産業労働局労働部労政福祉課

2016 ３・４月号
No.700

「労働かながわ」第700号の発行にあたって
「労働かながわ」は、時宜に応じた労働に係わる経済、社会の問題や労働情勢などの最新の情報を県内の労働
組合や事業所の皆様に提供することで、円滑な労使関係、豊かな勤労者生活の実現に寄与することを目的に発行
してまいりました。
この冊子は、昭和23年に創刊以降、幸い、途絶えることなく発行を続け、この「2016年３・４月号」をもっ
て、区切りとなる第700号を迎えることができました。
このことは、ひとえに、読者の皆様のご支援のおかげと、感謝申し上げます。
今後も、第800号に向けて、発行を続けてまいりたいと思います。
引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
平成28年３月１日
神奈川県産業労働局労働部労政福祉課長

坂本昭夫

平成28年度前期技能検定のご案内
技能検定とは、働く人々の持っている技能を一定の基準によって検定し、これを公に証明する職業能力開発促進法に
基づく検定制度です。
合格した方には、厚生労働大臣（特級、１級及び単一等級）又は、県知事（２級及び３級）から合格証書が交付され、
「技能士」と称することができます。
１ 申請受付
３ 受検申請書用紙配布場所
４月４日（月）から４月15日（金）まで（日曜日を
神奈川県職業能力開発協会、県立産業技術短期大学
除く。）神奈川県職業能力開発協会（横浜市中区寿町１
校、各県立総合職業技術校、神奈川障害者職業能力開発
－４、かながわ労働プラザ６階）で受付
校、各地域県政情報コーナーなどで、３月上旬から配布
２ 技能検定職種
４ 問い合わせ
１級・２級＝園芸装飾、造園など42職種、３級＝金
神奈川県職業能力開発協会 電話 045（633）5419
属熱処理など16職種、単一等級＝産業洗浄１職種
神奈川県産業労働局産業人材課 電話 045（210）5720

安心して
働くために！

知らないと損をする！若者のための

労働法基礎講座

無料

これから就職しようとする方、働いているけれど労働法ってよくわからない…という方などを対象に、
働くときに必要となる労働法の基礎知識や、困ったときの対処法などをわかりやすく解説します。ぜひご
参加ください。
◆講 師
◆日時・会場
法政大学法学部
①平成28年３月８日（火）13：30～15：30
講師 沼田 雅之 先生
川崎市生活文化会館てくのかわさき２F てくのホール
（川崎市高津区溝口１-６-10）
◆申込み・お問い合わせ
②平成28年３月12日（土）10：00～12：00
（公財）神奈川県労働福祉協会
神奈川県立かながわ労働プラザ４F 第３会議室
電話 045－633－5410
（横浜市中区寿町１-４）
FAX 045－633－5412
③平成28年３月19日（土）13：30～15：30
藤沢商工会館ミナパーク６F 多目的ホール１
申込フォームはこちら
（藤沢市藤沢607-１）
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「神奈川なでしこブランド2016」の認定商品等を決定！
県では、女性の潜在力を多くの企業に理解していた
だき、女性の活躍を促進するため、女性が開発に貢献
神奈川なでしこブランド
した商品を認定する「神奈川なでしこブランド」、商
県内に拠点を持つ企業等から、女性が
品に関する優れたアイデアを認定する「なでしこの
開発に貢献した商品（モノ・サービス）
芽」
「なでしこの種」の事業を実施しています。
として応募のあったものの中から優れた
この度、
「神奈川なでしこブランド2016」を14件、
ものを「神奈川なでしこブランド」とし
「なでしこの種」を１件、認定しました。
て認定するものです。
認定された商品は、全て開発（考案）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
果を具体的な形で示しています。
２月７日（日）にマークイズみなとみらいで認定式を開催し、知事から認定証を贈呈するとともに、総合プロデューサー
である残間里江子氏や実際に商品開発に携わった女性の皆様を交えてトークショーを行いました。
また、同日、神奈川なでしこブランド事業の紹介と併せて、
「神奈川なでしこブランド2016」認定商品と、これまで認定
された商品の一部を展示・販売しました。

