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　県では、県内に拠点を持つ企業等から、女性が開発に貢
献した商品（モノ・サービス）を募集・審査し、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取
り組んでいます。
　「神奈川なでしこブランド」として認定した商品を広く
周知することで、女性の活躍の効果を具体的に示し、多く
の企業が自らの経営戦略として、女性の登用・活躍促進に
取り組むことを目指しています。
　３回目の認定となる今回は、「神奈川なでしこブランド
2016」として、「咲く、ひろがる、女性のチカラ。」をキャッ
チフレーズに、募集を行っています。
　併せて、一般の女性からも、モノやサービスに関するア
イデア（「なでしこの芽」「なでしこの種」）を募集します。

１ 「神奈川なでしこブランド2016」の概要
⑴募集の対象

女性が開発に貢献した商品で、応募時点で実際に県内の
市場に提供されているもの
⑵応募資格

神奈川県内に拠点を持つ事業所（個人も含む）・団体

⑶募集期間
平成27年９月30日（水）まで
※詳細な応募要件は、ホームページで募集要項を参照す

るか、お問い合わせください。

２ 「なでしこの芽」「なでしこの種」の概要
　県内に在住、在勤又は在学の女性から、モノやサービス
に関するアイデアを募集します。この中から優れたものを
選定し、「なでしこの芽」（応募者自らが商品化に取り組もう
とするもの）または「なでしこの種」（応募者のアイデアを
企業に実現してもらうもの）として商品化に向けたサポー
トを行います。
　これにより、女性の仕事への意欲を刺激するとともに、
起業を促進または企業の採用意欲を喚起することを目指し
ています。
⑴募集の対象
　女性が考えたモノ・サービスについてのアイデア
⑵応募資格
　神奈川県内に在住、在勤又は在学の女性

※応募方法や募集期間については、神奈川なでしこブラ
ンドと同様です。

神奈川なでしこブランドフェアを開催します！神奈川なでしこブランドフェアを開催します！
日　時：平成27年10月18日（日）
　　　　10時から16時 
場　所：神奈川県庁本庁舎　３階大会議場 
所在地：横浜市中区日本大通１ 

ＪＲ京浜東北線（根岸線）／横浜市営地下鉄「関
内駅」から徒歩約10分
みなとみらい線「日本大通り駅」県庁口出口からすぐ

＜販売＞ 
箱根姫籠膳・ミニチュアテディベア

［富士屋ホテル株式会社］ 
抗菌イヤーピース『CleanPiece（クリーンピース）』

［株式会社横浜ベイサイドネット］ 
双子・2人用母子手帳ケース・Ｗおむつポーチ

［グランドルー］ 
｢本鵠沼はす池通り物語」プロジェクトで女性店主がれんこ
んを使って開発した商品　　　　 ［本鵠沼商店街協同組合］
簡易型ポケットチーフ・kon-・Ｂ（コンビ）  　［鎌倉ダディ］
さくらん布ぞうり　　　　　　　　　　　  ［さくらん］

等 

＜展示＞ 
キリンフリー　　　　　　　 　　 ［麒麟麦酒株式会社］ 
自己導尿用カテーテル「セフティカテ　ピュールキャス」
　　　　　　　　　  ［クリエートメディック株式会社］ 
海♡女子会　海キッズ　海カップル
　　　　　　　　　　　　  ［有限会社ロッキーマリン］ 
世界にひとつのテディベア　　　  ［株式会社にしきや］

　等 
＜プレゼンテーション＞ 

双子・2人用母子手帳ケース・Ｗおむつポーチ
［グランドルー］ 

簡易型ポケットチーフ・kon-・Ｂ（コンビ）  　［鎌倉ダディ］
さくらん布ぞうり　　　　　　　　　　　  ［さくらん］
世界にひとつのテディベア　　　  ［株式会社にしきや］

　等 
（内容は予告なく変更することがあります） 

●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

　　



