調）第10号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業） 平成27年

６月８日 ・�体���ー�の�立

平成27年
（調）第11号事件 あっせん 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

６月23日 ・���別の�正

平成27年
（調）第12号事件 あっせん 労働組合 社会福祉法人（���福祉） 平成27年

７月３日 ・組合事務所��

平成27年
（調）第13号事件 あっせん 労働組合 ��会社（不動産業���賃�業） 平成27年

７月13日 ・解雇

平成25年
（不）第16号事件

�マ�工業事件
労働組合 ��会社（��業） 平成25年

６月28日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
６月30日 一部�済

平成25年
（不）第12号事件

テクノウ�ーブ事件
労働組合 ��会社（�ービス業） 平成25年

６月６日

・�体��応�
・支��入の�止
・�実�体��実施
・�スト・ノーティス

平成27年
７月15日 全部�済

平成26年
（不）第26号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成26年

７月17日

・解雇�回、原職��
・バックペイ
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
７月７日 関�和解

平成27年
（不）第８号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

４月27日 ・解雇�回、原職�� 平成27年
７月７日 関�和解

平成27年
（不）第２号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

２月24日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
７月21日 関�和解

平成27年
（不）第13号事件 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成27年

６月４日

・�実�体��実施
・一時金の�体��実施前に社内ホームページで一時
　金を不支�とする旨��するなどの行為の�止
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第14号事件 労働組合 ��会社（��業���業） 平成27年

６月４日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第15号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

６月９日

・�実�体��実施
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第16号事件 労働組合 ��会社（��業���業） 平成27年

６月16日

・�体��応�
・組合に�る電�や面�申入れを��することの�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第17号事件 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成27年

６月16日

・�実�体��実施
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第18号事件 労働組合 ��会社（�ービス業）

��会社（��業）
平成27年
６月22日

・�体��応�
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第19号事件 労働組合 ��会社（��業）

��会社（��業）
平成27年
７月21日

・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第20号事件 労働組合 ��会社（建設業） 平成27年

７月22日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第21号事件 労働組合 ��会社（��業） 平成27年

７月31日
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（調）第13号事件

あっせん 労働組合 ��会社（不動産業���賃�業）
平成27年
７月13日

・解雇
平成27年
８月４日

取下

平成27年
（調）第７号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業���業）
平成27年
４月30日

・解雇�回
平成27年
８月６日

打�

平成27年
（調）第11号事件

あっせん 労働組合 ��会社（運�業���業）
平成27年
６月23日

・���別の�正
平成27年
８月19日

打�

平成27年
（調）第５号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業����ービス業）
平成27年
４月６日

・賃金の��、人事�課
平成27年
８月24日

解�

平成27年
（調）第９号事件

あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業）
平成27年
６月３日

・協定書の�守
平成27年
９月30日

打�

平成27年
（調）第15号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業����ービス業）
平成27年
９月９日

・�体��の�進
平成27年
９月18日

打�

平成27年
（調）第14号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業）
平成27年
９月４日

・��資�の��
・社会保�、�生年金の���の通�

平成27年
（調）第10号事件

あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業）
平成27年
６月８日

・�体���ー�の�立
平成27年
７月28日

解�

平成26年
（不）第３号

あかつき��事件
労働組合 �人（���福祉）

平成26年
２月３日

・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
９月29日

全部�済

平成26年
（不）第22号事件

労働組合
��会社（建設業）
��会社（建設業）
��会社（��業）

平成26年
６月26日

・�体��応�
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
８月17日

関�和解

平成26年
（不）第39号事件

労働組合 ��会社（�ービス業）
平成26年
12月25日

・�体��応�
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
８月21日

関�和解

平成27年
（不）第12号事件

労働組合 ��会社（運�業���業）
平成27年
５月25日

・�体��応�
・組合に�る電�や面�申入れを��することの�止
・�スト・ノーティス

平成27年
９月30日

関�和解

平成27年
（不）第22号事件

労働組合
��会社（建設業）
協同組合（�ービス業）

平成27年
８月３日

・直���の�止
・協定書の�守
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第23号事件

労働組合 ��会社（不動産業���賃�業）
平成27年
８月６日

・�体��応�
・解雇�回
・バックペイ
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第24号事件

労働組合
��会社（�ービス業）
��会社（��業）

平成27年
８月６日

・組合員の解雇������の実施ないし関�の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第25号事件

労働組合 ��会社（��業）
平成27年
９月８日

・組合員への����の支�い
・組合員に対する�業�止��の�回
・�実�体��実施
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第26号事件

労働組合 ��会社（��業）
平成27年
９月24日

・�実�体��実施
・組合員への�別�止
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

　個人の渡航では訪れることが難しいヨーロッパの先進企業の製造現場を視察し、ものづくりの現状や環境への取組を知る
ことができるほか、最先端の技術が集結する国際見本市の見学等、貴重な体験ができます。
　貴社の有望な技術者の育成に、ぜひご活用ください！

※視察内容及び申込方法の詳細は県 HP でご確認ください。http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6252/