＜「神奈川なでしこブランド2016」認定商品 ＞
商品名

事業所名

アカモクのさつま揚

株式会社井上蒲鉾店

海老名いろはがるた

有限会社ロリアン

大草グルコサミンゼリー

大草薬品株式会社

高梨農園の無添加手作りジャム

株式会社高梨農園

PINE CUBE（パインキューブ）

株式会社崎陽軒

BROWN&WHITE（ブラウン アンド ホワイト）

株式会社ミツハシ

カバーソックスキープ

日本ゼトック株式会社

心ばかり

株式会社つな川

自立支援型リハビリショーツ『エナラック』

株式会社エナメディカル

真空管アンプ

彩 ― AYA ―

認定式

株式会社ＭＥＭＯテクノス

初恋ダイエットスリッパ

有限会社アイデア工房阿蘇山

ふえピタ®

アイディア・パーク

MAKURAinBED

株式会社山田朱織枕研究所

指伝話（ゆびでんわ）メモリ

有限会社オフィス結アジア

トークショー

＜「なでしこの種」認定アイデア ＞
アイデア名

アイデアの概要

「お出かけ安心」キーホルダー

外出時に住居の安全状態（火の元、施錠など）を確認するとともに、
出先でも住居の安全状態を把握できるキーホルダー

認定した商品は、今後、展示・販売などのイベントや、県の広報媒体を含む
各種メディアを活用し、広くＰＲしてまいります。
※ 認定商品等の概要については県労政福祉課ホームページで公開しています。

神奈川なでしこブランド
●問い合わせ先
県労政福祉課 両立支援グループ
T E L：045－210－5744
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神奈川なでしこブランド
Facebook も更新中！

検索

Facebookアプリ
をインストールし
ている人用

Facebookアプリ
をインストールし
ていない人用

神奈川県立かながわ労働プラザを利用しませんか！
横浜での会議・研修・講演会・各種大会などをサポートします
かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）は、勤労者の方をはじめ、県民の方々に余暇活動や文化活動、会議研修、交流の場な
どを提供する施設です。お気軽にご利用ください。
■施設のご案内
多目的ホール・特別会議室・大小会議室・和室・音楽
スタジオ・トレーニングルーム・ギャラリー・労働情
報コーナー・駐車場
■利用申込
インターネット・窓口において、利用日の属する６ヶ月
前の月の１日から利用日の２日前まで（ホールは、14日
前まで）先着順

■交通アクセス
ＪＲ京浜東北･根岸線「石川町駅」から徒歩３分
横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩12分
●問い合わせ
神奈川県立かながわ労働プラザ
電話：045－633－5413（代）
かながわ労働プラザ

検索

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30周年プラン（１泊）
期 間：平成28年２月 １ 日～
平成28年３月25日 平日限定
除外日：土曜、祝前日を除く
料 金：１泊２食 8,720円～（税込）
特 典：期間中大抽選会
いこいの村無料宿泊券など、
盛りだくさん空くじなし

ご予約・お問い合わせは
※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３名様～５名様料金です。
◎１部屋２名様ご利用の場合9,800円

いこいの村あしがら
T E L 0465－82－2381
F A X 0465－82－2384
U R L http：//www.ikoi.or.jp
MAIL info@ikoi.or.jp

「労働かながわ」広告掲載募集のお知らせ
平成28年度「労働かながわ」への広告掲載の募集を行います。
広告の掲載を希望される方は、是非お申し込みください。
（１）「労働かながわ」の概要
時宜に応じた労働に係わる経済、社会の問題や労働情勢などの最新の情報を県内の労働組合や事業所の皆様に提供
することで、円滑な労使関係、豊かな勤労者生活の実現に寄与することを目的に発行しています。
〇発行回数等 年６回（５月、７月、９月、11月、１月、3月）
〇発行部数
毎回4,500部（県内労働組合 、県内事業所、県内団体等に配布）
（２）広告募集内容等について
募集時期等

平成28年３月７日（月）から３月16日（水）

応募方法等

募集内容、応募方法等詳しくは、上記の期間中に、県のホームページに掲載しますので、ご覧ください。
県のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450227/（3月7日～16日）

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326回 五役会、第299回 執行委員会】
11月25日、第326回五役会、第299回執行委員会を開
催し、次のとおり協議した。
１ 各種委員の推薦等について
２ 2016年「新春の集い」について
３ 役員の任務分担及び専門委員会等の委員選任、2016
年度の職務分掌について
４ 政治活動の取組について
５ 2016年の政策活動について
６ 2016年春季生活闘争・第24回参議院議員選挙勝利
総決起集会の開催について
７ 第87回かながわ中央メーデーについて
８ その他
【第327回 五役会、第300回 執行委員会】
12月15日、第327回五役会、第300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 連合神奈川における2016春季生活闘争方針-1-につ
いて
３ 政治活動の取組について
４ その他
■神奈川労連