　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

10月５日（月）から10月16日（金）まで（日曜日、祝

日を除く。）神奈川県職業能力開発協会（横浜市中区寿

町１－４、かながわ労働プラザ６階）

２　技能検定職種

特級＝鋳造など25職種、１級・２級＝建築大工、パン

製造など36職種、３級＝機械加工など15職種、単一等

級＝電子回路接続など３職種

３　受検申請書用紙配布場所

神奈川県職業能力開発協会、県立産業技術短期大学校、

各県立総合職業技術校、神奈川障害者職業能力開発校、

各地域県政情報コーナーなどで、９月上旬から配布

４　問い合わせ

　神奈川県職業能力開発協会　　　電 話 045-633-5419

　神奈川県産業労働局産業人材課　電 話 045-210-5720

「第47回技能コンクール」参加選手を募集します！「第47回技能コンクール」参加選手を募集します！「第47回技能コンクール」参加選手を募集します！

平成27年度後期技能検定のご案内平成27年度後期技能検定のご案内平成27年度後期技能検定のご案内

　県内の中堅技能者の技能向上や技能継承の促進を目的として「第47回技能コンクール」を開催します。

　選手として参加する方々を次のとおり募集します。

 

◇日　　時：平成27年10月31日（土）10：00～14：00（競技時間）／ 15：15～15：45（表彰式）

◇会　　場：神奈川県立産業技術短期大学校　西キャンパス （横浜市旭区中尾２-４-１）

◇参加資格：県内の事業所等に勤務する者又は住居を有する者で２級以上の技能検定合格者及び同資格に準ずる技能を有

する者

◇実施職種：建築板金、表具、和裁、印章彫刻、左官、タイル張り、建築大工、建築塗装、フラワー装飾、園芸装飾、電

気工事

※参加申込状況などにより種目によっては、実施しない場合があります。

◇競　　技：職種別に作成する２級技能検定と同程度の競技課題により行います。競技時間は４時間以内とします。

◇申込期限：平成27年9月30日（水）

◇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

　　　　　　　　　TEL　045-210-5720　

　　　　　　　　神奈川県技能士会連合会

　　　　　　　　　TEL　045-633-5417
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　県では、個別の企業等に専門のアドバイザーを３回まで派遣し、その企業等の現状に応じた業務の効率化や従業員の働き
やすい環境整備に向けたアドバイス等を実施しております。
　また、企業にとって喫緊の課題と言える従業員の「仕事と介護の両立」を支援するため、出前講座も実施しております。
※詳しくはお問い合わせください。

【派遣アドバイザー】・上岡弓見子氏（株式会社マーシャル・コンサルティング 代表取締役）
　　　　　　　　　　・小曽根由実氏（みずほ情報総研株式会社 チーフコンサルタント）

●対　象　県内に事業所がある企業や各種団体等
●費　用　無料

（ただし、仕事と介護の両立支援に向けた講座のみ、資料代として参加者一人あたり100円をご負担いただきます。
また、派遣により実施する研修で、従業員に配布する資料の印刷については、実施企業にお願いすることになり
ます。）

●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 検索神奈川 WLBアドバイザー

ワーク・ライフ・バランスアドバイザーを派遣します！ワーク・ライフ・バランスアドバイザーを派遣します！ワーク・ライフ・バランスアドバイザーを派遣します！

　ワーク・ライフ・バランスの推進が企業経営にプラスとなることは、社会に広く浸透してきており、多くの企業が、ワーク ・
ライフ・バランス（WLB）について研究するとともに、「働き方改革」に取り組み始めています。
　また、「働き方改革」を始めるにあたっては、経営者判断によるところが大きく、その取組みに実効性を持たせるために、
現場において重要な役割を担うのは管理職です。
　神奈川県では、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、日本のワーク・ライフ・バランス研究の第一人者、佐藤博樹氏をお招きしたセミナー
を開催します。経営者、管理職層の皆様、是非お越しください。