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

第45回神奈川県中小企業技術者等海外派遣団　団員募集！！

派遣期間（予定）

派 遣 先（予定）

費　　用

対 象 者

申込方法

平成28年３月13日（日）～20日（日）　８日間

・オランダ（プラスチック加工企業、スマートアグリ、ESEF（国際見本市）等）
・ドイツ（自動車部品製造企業、高速鉄道ICEのメンテナンス工場等）

21万円／１人（事業主負担）

事業主が参加申込書に必要事項を記載の上、神奈川県に送付してください。（11月30日必着）

次のすべての条件を満たす方
⑴県内の同一の中小企業に継続して２年以上勤務している従業員等で、その事業主から推薦され

た方（個人事業主も可）
⑵技術者・技能者の方
⑶平成27年４月１日現在、20歳以上40歳以下の方
※事務職の方や過去に本事業に参加した方は、応募できません。

労働情勢 7 8 9 月
Ⅰ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第322回　五役会、第295回　執行委員会】
　７月28日、第322回五役会、第295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・各種委員の推薦等について
２　第27回定期大会運動方針の策定について
３　政治活動の取組について
４　国際連帯の取組について
５　連合関東ブロック2015政策フォーラムへの参加に

ついて
６　青年委員会の当面の取組について
７　労働法制改悪阻止ウィークの対応について
８　その他

【第323回　五役会、第296回　執行委員会】
　８月25日、第323回五役会、第296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　政治活動の取組について
３　2016連合神奈川地域ミニマム運動の実施について

４　高齢者福祉活動の取組について
５　新たな県内避難者支援の取組について
６　女性委員会構成産別女性会議について
７　その他　

■神奈川労連
【第11回幹事会】

　７月30日、第11回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　組織拡大・強化について
　①「３か年計画」の中間総括と補強
　②青年部大会
３「戦争法案」廃案、安倍政権打倒のたたかいについて
４　重点課題について
　①最賃裁判、最賃審議会
　②年金裁判、生存権裁判
　③鎌倉市職労

【第12回幹事会】
　８月27日、第12回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　重点課題について
　①組織拡大強化
　②「戦争法案」阻止、安倍政権打倒
　③最低賃金、憲法25条共闘
　④争議・裁判闘争
３．その他
　①全労連関東ブロック協議会総会
　②「マイナンバー対策」

Ⅱ　主要労組の定期大会
■三浦地区労働組合協議会
　三浦地区労働組合協議会（新倉正義議長、439人）は、
７月22日、三浦市青少年会館において、代議員、来賓等
15人を集め、第47回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１　地域の労働者・労働組合の結集強化と、労働者の権

利や賃金労働条件の維持向上に向けた運動を進める。
２　三浦市が「ビキニ事件」で甚大な被害を受けた歴史

を持ち、「核兵器廃絶平和都市」を宣言した自治体であ
ることを踏まえながら、核兵器廃絶、平和憲法擁護、

か な が わ

その他平和な地域や世界の実現に向けた運動を進める。
３　市民と共同しながら、市民がいきいきと幸せに暮ら

すことができる社会づくりに向けた運動を進める。
【役員氏名】

議　　長　新倉　正義（全労連全国一般横須賀三浦地協・再）
副 議 長　岡部　　久（神奈川県職労三浦半島支部・再）
　　　　　鈴木登志生（三浦市職労・新）　
事務局長　川原　直樹（三浦市職労・再）

■全日本金属情報機器労働組合・神奈川地方本部
　全日本金属情報機器労働組合（JMIU）・神奈川地方
本部（庄司幸三執行委員長、約640人）は、7月25日、
高津市民会館において、代議員、来賓等44人を集め、
第54回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　日常活動の強化で組織拡大を目指す。
２　安保法案、労働法制改悪阻止のたたかいに取り組む。
３　IBMのリストラなど労働争議支援に取り組む。
４　NTT関係の通信労組との組織統一に取り組む。

【役員氏名】
執行委員長　　庄司　幸三（横浜地域支部・再）
副執行委員長　千葉　清光（NCR海老名･再）
　　　　　　　片寄　一成（アイヱスビー・再）
書 記 長　　　矢部　常次（川崎地域支部・再）

■神奈川県電力関連産業労働組合総連合
　神奈川県電力関連産業労働組合総連合（飯塚直人会長、
6,149人）は、８月24日、ワークピア横浜において、代
議員、役員、来賓等約100人を集め、第48回定時大会を
開催した。

【運動方針の要旨】
１　安全と健康を最優先とした活動
２　働くものの雇用・労働諸条件を守る活動
３　政治・政策活動の強化と着実な推進をはかる活動
４　加盟組合の相互連携と産業別組織の発展に資する活動
５　組合員から理解と共感の得られる活動

【役員氏名】
会　　長　飯塚　直人（東電労組神奈川地区本部・新）
副 会 長　野秋　幸範（関電工労組神奈川支部・再）
　　　　　二見　雅彦（関東電気保安協会労組神奈川支