9 10 11 12 月

【第３回幹事会】
12月２日、第３回幹事会を開催し、次のことを協議
した。
【議題】
１ 組織拡大・強化について
２ 2016年国民春闘勝利に向けて
３ 争議・裁判闘争、労働法制改悪阻止
４ 重点課題について
①最賃裁判、年金裁判、生存権裁判
②税・社会保障闘争
③倉敷民商弾圧事件
④沖縄・辺野古基地闘争
５ その他
【第４回幹事会】
１月７日、第４回幹事会を開催し、次のことを協議した。
【議題】
１ 組織拡大・強化について
２ 2016年国民春闘勝利に向けて
３ 重点課題
①争議・裁判闘争
②「戦争法案」阻止、安倍政権打倒
③労働法制改悪阻止
４ その他
Ⅱ

主要労組の定期大会

■情報労連神奈川県協議会

情報労連神奈川県協議会（渡辺茂一議長、8,900人）
は、9月16日、ワークピア横浜において、代議員、役員、
来賓等約130人を集め、第48回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 「25万労連」の達成に向けた仲間づくりの取組
２ 組織体制の確立と産別機能の充実・強化の取組
３ 安全労働の取組
４ 政策立案の充実と実現に向けた対応の強化
５ その他
【役員氏名】
議
長 渡辺 茂一（ＮＴＴ労組南関東総支部かなが
わ分会・再）
副 議 長 渕辺
務（ナイスグループ労組・新）
渡邉 陽介（通建連合協和エクシオ労組・新）
徳永 秀男（ＮＴＴ労組南関東総支部かなが
わ分会・新）
事務局長 宮城 宏之（ＮＴＴ労組南関東総支部かなが
わ分会・新）
■横浜南部労働組合総連合
横浜南部労働組合総連合（古山 啓一議長、5,983人）
は、10月24日、建設横浜会館において、代議員、役員、
来賓等約60人を集め、第26回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 労働条件・賃金
２ 争議支援・共闘団体との連携
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３ 地域運動の強化
４ 組織強化拡大
５ 諸要求運動の取組
【役員氏名】
議
長 古山 啓一（NANBU ザ・フォー・ユニオ
ン・再）
副 議 長 岩田 照幸（神奈川土建中央支部・再）
事務局長 小菅 浩幸（神奈川土建南横浜・再）
■川崎労働組合総連合
川崎労働組合総連合（菅野明議長、14,200人）は、
10月25日、川崎市教育文化会館において、代議員、役
員、来賓等約58人を集め、第26回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 平和と民主主義を守り、憲法改悪を許さない運動
２ 賃金と雇用、労働条件、権利を守る闘い
３ 国民春闘
４ 国民・市民的諸課題
５ その他
【役員氏名】
議
長 菅野
明（川崎医療生協・再）
副 議 長 塚原 信介（年金者組合・川崎支部協議会・再）
益田 修次（神奈川土建・川崎中央支部・再）
大貫 春男（全川崎地域労組）
事務局長 長島 進一（川崎建設労組連合会・再）
■横須賀・三浦地域労働組合総連合
横須賀・三浦地域労働組合総連合（松本静児議長、4,518
人）は、10月30日、県横須賀合同庁舎において、代議員、
来賓等約40人を集め、第26回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 最低賃金・公契約・均等待遇を軸にまともな賃金・
雇用の確保
２ 消費税増税阻止・社会保障の拡充
３ 憲法闘争、集団的自衛権、秘密保護法、安保条約の
廃棄
４ 各組合の要求実現のための組合間の相互支援
５ その他
【役員氏名】
議
長 松本 静児（幹事会推薦・再）
副 議 長 二上 洋治（神奈川土建横須賀三浦支部・再）