●日　時：平成27年９月15日（火）
●会　場：崎陽軒本店６階会議室１号室
　　　　　横浜市西区高島２-13-12　
　　　　　ＪＲ・私鉄「横浜駅」東口徒歩１分
●講　師：佐藤　博樹 氏（中央大学経営戦略研究科　教授）

●申　込：県のホームページから申込できます。
　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4363/
●問い合わせ：県労政福祉課両立支援グループ
　　　　　　　電話：045－210－5744

ワーク・ライフ・バランス
トップセミナー

ワーク・ライフ・バランス
トップセミナー

　「育児休業を取るのは女性だから、男性従業員ばかりの我が社には仕事と育児の両立は関係ない」とお考えではないですか？
　各種調査によると、最近の若手男性は積極的に育児に参加したいと考えており、可能ならば育児休業も取得したいと考え
ている方が多いことがわかっています。また、育児休業取得により、生活面での充実に加え「効果的な時間の使い方に対す
る意識が上がる」、「仕事に効率的に取り組むようになった」との調査結果もあり、企業のメリットにもつながります。
　そこで、神奈川県では、平成26年度に男性の仕事と育児の両立にターゲットを絞り、県内の中小企
業等に個別にコンサルタントを派遣し、企業内風土の改善や仕事と育児の両立に向けた制度構築等を
支援しました。あわせて、このプロジェクトに参加いただいた企業における取組事例をまとめたリー
フレットを作成しました。自社における取組のご参考としてぜひご覧ください。
　また、今年度は、仕事と子育ての両立を許容する職場風土形成のカギとなる、部下の仕事と育児の
両立を支援する「イクボス」と言われる上司や経営者を増やしていく取組を実施します。パネルディ
スカッションやセミナー等を開催する予定ですので、ぜひご参加いただき、従業員の意欲向上や職場
定着にお役立てください。

●お問合せ先：県労政福祉課両立支援グループ　電話045－210－5744
●リーフレット掲載先：県HP：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530882/ 

仕事と育児の両立推進を応援しています！仕事と育児の両立推進を応援しています！仕事と育児の両立推進を応援しています！

　労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務付ける制度が創
設されました（施行日：平成27年12月１日）。
　常時使用する労働者に対して、年に１回、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレ
スチェック）を実施することが事業者の義務となります（労働者50人未満の事業場は当分の間努力義務）。
　詳しくは、神奈川労働局健康課（電話045－211－7353）・各労働基準監督署あてお尋ねください。

ストレスチェック制度の創設についてストレスチェック制度の創設についてストレスチェック制度の創設について
―事業者並びに産業保健スタッフの皆様へ―

今、なぜ「働き方改革」か？今、なぜ「働き方改革」か？
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　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

10月５日（月）から10月16日（金）まで（日曜日、祝

日を除く。）神奈川県職業能力開発協会（横浜市中区寿

町１－４、かながわ労働プラザ６階）

２　技能検定職種

特級＝鋳造など25職種、１級・２級＝建築大工、パン

製造など36職種、３級＝機械加工など15職種、単一等

級＝電子回路接続など３職種

３　受検申請書用紙配布場所

神奈川県職業能力開発協会、県立産業技術短期大学校、

各県立総合職業技術校、神奈川障害者職業能力開発校、

各地域県政情報コーナーなどで、９月上旬から配布

４　問い合わせ

　神奈川県職業能力開発協会　　　電 話 045-633-5419

　神奈川県産業労働局産業人材課　電 話 045-210-5720

「第47回技能コンクール」参加選手を募集します！「第47回技能コンクール」参加選手を募集します！「第47回技能コンクール」参加選手を募集します！

平成27年度後期技能検定のご案内平成27年度後期技能検定のご案内平成27年度後期技能検定のご案内

　県内の中堅技能者の技能向上や技能継承の促進を目的として「第47回技能コンクール」を開催します。

　選手として参加する方々を次のとおり募集します。

 