部・新）　
　　　　　保田　伸一（東電常傭労組神奈川総支部・再）
　　　　　久保田真一（東電同窓電気労働組合・再）
　　　　　新妻　政和（東京パワーテクノロジー労組京

浜支部・新）
事務局長　原　　昌史（東電労組神奈川地区本部・新）

■横浜労働組合総連合
　横浜労働組合総連合（政村修議長、72,617人は、９月
５日、建設プラザかながわにおいて、代議員、役員、来
賓等約90人を集め、第26回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　労働者の生活改善と賃金の底上げ
２　組織拡大・強化
３　憲法を守りぬく闘い
４　安倍暴走政治を打倒する闘い

【役員氏名】
議　　長　政村　　修（横浜市従業員労働組合・再）
副 議 長　勝又　時雄（神奈川土建横浜市協議会・再）
　　　　　澤田　逸夫（神奈川地区労働組合総連合・再）

　　　　　古山　啓一（横浜南部労働組合総連合･再）
　　　　　横関　克弘（横浜北部地区労働組合協議会･再）
事務局長　神田　雄一（横浜地区労働組合協議会･再）

■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）

最低賃金が改定されました。
　神奈川県最低賃金は、パートタイマー、臨時、
アルバイト等の雇用形態を問わず、全ての労働者に適用されます。
　なお、最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られていますので、次の賃金は対
象とはなりません。               
①精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金（結婚祝金等）
③１ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金（賞与等）
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金 

◎最低賃金についてのお問い合わせは、
　神奈川労働局労働基準部賃金課　　☎０４５（２１１）７３５４
　神奈川県労政福祉課労政グループ　☎０４５（２１０）５７３９

最低賃金改定のお知らせ最低賃金改定のお知らせ 最低賃金の件名 効力発生年月日最低賃金額（時間額）

905円
前年比＋18円

神奈川県最低賃金 平成27年10月18日
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Ⅰ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第322回　五役会、第295回　執行委員会】
　７月28日、第322回五役会、第295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・各種委員の推薦等について
２　第27回定期大会運動方針の策定について
３　政治活動の取組について
４　国際連帯の取組について
５　連合関東ブロック2015政策フォーラムへの参加に

ついて
６　青年委員会の当面の取組について
７　労働法制改悪阻止ウィークの対応について
８　その他

【第323回　五役会、第296回　執行委員会】
　８月25日、第323回五役会、第296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　政治活動の取組について
３　2016連合神奈川地域ミニマム運動の実施について

４　高齢者福祉活動の取組について
５　新たな県内避難者支援の取組について
６　女性委員会構成産別女性会議について
７　その他　

■神奈川労連
【第11回幹事会】

　７月30日、第11回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　組織拡大・強化について
　①「３か年計画」の中間総括と補強
　②青年部大会
３「戦争法案」廃案、安倍政権打倒のたたかいについて
４　重点課題について
　①最賃裁判、最賃審議会
　②年金裁判、生存権裁判
　③鎌倉市職労

【第12回幹事会】
　８月27日、第12回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　重点課題について
　①組織拡大強化
　②「戦争法案」阻止、安倍政権打倒
　③最低賃金、憲法25条共闘
　④争議・裁判闘争
３．その他
　①全労連関東ブロック協議会総会
　②「マイナンバー対策」

Ⅱ　主要労組の定期大会
■三浦地区労働組合協議会
　三浦地区労働組合協議会（新倉正義議長、439人）は、
７月22日、三浦市青少年会館において、代議員、来賓等
15人を集め、第47回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１　地域の労働者・労働組合の結集強化と、労働者の権

利や賃金労働条件の維持向上に向けた運動を進める。
２　三浦市が「ビキニ事件」で甚大な被害を受けた歴史

を持ち、「核兵器廃絶平和都市」を宣言した自治体であ
ることを踏まえながら、核兵器廃絶、平和憲法擁護、

その他平和な地域や世界の実現に向けた運動を進める。
３　市民と共同しながら、市民がいきいきと幸せに暮ら

すことができる社会づくりに向けた運動を進める。
【役員氏名】

議　　長　新倉　正義（全労連全国一般横須賀三浦地協・再）
副 議 長　岡部　　久（神奈川県職労三浦半島支部・再）
　　　　　鈴木登志生（三浦市職労・新）　
事務局長　川原　直樹（三浦市職労・再）

■全日本金属情報機器労働組合・神奈川地方本部
　全日本金属情報機器労働組合（JMIU）・神奈川地方
本部（庄司幸三執行委員長、約640人）は、7月25日、
高津市民会館において、代議員、来賓等44人を集め、
第54回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　日常活動の強化で組織拡大を目指す。
２　安保法案、労働法制改悪阻止のたたかいに取り組む。
３　IBMのリストラなど労働争議支援に取り組む。
４　NTT関係の通信労組との組織統一に取り組む。

【役員氏名】
執行委員長　　庄司　幸三（横浜地域支部・再）
副執行委員長　千葉　清光（NCR海老名･再）
　　　　　　　片寄　一成（アイヱスビー・再）
書 記 長　　　矢部　常次（川崎地域支部・再）