葉山 昭文（全国一般横須賀三浦地区協・再）
事務局長 田中 隆雄（よこさん合同労組・再）
■三浦半島地区労働組合センター
三浦半島地区労働組合センター（佐藤治議長、9,471
人）は、11月13日、ヴェルクよこすかにおいて、代議
員、来賓等約40人を集め、第4回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 中小労組、未組織労働者、争議組合対策について
２ 平和で住み良い街づくり、民主的な地方政治の推進
について
３ その他の運動課題・共闘について
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会川崎地域連合
川崎地域連合（綱島和彦議長、74,577人）は、11月
19日、川崎日航ホテルにおいて、代議員、来賓等約
150人を集め、第25回年次総会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 地区連合の更なる充実・強化
２ 「1000万連合」
「40万連合神奈川」の実現に向け
た取組
３ 総合的生活改善・労働諸条件の取組
４ 政治活動の取組
５ 東日本大震災・復興支援の取組
【役員氏名】
議
長 綱島 和彦（JFEスチール京浜労組・再）
議長代行 門倉 慎児（川崎市教職員組合・再）
副 議 長 藤吉誠一郎（ミツトヨ労組川崎支部・再）
根本 裕之（三菱ふそう労組本社支部・再）
野坂 智也（川崎市教職員労組・新）
野中
仁（NTT労組川崎分会・再）
鈴木 千秋（日本冶金工業労組川崎支部・再）
佐藤 庄信（JFEスチール京浜労組・新）
小山 國正（臨港バス交通労組・再）
稲富 正行（富士通労組R&D支部・再）
藤吉誠一郎（ミツトヨ労組川崎支部・再）
事務局長 礒谷
馨（東芝労組小向支部MC分会・再）
■全日本造船機械労働組合関東地方協議会
全日本造船機械労働組合関東地方協議会（青木直史議
長、1,467人）は、11月21日、かながわ労働プラザに
おいて、代議員、役員、来賓等約60人を集め、第38回
定期総会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 16春闘に勝利しよう！
２ 解雇撤回をはじめすべての争議・反合理化闘争に勝
利しよう！
３ 組織の強化拡大を！未組織の仲間を組合に
４ 労災職業病・環境破壊をなくそう
５ その他
【役員氏名】
議
長 青木 直史（浦賀分会・再）
副 議 長 村山
敏（神奈川シティユニオン・再）
加賀谷 均（三菱横船分会・再）
佐藤 忠広（いすゞ自動車分会・再）
佐藤 祐子（しょうなん競輪労組・再）
櫛田 督也（JAM労組・新）
事務局長 早川
寛（日本鋼管分会・再）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会横浜地域連合
横浜地域連合（村下順義議長、139,695人）は、11月
26日、ワークピア横浜において、代議員、役員、来賓等
約150人を集め、第25回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 横浜地域連合の運動の更なる飛躍をめざして
２ 労働条件の改善に向けた取組
３ 横浜の街づくり（政策・制度要求と提言）の取組
４ 横浜地域連合の組織強化と拡大の取組
【役員氏名】
議
長 中田 節樹（基幹労連・三菱重工労組横浜製
作所支部・ 新）
議長代行 二階堂健男（全水道・横浜水道労組・再）
高橋 卓也（電機連合・パナソニックＡＶＣ
ネットワーク労組横浜支部・新）
副 議 長 柳井 健一（神教協・横浜市教職員組合・再）
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小田