◇日　　時：平成27年10月31日（土）10：00～14：00（競技時間）／ 15：15～15：45（表彰式）

◇会　　場：神奈川県立産業技術短期大学校　西キャンパス （横浜市旭区中尾２-４-１）

◇参加資格：県内の事業所等に勤務する者又は住居を有する者で２級以上の技能検定合格者及び同資格に準ずる技能を有

する者

◇実施職種：建築板金、表具、和裁、印章彫刻、左官、タイル張り、建築大工、建築塗装、フラワー装飾、園芸装飾、電

気工事

※参加申込状況などにより種目によっては、実施しない場合があります。

◇競　　技：職種別に作成する２級技能検定と同程度の競技課題により行います。競技時間は４時間以内とします。

◇申込期限：平成27年9月30日（水）

◇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

　　　　　　　　　TEL　045-210-5720　

　　　　　　　　神奈川県技能士会連合会

　　　　　　　　　TEL　045-633-5417
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　県では、個別の企業等に専門のアドバイザーを３回まで派遣し、その企業等の現状に応じた業務の効率化や従業員の働き
やすい環境整備に向けたアドバイス等を実施しております。
　また、企業にとって喫緊の課題と言える従業員の「仕事と介護の両立」を支援するため、出前講座も実施しております。
※詳しくはお問い合わせください。

【派遣アドバイザー】・上岡弓見子氏（株式会社マーシャル・コンサルティング 代表取締役）
　　　　　　　　　　・小曽根由実氏（みずほ情報総研株式会社 チーフコンサルタント）

●対　象　県内に事業所がある企業や各種団体等
●費　用　無料

（ただし、仕事と介護の両立支援に向けた講座のみ、資料代として参加者一人あたり100円をご負担いただきます。
また、派遣により実施する研修で、従業員に配布する資料の印刷については、実施企業にお願いすることになり
ます。）

●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 検索神奈川 WLBアドバイザー

ワーク・ライフ・バランスアドバイザーを派遣します！ワーク・ライフ・バランスアドバイザーを派遣します！ワーク・ライフ・バランスアドバイザーを派遣します！

　ワーク・ライフ・バランスの推進が企業経営にプラスとなることは、社会に広く浸透してきており、多くの企業が、ワーク ・
ライフ・バランス（WLB）について研究するとともに、「働き方改革」に取り組み始めています。
　また、「働き方改革」を始めるにあたっては、経営者判断によるところが大きく、その取組みに実効性を持たせるために、
現場において重要な役割を担うのは管理職です。
　神奈川県では、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、日本のワーク・ライフ・バランス研究の第一人者、佐藤博樹氏をお招きしたセミナー
を開催します。経営者、管理職層の皆様、是非お越しください。

●日　時：平成27年９月15日（火）
●会　場：崎陽軒本店６階会議室１号室
　　　　　横浜市西区高島２-13-12　
　　　　　ＪＲ・私鉄「横浜駅」東口徒歩１分
●講　師：佐藤　博樹 氏（中央大学経営戦略研究科　教授）

●申　込：県のホームページから申込できます。
　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4363/
●問い合わせ：県労政福祉課両立支援グループ
　　　　　　　電話：045－210－5744

ワーク・ライフ・バランス
トップセミナー

ワーク・ライフ・バランス
トップセミナー

　「育児休業を取るのは女性だから、男性従業員ばかりの我が社には仕事と育児の両立は関係ない」とお考えではないですか？
　各種調査によると、最近の若手男性は積極的に育児に参加したいと考えており、可能ならば育児休業も取得したいと考え
ている方が多いことがわかっています。また、育児休業取得により、生活面での充実に加え「効果的な時間の使い方に対す
る意識が上がる」、「仕事に効率的に取り組むようになった」との調査結果もあり、企業のメリットにもつながります。
　そこで、神奈川県では、平成26年度に男性の仕事と育児の両立にターゲットを絞り、県内の中小企
業等に個別にコンサルタントを派遣し、企業内風土の改善や仕事と育児の両立に向けた制度構築等を
支援しました。あわせて、このプロジェクトに参加いただいた企業における取組事例をまとめたリー
フレットを作成しました。自社における取組のご参考としてぜひご覧ください。
　また、今年度は、仕事と子育ての両立を許容する職場風土形成のカギとなる、部下の仕事と育児の
両立を支援する「イクボス」と言われる上司や経営者を増やしていく取組を実施します。パネルディ
スカッションやセミナー等を開催する予定ですので、ぜひご参加いただき、従業員の意欲向上や職場
定着にお役立てください。