■神奈川県電力関連産業労働組合総連合
　神奈川県電力関連産業労働組合総連合（飯塚直人会長、
6,149人）は、８月24日、ワークピア横浜において、代
議員、役員、来賓等約100人を集め、第48回定時大会を
開催した。

【運動方針の要旨】
１　安全と健康を最優先とした活動
２　働くものの雇用・労働諸条件を守る活動
３　政治・政策活動の強化と着実な推進をはかる活動
４　加盟組合の相互連携と産業別組織の発展に資する活動
５　組合員から理解と共感の得られる活動

【役員氏名】
会　　長　飯塚　直人（東電労組神奈川地区本部・新）
副 会 長　野秋　幸範（関電工労組神奈川支部・再）
　　　　　二見　雅彦（関東電気保安協会労組神奈川支

部・新）　
　　　　　保田　伸一（東電常傭労組神奈川総支部・再）
　　　　　久保田真一（東電同窓電気労働組合・再）
　　　　　新妻　政和（東京パワーテクノロジー労組京

浜支部・新）
事務局長　原　　昌史（東電労組神奈川地区本部・新）

■横浜労働組合総連合
　横浜労働組合総連合（政村修議長、72,617人は、９月
５日、建設プラザかながわにおいて、代議員、役員、来
賓等約90人を集め、第26回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　労働者の生活改善と賃金の底上げ
２　組織拡大・強化
３　憲法を守りぬく闘い
４　安倍暴走政治を打倒する闘い

【役員氏名】
議　　長　政村　　修（横浜市従業員労働組合・再）
副 議 長　勝又　時雄（神奈川土建横浜市協議会・再）
　　　　　澤田　逸夫（神奈川地区労働組合総連合・再）

　　　　　古山　啓一（横浜南部労働組合総連合･再）
　　　　　横関　克弘（横浜北部地区労働組合協議会･再）
事務局長　神田　雄一（横浜地区労働組合協議会･再）

■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）

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２件、終結は６件でした。不当労働行為事件関係では、新規申立てが５件、終結は４件でした。
　また、前号で掲載した調整事件関係の終結を４件から５件に訂正し、本号において１件追加掲載します。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/）

平成27年
（調）第６号事件 あっせん 労働組合 ��会社（��業） 平成27年

４月16日 ・�体���ー�の�立 平成27年
６月５日 解�

平成27年
（調）第４号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成27年

４月２日 ・2015年３月31日�け解雇の�回 平成27年
６月29日 打�

平成26年
（調）第24号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成26年

12月４日

・��書の�守
・ ア�バイトの賃金改善、労働時間の

�上げ、�下げ�当
・組合事務所、掲��の��

平成27年
７月16日 解�

平成27年
（調）第８号事件 あっせん ��会社

（運�業���業） 労働組合 平成27年
５月１日 ・雇止め 平成27年

７月31日 打�

平成27年
（調）第９号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業） 平成27年

６月３日 ・協定書の�守

平成27年
（調）第10号事件 あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業） 平成27年

６月８日 ・�体���ー�の�立

平成27年
（調）第11号事件 あっせん 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

６月23日 ・���別の�正

平成27年
（調）第12号事件 あっせん 労働組合 社会福祉法人（���福祉） 平成27年

７月３日 ・組合事務所��

平成27年
（調）第13号事件 あっせん 労働組合 ��会社（不動産業���賃�業） 平成27年

７月13日 ・解雇

平成25年
（不）第16号事件

�マ�工業事件
労働組合 ��会社（��業） 平成25年

６月28日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
６月30日 一部�済

平成25年
（不）第12号事件

テクノウ�ーブ事件
労働組合 ��会社（�ービス業） 平成25年

６月６日

・�体��応�
・支��入の�止
・�実�体��実施
・�スト・ノーティス

平成27年
７月15日 全部�済

平成26年
（不）第26号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成26年

７月17日

・解雇�回、原職��
・バックペイ
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
７月７日 関�和解

平成27年
（不）第８号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

４月27日 ・解雇�回、原職�� 平成27年
７月７日 関�和解

平成27年
（不）第２号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

２月24日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
７月21日 関�和解

平成27年
（不）第13号事件 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成27年

６月４日

・�実�体��実施
・一時金の�体��実施前に社内ホームページで一時
　金を不支�とする旨��するなどの行為の�止
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第14号事件 労働組合 ��会社（��業���業） 平成27年

６月４日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第15号事件 労働組合 ��会社（運�業���業） 平成27年

６月９日

・�実�体��実施
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第16号事件 労働組合 ��会社（��業���業） 平成27年

６月16日

・�体��応�
・組合に�る電�や面�申入れを��することの�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第17号事件 労働組合 ��会社（�ービス業） 平成27年

６月16日

・�実�体��実施
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第18号事件 労働組合 ��会社（�ービス業）

��会社（��業）
平成27年
６月22日

・�体��応�
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第19号事件 労働組合 ��会社（��業）

��会社（��業）
平成27年
７月21日

・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第20号事件 労働組合 ��会社（建設業） 平成27年