泰司（JAM神奈川・ボッシュ労組神
奈川東京支部・再）
洋一（UAゼンセン・富士シティオ労
組・再）
先崎 方浩（JP労組・JP労組神奈川県連絡
協議会・再）
宮城 宏之（情報労連・NTT労組神奈川県
グループ連絡会・再）
菊地 誠治（自動車総連・日産労組横浜支
部・再）
蓼沼 宏幸（自治労・自治労横浜・ 新）
高橋
徹（運輸労連・ヤマト運輸労組横浜
支部・ 新）
事務局長 岩沢 弘秋（自治労・自治労横浜・再）
■平塚地域労働組合総連合
平塚地域労働組合総連合（村越俊之議長、2,940人）
は、11月26日、平塚市勤労会館において、代議員、来
賓等約40人を集め、第25回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 憲法闘争
２ 制度政策要求の実現をめざして
３ 社会保障改悪阻止、増税反対闘争
４ 解雇撤回・不当労働行為を許さない闘いとアスベス
ト裁判
５ その他
【役員氏名】
議
長 村越 俊之（全国一般神奈川支部日本ヘルス
工業分会・再）
副 議 長 齋藤
弘（全建総連神奈川土建一般労組平
塚支部・再）
星
清美（全建総連湘央建設労組・再）
事務局長 松本 隆英（化学一般労連三和ケミカル労
組・再）
■横浜西部地区労働組合総連合
横浜西部地区労働組合総連合（藤田外夫議長、4,528
人）は、11月27日、神奈川土建横浜西支部会議室にお
いて、代議員、来賓等約30人を集め、第23回定期大会
を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 働く者の生活向上と権利拡大をめざして
２ 市民生活の向上と改善をめざして
３ 平和と民主主義擁護、国と地方の政治の革新に向けて
【役員氏名】
議
長 藤田 外夫（全国一般高梨牛乳分会・再）
事務局長 吉田美由紀（西部地域労組・再）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会三浦半島地域連合
三浦半島地域連合（乙川寛喜議長、21,000人）は、
11月27日、ヴェルクよこすかにおいて、代議員、来賓
等約100人を集め、第25回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 労働者の生活安定に向けた取組
２ 三浦半島４市１町に向けた「政策・制度要求と提言」
の取組
３ 組織体制の強化、構成組織との連携事業の強化の取組
４ 勤労者福祉活動・地域貢献活動の取組
５ その他
【役員氏名】
議 長 乙川 寛喜（全駐労横須賀支部・再）
議長代行安藤 広一（横須賀水道労組・再）
副議長 青柳 武志（日産労組追浜支部・新）
岡崎 俊博（三菱電機労組鎌倉支部・再）
宮原 弘和（横須賀市職労・再）
齊藤 辰二（三浦半島教組・再）
河南 高之（住友重機械労連横須賀地方本
部・再）
抜井 健司（JVCケンウッド労組横須賀支部・再）
事務局長 篠原 恭久（JAM神奈川・再）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会県央地域連合
県央地域連合は（綿引芳弘議長、16,233人）、11月
27日、オークラフロンティアホテル海老名において、
代議員、来賓等約50人を集め、第25回定期総会を開催
した。
【運動方針の要旨】
１ 労働運動の活性化・労働諸条件改善の取組
２ 組織拡大・強化の取組
３ 「政策・制度要求と提言」を中心とした、地方行政
に関わる取組
４ 労働者福祉向上の取組
５ その他
【役員氏名】
議
長 綿引 芳弘（JP労組神奈川中部支部）
副 議 長 古谷 勝巳（日産自動車労組座間支部）
望月幸之助（大和市職員組合）
田中 秀幸（ビクタークリエイティブメディ
ア労組）
斉藤 憲司（アツギ労組）
佐藤 雅俊（全駐労さがみ野支部）
中尾 隆徳（岡野電線労組）
事務局長 鍛冶 邦彦（湘北教職員組合）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会厚木愛甲地域連合
厚木愛甲地域連合（北原武議長、21,402人）は、12
月3日、厚木商工会議所において、代議員、来賓等105
人を集め、第25回定期総会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 40万連合神奈川へ向けた組織拡大・組織強化の着
実な前進と社会的影響力のある労働運動の強化
２ 「働くことを軸とする安心社会」の構築に向けた政
策制度要求と提言
３ 雇用の安定の取組と労働条件の確立・向上
４ 男女平等参画社会の実現
５ その他
【役員氏名】
議
長 北原
武（アンリツ労組・再）
議長代行 小池 勝彦（ニッキ労組・再）
副 議 長 杉山 浩一（厚木市職員組合・再）
佐藤
浩（ミツミユニオン厚木支部・再）
青木 勝彦（日本発条労組厚木支部・再）
清水 大輝（日産労組NTC支部・新）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会西湘地域連合
西湘地域連合（齊藤政和議長、19,572人）は、12月
山本