●お問合せ先：県労政福祉課両立支援グループ　電話045－210－5744
●リーフレット掲載先：県HP：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530882/ 

仕事と育児の両立推進を応援しています！仕事と育児の両立推進を応援しています！仕事と育児の両立推進を応援しています！

　労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務付ける制度が創
設されました（施行日：平成27年12月１日）。
　常時使用する労働者に対して、年に１回、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレ
スチェック）を実施することが事業者の義務となります（労働者50人未満の事業場は当分の間努力義務）。
　詳しくは、神奈川労働局健康課（電話045－211－7353）・各労働基準監督署あてお尋ねください。

ストレスチェック制度の創設についてストレスチェック制度の創設についてストレスチェック制度の創設について
―事業者並びに産業保健スタッフの皆様へ―

今、なぜ「働き方改革」か？今、なぜ「働き方改革」か？
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労働情勢 ６ ７ 月

Ⅰ　連合神奈川第26回中央委員会
　日本労働組合総連合会神奈川県連合会（柏木教一会
長、357,061人）は、7月7日、ワークピア横浜におい
て、第26回中央委員会を開催した。

【活動報告】
１　一般活動報告
２　会計報告
３　会計監査報告

【議事】
１　2016年度に向けた政策・制度要求と提言
２　第15期連合神奈川役員選挙の実施
３　中央委員会アピール

Ⅱ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第321回　五役会、第294回　執行委員会】
　６月23日、第321回五役会、第294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　第26回中央委員会に関する件について
３　政治活動の取組について
４　障害者雇用に関するアンケートの実施について
５　2015年度「個別労働紛争解決研修（応用研修）」の

　募集について
６　神奈川ピースウィーク行動の実施について
７　育林祭行事について
８　クリーンキャンペーンについて
9　青年委員会当面の活動について（サマーフェスタ）
10　第4回チャリティー交流会について
11　その他　７月・８月の日程

■神奈川労連
【第９回幹事会】
　６月２日、第９回幹事会を開催し、次のことを協議した。

【議題】
１　「組織拡大３カ年計画（春の月間）」の中間まとめに
　　ついて
２　憲法闘争、「安倍政権打倒」「戦争する国づくり阻止」

　について
３　最賃裁判、全国一律最賃、25条共闘のたたかいに
　　ついて

４　労働法制改悪阻止と争議・裁判闘争について
５　夏季一時金、公務員賃金・人勧期闘争について
６　その他

【第10回幹事会】
　７月４日、第10回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　情勢学習（国民保護計画神奈川県計画）
２　第31回定期大会議案について
３　重点課題について
　①組織拡大強化
　②青年・女性、非正規労組
　③「戦争法案」阻止、安倍政権打倒
　④最低賃金、憲法25条共闘
　⑤争議・裁判闘争

Ⅲ　主要労組の定期大会
■鶴見区労働組合連合会
　鶴見区労働組合連合会（山﨑恵介議長、3,313人）
は、6月27日、鶴見公会堂において、代議員、来賓等約
30人を集め、第24回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　年間活動の基本
　⑴働く者の生活と労働条件改善の取組
　⑵学習活動の強化
　⑶地域運動の強化
　⑷震災復興支援・原発ゼロに係わる取組
　⑸安保体制、「戦争する国づくり」阻止、平和と民主

主義を守る取組
　⑹増税や社会保障切捨てを阻止する取組
　⑺争議支援・裁判闘争の取組
　⑻組織強化・拡大の取組
２　民主団体・友諠団体と取り組む課題
　⑴増税と社会保障改悪に反対する運動
　⑵革新懇運動について