７月22日
・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第21号事件 労働組合 ��会社（��業） 平成27年

７月31日
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（調）第13号事件

あっせん 労働組合 ��会社（不動産業���賃�業）
平成27年
７月13日

・解雇
平成27年
８月４日

取下

平成27年
（調）第７号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業���業）
平成27年
４月30日

・解雇�回
平成27年
８月６日

打�

平成27年
（調）第11号事件

あっせん 労働組合 ��会社（運�業���業）
平成27年
６月23日

・���別の�正
平成27年
８月19日

打�

平成27年
（調）第５号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業����ービス業）
平成27年
４月６日

・賃金の��、人事�課
平成27年
８月24日

解�

平成27年
（調）第９号事件

あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業）
平成27年
６月３日

・協定書の�守
平成27年
９月30日

打�

平成27年
（調）第15号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業����ービス業）
平成27年
９月９日

・�体��の�進
平成27年
９月18日

打�

平成27年
（調）第14号事件

あっせん 労働組合 ��会社（��業）
平成27年
９月４日

・��資�の��
・社会保�、�生年金の���の通�

平成27年
（調）第10号事件

あっせん 労働組合 ��会社（�育���支援業）
平成27年
６月８日

・�体���ー�の�立
平成27年
７月28日

解�

平成26年
（不）第３号

あかつき��事件
労働組合 �人（���福祉）

平成26年
２月３日

・�体��応�
・�スト・ノーティス

平成27年
９月29日

全部�済

平成26年
（不）第22号事件

労働組合
��会社（建設業）
��会社（建設業）
��会社（��業）

平成26年
６月26日

・�体��応�
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
８月17日

関�和解

平成26年
（不）第39号事件

労働組合 ��会社（�ービス業）
平成26年
12月25日

・�体��応�
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
８月21日

関�和解

平成27年
（不）第12号事件

労働組合 ��会社（運�業���業）
平成27年
５月25日

・�体��応�
・組合に�る電�や面�申入れを��することの�止
・�スト・ノーティス

平成27年
９月30日

関�和解

平成27年
（不）第22号事件

労働組合
��会社（建設業）
協同組合（�ービス業）

平成27年
８月３日

・直���の�止
・協定書の�守
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第23号事件

労働組合 ��会社（不動産業���賃�業）
平成27年
８月６日

・�体��応�
・解雇�回
・バックペイ
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第24号事件

労働組合
��会社（�ービス業）
��会社（��業）

平成27年
８月６日

・組合員の解雇������の実施ないし関�の�止
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第25号事件

労働組合 ��会社（��業）
平成27年
９月８日

・組合員への����の支�い
・組合員に対する�業�止��の�回
・�実�体��実施
・�スト・ノーティス

平成27年
（不）第26号事件

労働組合 ��会社（��業）
平成27年
９月24日

・�実�体��実施
・組合員への�別�止
・支��入の�止
・�スト・ノーティス

　個人の渡航では訪れることが難しいヨーロッパの先進企業の製造現場を視察し、ものづくりの現状や環境への取組を知る
ことができるほか、最先端の技術が集結する国際見本市の見学等、貴重な体験ができます。
　貴社の有望な技術者の育成に、ぜひご活用ください！

※視察内容及び申込方法の詳細は県 HP でご確認ください。http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6252/

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

第45回神奈川県中小企業技術者等海外派遣団　団員募集！！

派遣期間（予定）

派 遣 先（予定）

費　　用

対 象 者

申込方法

平成28年３月13日（日）～20日（日）　８日間

・オランダ（プラスチック加工企業、スマートアグリ、ESEF（国際見本市）等）
・ドイツ（自動車部品製造企業、高速鉄道ICEのメンテナンス工場等）

21万円／１人（事業主負担）

事業主が参加申込書に必要事項を記載の上、神奈川県に送付してください。（11月30日必着）

次のすべての条件を満たす方
⑴県内の同一の中小企業に継続して２年以上勤務している従業員等で、その事業主から推薦され

た方（個人事業主も可）
⑵技術者・技能者の方
⑶平成27年４月１日現在、20歳以上40歳以下の方
※事務職の方や過去に本事業に参加した方は、応募できません。

労働情勢 7 8 9 月
Ⅰ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第322回　五役会、第295回　執行委員会】
　７月28日、第322回五役会、第295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・各種委員の推薦等について
２　第27回定期大会運動方針の策定について
３　政治活動の取組について
４　国際連帯の取組について
５　連合関東ブロック2015政策フォーラムへの参加に

ついて
６　青年委員会の当面の取組について
７　労働法制改悪阻止ウィークの対応について
８　その他

【第323回　五役会、第296回　執行委員会】
　８月25日、第323回五役会、第296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　政治活動の取組について
３　2016連合神奈川地域ミニマム運動の実施について