3日、平塚市勤労会館において、代議員、来賓等約110
人を集め、第25回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 私たちを取り巻く情勢について
２ 活動に取り組む基本姿勢
３ 専門部活動
【役員氏名】
議
長 齊藤 政和（スタンレー電気労組秦野支部・再）
議長代行 島崎 直人（中地区教職員組合・再）
七蔵司 修（日立製作所労組神奈川支部・再）
副 議 長 西澤
昇（日産車体労組・再）
山﨑 広行（古河電気工業労組平塚支部・再）
小室 明彦（東京電力労組平塚支部・再）
根本 健治（平塚市役所職員労組・新）
小薄 宏三（横浜ゴム労組平塚支部・再）
事務局長 藤川 正樹（伊勢原市役所職員組合・再）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会小田原・足柄地
域連合
小田原・足柄地域連合西湘地域連合（下川光男議長、
13,038人）は、12月4日、小田原市民会館において、
代議員、来賓等約80人を集め、第25回定期大会を開催
した。
【運動方針の要旨】
１ 政策・制度要求と提言活動への取組
２ 雇用創出と労働条件の確立・向上へ取組
３ 組織基盤の強化と連合未加盟組織への取組
４ 連合の政治方針を踏まえた政治活動への取組
５ 福祉共済活動への取組
【役員氏名】
議
長 下川 光男（全印刷局労組小田原支部・新）
議長代行 清水 隆男（西湘地区教組・再）
丸山 秀和（カネボウ労組小田原支部・新）
副 議 長 佐野 素直（東京電力労組小田原支部・新）
法月祐太郎（富士フィルム労組開成支部・新）
今井 直樹（南足柄市職員組合・新）
片岡誠一郎（クボタシーアイ労組小田原支部・再）
磯
一輝（明治ゴム化成労組・再）
渡辺
隆（NECディスプレイソリュ―
ションズ労組・再）
事務局長 高橋 隆之（西湘地区教組・再）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会湘南地域連合
湘南地域連合（岩崎幸司、30,813人）は、12月4日、
藤沢市労働会館において、代議員、来賓等約
160人を集め、第25回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 地域労働運動の強化と「40万連合神奈川」へ向け
た組織拡大・組織強化の取組
２ 「働くことを軸とする安心社会」の構築に向けた政
策・制度要求活動の推進
３ 雇用創出・安定の取組と労働条件の確立・向上
４ 平和と人権・男女平等社会の実現
５ その他
【役員氏名】
議
長 岩崎 幸司（江ノ島電鉄労組・再）
議長代行 谷村 秀次（日産工機労組・再）
副 議 長 鈴木
桂（いすゞ自動車労組藤沢支部・再）
佐藤 大輔（湘南教職員組合・再）
興邊 義人（日本精工労組桐原支部・新）
藤田 竜一（東海カーボン労組湘南支部・再）
渡部 真道（NTT労組湘南分会・再）
事務局長 中野 雅臣（藤沢市職員労組・再）
■日本労働組合総連合会神奈川県連合会相模原地域連合
相模原地域連合（川崎春彦議長、19,138人）は、12
月９日、相模原教育会館において、代議員、来賓等を集
め、第25回定期大会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 組織の強化・拡大の取組
２ 連合の役割を認識した、組合員や市民に信頼される
労働運動の展開
３ 広報活動の充実と教育活動の推進に向けて
４ 勤労者の暮らし、安心・安定の街づくりに向けた政
策・制度要求・提言活動の強化
５ その他
【役員氏名】
議
長 川崎 晴彦（基幹労連・新）
議長代行 武田 秀雄（自治労・再）
副 議 長 廣瀬 賢二（電機連合・新）
渋谷 雄二（自動車総連・再）
福岡 修一（神教協・再）
矢部
健（JAM・再）
吉川 洋一（基幹労連・再）
服部健太郎（電力総連・再）
事務局長 幸山
隆（電機連合・再）
■横浜東部地区連合
横浜東部地区連合（田代真一議長、18,104人）は、
12月9日、日産ウェルフェア横浜において、代議員、来
賓等約50人を集め、第21回定期総会を開催した。
【運動方針の要旨】
１ 組織拡大強化・組織基盤の確立
２ 労働者福祉、地域福祉・ボランティア活動の支援と
協力
３ 政策制度要求への取組
４ 文化・スポーツ・レクリェーション活動の推進
５ 地域の意見を反映した政治活動の推進
【役員氏名】
議
長 田代 真一（富士通ミッションクリティカル
システムズ労組・再）
議長代行 渡久地政彦（横浜水道労組北部給水支部・再）
副 議 長 大塚
慎（ジャパンマリンユナイテッド横
浜労組・再）
岩崎
広（日本郵政グループ労組横浜鶴見
支部・新）
松下 希一（横浜市教職員組合鶴見支部・再）
出河 秀樹（JFEエンジニアリング労組・再）
岩崎 義男（旭硝子労組京浜支部・再）
早田 賢也（昭和電工ユニオン横浜支部・新）
向井 茂樹（JAM京三製作所労組・新）
戸張
修（KTグループ労組・再）
遠藤 正博（日産労組横浜支部・新）
事務局長 葛西 茂博（東芝労組京浜支部・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４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３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/ ）
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実践！ 仕事論