【役員氏名】
議　　長　山﨑恵介（再・横浜勤労者福祉協会労組）
副 議 長　朽木敬市（再・神奈川土建一般労組横浜鶴見支部）
副 議 長　池沢秀夫（再・全日本年金者組合鶴見支部）
事務局長　武田さとみ（再・横浜建設一般労組横浜鶴見支部）

Ⅳ　使用者団体
■神奈川県経営者協会
　一般社団法人神奈川県経営者協会（小俣一夫会長、会
員数412事業所）は、5月26日、ロイヤルホールヨコハ
マにおいて第67回定時総会を開催した。

【議事】
１　平成26年度事業報告及び決算報告
２　平成27年度事業計画及び収支予算
３　任期満了に伴う役員改選
４　その他　

【役員氏名】
会　　長　小俣　一夫（再・JFE物流㈱）
副 会 長　伊藤　善計（再・味の素㈱川崎事業所）
　  〃 　 　阿部　敦茂（再・㈱アマダホールディングス）
　  〃 　 　小澤　重男（再・相模鉄道㈱）　
　  〃 　 　日下　修一（新・JFEスチール㈱東日本製鉄所）
　  〃 　 　村田　千春（新・東京電力㈱パワーグリッド・
　　　　　　　　　　　　　 カンパニー神奈川総支社）
　  〃 　 　藪　　智彦（再・㈱東芝電力システム社京浜事業所）
　  〃 　 　大野　　弘（新・ナイス㈱）
　  〃 　 　村田　和彦（新・日産自動車㈱横浜工場）
　  〃 　 　梅原　芳郎（再・三菱重工業㈱横浜製作所）
専務理事　畑野　耕逸（新・神奈川県経営者協会）

Ⅴ　労働福祉関係団体
■神奈川県労働者福祉協議会
　神奈川県労働者福祉協議会（柏木教一会長）は、６月
10日、ワークピア横浜において、第46回定期総会を開
催し、2014年度活動経過報告、決算報告及び会計監査
報告の承認、2015年度活動方針の決定等を行った。

【役員氏名】
会　　長　柏木　教一（再・連合神奈川）
副 会 長　廣田　正巳（再・全労済）
　  〃 　 　野村　芳弘（再・中央労金）
　  〃 　 　福島　嘉人（新・連合神奈川）
　  〃 　 　久保田政宏（再・連合神奈川）
事務局長　市川　敏行（再・連合神奈川）

か な が わ

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４件でした。不当労働行為事件関係では、新規申立てが９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/ ）
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平成27年
（調）第６�事件 あっせん 労働組合 ��会社（製�業） 平成27年

４月16日 ・団体交�ルールの�立 平成27年
６月５日 解決

平成27年
（調）第４�事件 あっせん 労働組合 ��会社（サー�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 打切

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

12月４日

・�認�の�守
・ アル�イトの賃金改善、労働時間の

���、�下��当
・組合事務所、���の��

平成27年
７月16日 解決

平成27年
（調）第８�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 打切

平成27年
（調）第９�事件 あっせん 労働組合 ��会社（教育�学習支援業） 平成27年

６月３日 ・協定�の�守

平成27年
（調）第10�事件 あっせん 労働組合 ��会社（教育�学習支援業） 平成27年

６月８日 ・団体交�ルールの�立

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

６月23日 ・�車�別の�正

平成27年
（調）第12�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�事件 あっせん 労働組合 ��会社（不動産業�物�賃�業） 平成27年

７月13日 ・解雇

�����������６�７����������

平成25年
（不）第16�事件

タマル工業事件
労働組合 ��会社（製�業） 平成25年

６月28日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
６月30日 一部�済

平成25年
（不）第12�事件

テク�ウ�ー�事件
労働組合 ��会社（サー�ス業） 平成25年

６月６日

・団体交�応�
・支�介�の�止
・�実団体交�実施
・�スト・�ーティス

平成27年
７月15日 全部�済

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

７月17日

・解雇�回、原�復�
・�ックペイ
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
７月７日 関�和解