４　高齢者福祉活動の取組について
５　新たな県内避難者支援の取組について
６　女性委員会構成産別女性会議について
７　その他　

■神奈川労連
【第11回幹事会】

　７月30日、第11回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　組織拡大・強化について
　①「３か年計画」の中間総括と補強
　②青年部大会
３「戦争法案」廃案、安倍政権打倒のたたかいについて
４　重点課題について
　①最賃裁判、最賃審議会
　②年金裁判、生存権裁判
　③鎌倉市職労

【第12回幹事会】
　８月27日、第12回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　第31回定期大会議案について
２　重点課題について
　①組織拡大強化
　②「戦争法案」阻止、安倍政権打倒
　③最低賃金、憲法25条共闘
　④争議・裁判闘争
３．その他
　①全労連関東ブロック協議会総会
　②「マイナンバー対策」

Ⅱ　主要労組の定期大会
■三浦地区労働組合協議会
　三浦地区労働組合協議会（新倉正義議長、439人）は、
７月22日、三浦市青少年会館において、代議員、来賓等
15人を集め、第47回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１　地域の労働者・労働組合の結集強化と、労働者の権

利や賃金労働条件の維持向上に向けた運動を進める。
２　三浦市が「ビキニ事件」で甚大な被害を受けた歴史

を持ち、「核兵器廃絶平和都市」を宣言した自治体であ
ることを踏まえながら、核兵器廃絶、平和憲法擁護、

か な が わ

その他平和な地域や世界の実現に向けた運動を進める。
３　市民と共同しながら、市民がいきいきと幸せに暮ら

すことができる社会づくりに向けた運動を進める。
【役員氏名】

議　　長　新倉　正義（全労連全国一般横須賀三浦地協・再）
副 議 長　岡部　　久（神奈川県職労三浦半島支部・再）
　　　　　鈴木登志生（三浦市職労・新）　
事務局長　川原　直樹（三浦市職労・再）

■全日本金属情報機器労働組合・神奈川地方本部
　全日本金属情報機器労働組合（JMIU）・神奈川地方
本部（庄司幸三執行委員長、約640人）は、7月25日、
高津市民会館において、代議員、来賓等44人を集め、
第54回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　日常活動の強化で組織拡大を目指す。
２　安保法案、労働法制改悪阻止のたたかいに取り組む。
３　IBMのリストラなど労働争議支援に取り組む。
４　NTT関係の通信労組との組織統一に取り組む。

【役員氏名】
執行委員長　　庄司　幸三（横浜地域支部・再）
副執行委員長　千葉　清光（NCR海老名･再）
　　　　　　　片寄　一成（アイヱスビー・再）
書 記 長　　　矢部　常次（川崎地域支部・再）

■神奈川県電力関連産業労働組合総連合
　神奈川県電力関連産業労働組合総連合（飯塚直人会長、
6,149人）は、８月24日、ワークピア横浜において、代
議員、役員、来賓等約100人を集め、第48回定時大会を
開催した。

【運動方針の要旨】
１　安全と健康を最優先とした活動
２　働くものの雇用・労働諸条件を守る活動
３　政治・政策活動の強化と着実な推進をはかる活動
４　加盟組合の相互連携と産業別組織の発展に資する活動
５　組合員から理解と共感の得られる活動

【役員氏名】
会　　長　飯塚　直人（東電労組神奈川地区本部・新）
副 会 長　野秋　幸範（関電工労組神奈川支部・再）
　　　　　二見　雅彦（関東電気保安協会労組神奈川支

部・新）　
　　　　　保田　伸一（東電常傭労組神奈川総支部・再）
　　　　　久保田真一（東電同窓電気労働組合・再）
　　　　　新妻　政和（東京パワーテクノロジー労組京

浜支部・新）
事務局長　原　　昌史（東電労組神奈川地区本部・新）

■横浜労働組合総連合
　横浜労働組合総連合（政村修議長、72,617人は、９月
５日、建設プラザかながわにおいて、代議員、役員、来
賓等約90人を集め、第26回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　労働者の生活改善と賃金の底上げ
２　組織拡大・強化
３　憲法を守りぬく闘い
４　安倍暴走政治を打倒する闘い

【役員氏名】
議　　長　政村　　修（横浜市従業員労働組合・再）
副 議 長　勝又　時雄（神奈川土建横浜市協議会・再）
　　　　　澤田　逸夫（神奈川地区労働組合総連合・再）

　　　　　古山　啓一（横浜南部労働組合総連合･再）
　　　　　横関　克弘（横浜北部地区労働組合協議会･再）
事務局長　神田　雄一（横浜地区労働組合協議会･再）

■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）

最低賃金が改定されました。
　神奈川県最低賃金は、パートタイマー、臨時、
アルバイト等の雇用形態を問わず、全ての労働者に適用されます。
　なお、最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られていますので、次の賃金は対
象とはなりません。               
①精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金（結婚祝金等）
③１ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金（賞与等）
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金 

◎最低賃金についてのお問い合わせは、
　神奈川労働局労働基準部賃金課　　☎０４５（２１１）７３５４
　神奈川県労政福祉課労政グループ　☎０４５（２１０）５７３９

最低賃金改定のお知らせ最低賃金改定のお知らせ 最低賃金の件名 効力発生年月日最低賃金額（時間額）

905円
前年比＋18円

神奈川県最低賃金 平成27年10月18日
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実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例シリーズ