擬態うつ病／新型うつ病

現場で成功した二人がはじめて語る
「地方・人・幸福」

実例からみる対応法

小山 薫堂・唐池 恒二
講談社
本書は、アイディア戦略で「くまモン」を世に
送り出した小山薫堂と、豪華列車で大人気の｢な
なつ星」の仕掛け人ＪＲ九州の唐池恒二会長が語
り合う仕事論。ビジネスの勝機をつかむにはどの
ようなアイディアとリーダーシップが必要か、そ
のヒットの秘策はどこにあるのか分かり易く語ら
れて興味深い。またこれからの地方再生、ニッポ
ンの未来についても本音で論じている。

林
公一
保健同人社
うつ病ではないのに、うつ病とされている「擬
態（新型）うつ病」が増えている。本書は月のア
クセス数が150万を超える「Dr．林のこころと脳
の相談室」を運営している精神科医である著者が
①甘え②適応障害③仮病④新型うつ⑤境界性パー
ソナル障害等の多種多様な症状が、真のうつ病と
どう違うのか、わかりやすい実例とそれに対する
正しい対応法や注意点について解説してくれてい
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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シリーズ

実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例
周知を欠く就業規則の拘束力

フジ興産事件 最高裁第２小法廷平成15.10.10判決 労働判例861号５頁
１

事実の概要

して、就業規則が法的規範としての性質を有するものとし

X（一審原告、控訴人、上告人）は、平成５年２月にＹ

て、拘束力を生ずるためには、その内容を、適用を受ける

社（一審被告、被控訴人、被上告人）に雇用され、Y社の

事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要

エンジニアリングセンターで設計業務に従事していました。

するものというべきである。

Y社は、昭和61年８月１日に労働者代表の同意を得て、

原審は、Ｙ社が、労働者代表の同意を得て旧規則を制定

同日から実施する就業規則（以下、旧規則）を作成し、同

し、これを労基署長に届け出た事実を確定したのみで、そ

年10月30日に労働基準監督署に届け出ていました。その

の内容をセンター勤務の労働者に周知させる手続きが採ら

後、平成６年４月１日から旧規則を変更した新就業規則（以

れていることを認定しないまま、旧規則に法的規範として

下、新規則）を実施することとし、労働基準監督署に６月

の効力を肯定し、本件懲戒解雇が有効であると判断してい

８日に届け出ました。旧規則及び新規則には、懲戒解雇事

る。原審のこの判断には、審理不尽の結果、法令の適用を

由が定められ、所定の事由があった場合には懲戒解雇をす

誤った違法があり、その違法が判決に影響を及ぼすことは

ることができる旨が定められていました。

明らかである。

Y社は、新規則の懲戒解雇規定に基づき、Xに対し、平成
５年９月から平成６年５月までの間、得意先の担当者らの

３

解説

要望に十分に応じず、多くのトラブルを発生させ、上司で

労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する

あるセンター長の指示に従わず、職場放棄ともとれるよう

事業場の使用者に就業規則の作成義務を課しています。就

な反抗的態度をとり、上司に暴言を吐くなど職場の秩序を

業規則の作成義務を負う使用者は、所轄労働基準監督署長

乱したことを理由として、平成６年６月15日付で懲戒解雇

へ就業規則を届け出なければならず、作成・変更にあたっ

に処しました。

ては当該事業場の過半数代表者の意見を聴取する義務があ

Xは、当該懲戒解雇以前に、エンジニアリングセンター

ります（90条）。さらに作成・変更した就業規則は、作業

長に対し、センターに勤務する労働者に適用される就業規

場への備え付け、貼付、交付等の所定の方法で労働者に周

則について質問したことがありましたが、本社には就業規

知しなければなりません（106条）。

則があるが、旧規則はセンターに備え付けられていないの
で本社で見るようにとの回答でした。

フジ興産事件最高裁判決は、懲戒処分の法的根拠に関す
る国鉄札幌駅事件（最高裁第三小法廷昭和54.10.30判決）

Xは、懲戒解雇の対象となる非違行為の時点において、

と秋北バス事件（最高裁大法廷昭43.12.25判決）とを引用

センターにはXに適用される就業規則が存しなかったこと

し、周知手続きの履行を就業規則の懲戒規定の効力発生要

から、懲戒解雇は無効であると主張して、雇用契約上の地

件としたものであり、周知を欠く就業規則の効力を否定し

位の確認を請求した事案です。

たリーディングケースとされています。

第１審判決（大阪地判平成12.４.28）は、本社に適用さ

それまで、労基法106条の就業規則の周知義務の履践は、

れる就業規則がセンターにおいても適用されるとし、Xの

就業規則の効力発生要件に当たるか否かについては、学説

言動は新・旧規則の懲戒解雇事由に該当すると判断しまし

においても肯定説と否定説とがありましたが、このフジ興

た。２審（大阪高判平成13.5.31）も、Y社の旧規則は、X

産事件最高裁判決を契機として、周知手続きは就業規則の

のセンター勤務中にそれがセンターに備え付けられていな

効力発生要件であることが明確になりました。これを受け

いとしても、その故をもって旧規則がセンター勤務の従業

て、平成20年3月に施行された労働契約法では、採用に際

員に効力を有しえないと解することはできないとして、懲

し、合理的な内容の就業規則を、労働者に周知させていた

戒解雇を有効としたため、Xが上告しました。

場合には、労働契約の内容はその就業規則によるとしてい
ますし（労契法7条）、就業規則の変更による労働契約の

２

判決の要旨

原判決破棄差戻し
使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則に
おいて懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する。そ