採用内定の法的性質と採用内定取消
大日本印刷事件　最高裁第2小法廷昭54.7.20 判決　労働判例323号

１．事件の概要

　Xは、A大学経済学部４年に在学中の昭和43年７月に、A大

学の推薦を受けてY社の大学卒業予定者の採用試験（筆記、適

性試験）を受け、面接試験、身体検査に進み、Y社から採用内

定通知を受け取りました。XがY社に提出した誓約書には内定取

消事由として以下の記載がありました。

“⑴履歴書身上書等提出書類の記載事項に事実と相違した点が

あつたとき。

　⑵過去において共産主義運動及びこれに類する運動をし、又

は関係した事実が判明したとき。

　⑶本年３月学校を卒業出来なかつたとき。

　⑷入社迄に健康状態が選考日より低下し勤務に堪えないと貴

社において認められたとき。

　⑸その他の事由によって入社後の勤務に不適当と認められた

とき。”

　ところが、翌昭和44年２月12日に、Y社からＸに対し、理由

を示さずに採用内定取消が通知されました。XはA大学を通じて

Y社と交渉していましたが、進展が見られないまま卒業を迎え

ました。そこで、Xは、Y社に対し、本件採用内定取消は無効で

あると主張して、雇用関係確認、賃金支払を請求する訴訟を提

起しました。

　１審（大津地裁昭47.３.29判決）は、一種の無名契約として

採用内定契約の成立を肯定してXの主張を認め、２審（大阪高

裁昭51.10.４判決）は解約権留保付き就労始期付の労働契約の

成立を認め、Xの請求を認容したため、Y社が上告しました。

２．判決の要旨

上告棄却

⑴採用内定の法的性質

　本件においては、採用内定通知のほかには労働契約締結の

ための特段の意思表示をすることが予定されていなかったこ

とを考慮すると、Y社からの募集（申込みの誘引）に対し、

Xが応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する

Y社からの採用内定通知は、申込みに対する承諾であって、

Xの誓約書の提出とあいまって、これにより、XとY社の間に、

Xの就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの間、

本件誓約書記載の５項目の採用内定取消事由に基づく解約権

を留保した労働契約が成立したと解するのを相当とした原審

の判断は正当である。

⑵採用内定取消

　採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、

また知ることが期待できないような事実であって、これを理

由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に

照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是

認することができるものに限られると解するのが相当である。

　これを本件についてみると、本件採用内定取消事由の中心

をなすものは、「Xはグルーミーな印象なので当初から不適格

と思われたが、それを打ち消す材料が出るかも知れないので

採用内定としておいたところ、そのような材料が出なかった。」

というのであるが、グルーミーな印象であることは当初から

わかっていたことであるから、Y社としてはその段階で調査

を尽くせば、従業員としての適格性の有無を判断することが

できたのに、不適格と思いながら採用を内定し、その後不適

格性を打ち消す材料が出なかったので内定を取り消すという

ことは、解約権留保の趣旨、目的に照らして社会通念上相当

として是認することができず、解約権の濫用というべきである。

３．解説

　本件は、採用内定の法的性質を論じたリーディングケースで

す。Y社が内定取消事由として主張した「グルーミーな印象」と

は「陰気、陰鬱な印象」ということですが、内定前から分かっ

ていた事情で内定を取消すことはできないとしました。新卒採

用の場合はもとより、中途採用の場合にも、採用内定の意思表

示は、解約権留保付就労始期付き労働契約の成立とする判例法

理は用いられています（たとえば、インフォミックス事件（東

京地裁平９.10.31決定）等）。

　なお、この事件当時、A大学では、就職について大学が推薦

をするときは、２つの企業に制限し、かつ、そのうちいずれか

一方に採用が内定したとき、直ちに未内定の他方の企業に対す

る推薦を取消し、学生にも先に内定した企業に就職するように

指導を徹底していました。現在では新卒採用の自由応募が一般

化しており、この「２社制限、先決優先主義」は隔世の感があ

りますが、今も昔も内定者らの内定辞退は、労働者からの労働

契約の解約（辞職）にあたり、これは自由になし得ると解され

ています。今年は新卒採用のスケジュールの変更から、採用内

定者に対する内定先企業からのオワハラ（他社の選考辞退を迫

る「就職活動終われハラスメント」）が問題となっています。

法政大学法学部講師　山本　圭子（やまもと　けいこ）

加賀屋さんに教わったおもてなし脳
茂木　健一郎　　　　　　　　　　　  PHP研究所

　2020年の東京オリンピック・パラリンピックの招
致活動で一躍有名になった｢おもてなし」と言う言葉。
本書では「日本一」の温泉旅館、和倉温泉にある「加
賀屋」を舞台に「おもてなし」の秘密を通して、日本
の可能性について考える。「おもてなし」の精神はどの
ようにして生まれてくるのであろうか。働く人すべて
に役立つヒントが得られる一冊。