6

不利益変更に際しても変更後の就業規則をあらかじめ周知
しておくことを効力発生要件と定めています（労契法10
条）。
法政大学法学部講師

山本

圭子（やまもと

けいこ）

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 今年の３月で60歳の定年を迎えます。定年後も継続して働きたいと社長に申し出た
ところ、業務成績等が他の社員より低いことや、与えられる業務がないとの理由から、
勤務日を週５日から週２日に変更する、応じない場合は継続雇用しないと話がありまし
た。仕事の失敗等により指導や懲戒処分を受けたことはなく、業務成績が低いと言われ
るのは納得がいきません。また、人員整理のための早期退職の募集等も行っておらず会
社の経営状況は良好と思われます。
60歳から他の仕事を探すのも難しく、従来の条件で定年後も働きたいのですが、どこ
まで会社にお願いできるのでしょうか。
Ａ

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高年法」という。）では、

65歳未満の定年の定めをしている場合、原則、希望者全員を対象として65歳まで
継続雇用するなどの雇用確保措置を講じることを事業主に義務付けています。
ただし、心身の故障のため労務提供ができない場合や勤務状況が著しく不良な
場合など、就業規則に定める解雇事由又は退職事由（年齢に係るものを除く。）に
該当し、その処分が、客観的に合理性があり社会通念上相当である場合は、継続
雇用しないこともできるとしています。
また、高年法は、定年退職者の希望どおりの労働条件等での雇用を義務付けるものではありませ
ん。継続雇用後の賃金は、高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮することが求められますが、
事業者が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働条件等について労使双方の合意が得られ
ず、結果的に継続雇用に至らなかったとしても高年法違反となるものではありません。
今回の相談の場合は、労働条件等の変更について合理的な裁量の範囲を逸脱している可能性があり
ます。また、労働条件の変更に応じない場合に継続雇用しないことは、客観的に合理性があり社会通
念上相当であるとは考えにくく、高年法違反と思われ、退職強要とも受けとれます。既に定年退職し
継続雇用されている人や同じ時期に継続雇用される人と同様の条件で継続雇用するよう再度求めては
いかがでしょうか。
また、どうしても合意に至らない場合は、労使双方へ解決に向けた助言をさせていただく県の「あっ
せん指導」制度もありますので、かながわ労働センターへご相談ください。
なお、継続雇用後の賃金が低下した場合、要件を満たせば雇用保険から給付金が支給されます。詳
しくは、お近くの公共職業安定所（ハローワーク）へお尋ねください。

労働相談は、下記の本所・各支所でお受けしています。
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

川崎支所 川崎市高津区溝口１－６－12 県高津合同庁舎４階
県央支所

厚木市水引２－３－１ 県厚木合同庁舎３号館２階

湘南支所

平塚市西八幡１－３－１ 県平塚合同庁舎別館

☎０４５－６３３－６１１０（代）

☎０４４－８３３－３１４１（代）
☎０４６－２９６－７３１１

☎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 ⇒

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

7

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
女性の皆さまへ

20歳未満のお子さまがいらっしゃる方へ

夢を叶える“未来のわたし”のために。

エンドレス型（

満期日を決めない

ネットで

エース預金
ワイド型・スーパー型

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。

24
時間

※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。

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！

方に

ご契約いただいた

選 べるプレゼント

※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

Rukuo オリジナル
マルチケース
バスペタル（入浴剤）
Rukuo × ミントン
オリジナル折りたたみトートバッグ（A4 対応）

あなたの健やかな成長と笑顔のために。

）

計画的に積立できる

プレミアム

金利
手数料

０円

確定日型（

エース預金の店頭表示金利に 年

エース預金
ワイド型・スーパー型

）

0.1％金利上乗せ

※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。

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！
（中央ろうきん内の振込に限ります）

方“全員”に

ご契約いただいた

選 べるプレゼント

専用通帳ケースを

お子さまのお名前をご記入いただける
１つプレゼント！

※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。

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）

もしくは WEB サイトをご覧ください。
Rukuo

検索

2016 年１月１日現在

労働かながわ
平成28年３月１日発行 第700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。