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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女性のためのリーダーシップ術
猪俣　恭子　　　　　　　　　　　  　  幻冬舎

　地方銀行の人事部研修グループや民間企業の管
理職を経て起業し、豊富な現場経験をもとに大手
企業や官公庁の管理職対象のリーダーシップ研修
を行っている著者が「コーチング理論」をベース
に、女性が自分らしさを活かしてリーダーシップ
を発揮できる方法を①自分の心の状態の整え方②
信頼関係の効果的なつくり方③相手の主体性を高
める関わり方などから、段階を踏んでわかりやす
く解説している。
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実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例シリーズ

採用内定の法的性質と採用内定取消
大日本印刷事件　最高裁第2小法廷昭54.7.20 判決　労働判例323号

１．事件の概要

　Xは、A大学経済学部４年に在学中の昭和43年７月に、A大

学の推薦を受けてY社の大学卒業予定者の採用試験（筆記、適

性試験）を受け、面接試験、身体検査に進み、Y社から採用内

定通知を受け取りました。XがY社に提出した誓約書には内定取

消事由として以下の記載がありました。

“⑴履歴書身上書等提出書類の記載事項に事実と相違した点が

あつたとき。

　⑵過去において共産主義運動及びこれに類する運動をし、又

は関係した事実が判明したとき。

　⑶本年３月学校を卒業出来なかつたとき。

　⑷入社迄に健康状態が選考日より低下し勤務に堪えないと貴

社において認められたとき。

　⑸その他の事由によって入社後の勤務に不適当と認められた

とき。”

　ところが、翌昭和44年２月12日に、Y社からＸに対し、理由

を示さずに採用内定取消が通知されました。XはA大学を通じて

Y社と交渉していましたが、進展が見られないまま卒業を迎え

ました。そこで、Xは、Y社に対し、本件採用内定取消は無効で

あると主張して、雇用関係確認、賃金支払を請求する訴訟を提

起しました。

　１審（大津地裁昭47.３.29判決）は、一種の無名契約として

採用内定契約の成立を肯定してXの主張を認め、２審（大阪高

裁昭51.10.４判決）は解約権留保付き就労始期付の労働契約の

成立を認め、Xの請求を認容したため、Y社が上告しました。

２．判決の要旨

上告棄却

⑴採用内定の法的性質

　本件においては、採用内定通知のほかには労働契約締結の

ための特段の意思表示をすることが予定されていなかったこ

とを考慮すると、Y社からの募集（申込みの誘引）に対し、

Xが応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する

Y社からの採用内定通知は、申込みに対する承諾であって、

Xの誓約書の提出とあいまって、これにより、XとY社の間に、

Xの就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの間、

本件誓約書記載の５項目の採用内定取消事由に基づく解約権

を留保した労働契約が成立したと解するのを相当とした原審

の判断は正当である。

⑵採用内定取消

　採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、

また知ることが期待できないような事実であって、これを理

由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に

照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是

認することができるものに限られると解するのが相当である。

　これを本件についてみると、本件採用内定取消事由の中心

をなすものは、「Xはグルーミーな印象なので当初から不適格

と思われたが、それを打ち消す材料が出るかも知れないので

採用内定としておいたところ、そのような材料が出なかった。」

というのであるが、グルーミーな印象であることは当初から

わかっていたことであるから、Y社としてはその段階で調査

を尽くせば、従業員としての適格性の有無を判断することが

できたのに、不適格と思いながら採用を内定し、その後不適

格性を打ち消す材料が出なかったので内定を取り消すという

ことは、解約権留保の趣旨、目的に照らして社会通念上相当

として是認することができず、解約権の濫用というべきである。

３．解説

　本件は、採用内定の法的性質を論じたリーディングケースで

す。Y社が内定取消事由として主張した「グルーミーな印象」と

は「陰気、陰鬱な印象」ということですが、内定前から分かっ

ていた事情で内定を取消すことはできないとしました。新卒採

用の場合はもとより、中途採用の場合にも、採用内定の意思表

示は、解約権留保付就労始期付き労働契約の成立とする判例法

理は用いられています（たとえば、インフォミックス事件（東

京地裁平９.10.31決定）等）。

　なお、この事件当時、A大学では、就職について大学が推薦

をするときは、２つの企業に制限し、かつ、そのうちいずれか

一方に採用が内定したとき、直ちに未内定の他方の企業に対す

る推薦を取消し、学生にも先に内定した企業に就職するように

指導を徹底していました。現在では新卒採用の自由応募が一般

化しており、この「２社制限、先決優先主義」は隔世の感があ

りますが、今も昔も内定者らの内定辞退は、労働者からの労働

契約の解約（辞職）にあたり、これは自由になし得ると解され

ています。今年は新卒採用のスケジュールの変更から、採用内

定者に対する内定先企業からのオワハラ（他社の選考辞退を迫

る「就職活動終われハラスメント」）が問題となっています。

法政大学法学部講師　山本　圭子（やまもと　けいこ）

加賀屋さんに教わったおもてなし脳
茂木　健一郎　　　　　　　　　　　  PHP研究所
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