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

４月27日 ・解雇�回、原�復� 平成27年
７月７日 関�和解

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

２月24日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
７月21日 関�和解

平成27年
（不）第13�事件 労働組合 ��会社（サー�ス業） 平成27年

６月４日

・�実団体交�実施
・一時金の団体交�実施�に社�ホームページで一時
　金を不支�とする旨公�するな�の行為の�止
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

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

６月４日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

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

６月９日

・�実団体交�実施
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

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

６月16日

・団体交�応�
・組合に�る電�や面�申�れを��することの�止
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第17�事件 労働組合 ��会社（サー�ス業） 平成27年

６月16日

・�実団体交�実施
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第18�事件 労働組合 ��会社（サー�ス業）

��会社（製�業）
平成27年
６月22日

・団体交�応�
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第19�事件 労働組合 ��会社（製�業）

��会社（製�業）
平成27年
７月21日

・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第20�事件 労働組合 ��会社（建設業） 平成27年

７月22日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第21�事件 労働組合 ��会社（製�業） 平成27年

７月31日
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

5

　産業技術短期大学校、各職業技術校では、主に在職中の方を対象として、さまざまな専門分野のセミナーを開催しています。
社員のスキルアップをはかるために、また新たな技術を身に付けるために、セミナーをご利用ください！

　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、11 月に神奈川県障害者技能競技大会（アビリンピック神奈川）を開催します。
　ぜひ、選手の真剣な姿を会場でご覧ください。

*（New）は新規講座、（Renew）は内容を変更した講座です。 
* テキスト代は、受講料とは別にご負担いただきます。
●申し込み方法（次の①、②いずれかの方法でお申込みください。）

①往復はがき（104円）に、ご希望のセミナーNo、セミナー名、郵便番号・住所・氏名、昼間の連絡先名称・TEL、現在の仕事の職
種を明記し、各校へ申し込みください。（申込締切日必着）

②県のホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/）のトップページから「産業・働く」→「労働・雇用」→「職業訓練」→
「メニュー型スキルアップセミナーのインターネットによる申込み」から申し込みください。

●申し込み・問い合わせ先　産業技術短期大学校　〒241-0815　横浜市旭区中尾２-４-１　　TEL　045-363-1233
　　　　　　　　　　　　　東部総合職業技術校　〒230-0034　横浜市鶴見区寛政町28-２　TEL　045-504-3101
　　　　　　　　　　　　　西部総合職業技術校　〒257-0045　秦野市桜町２-１-３　　　　TEL　0463-80-3004

―スキルアップセミナー（在職者訓練）のご案内――スキルアップセミナー（在職者訓練）のご案内―

日ごろ培った職業技能を競い合います！日ごろ培った職業技能を競い合います！
～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～～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～

　ＮＯ．

111

919

902

306

722

203

134

706

709

639

119

106

713

224

603

621

セミナー名

フライス盤による切削の理論と実際

変化の時代のリーダー実践学

若手社員に向けたコスト意識の育成

（Renew）現場技術者のためのリレーシーケンス（空気圧機器編）

ワンランクアップ介護食

ガス溶接技能講習※神奈川労働局長登録教習機関(登録番号８)

はじめての３次元ＣＡＤ（機械・基礎編)

（New）訪問介護計画書作成技法

合気道介護

四つ目垣の作り方

研削といし特別教育(自由研削)

ドリルのとぎ方

介護職員基礎講座

危険物取扱者(乙種第４類)受験準備講習

フリーソフトを使用した建築ＣＡＤ入門STEP１(コマンド操作)

はじめての建築３次元ＣＡＤ(BIM入門)

11/16、17

11/16、17

11/30、12/1

12/９、10

11/６、13

11/９、10、11、12

11/19、20、26、27
　　　　　 【夜間開催】

11/30、12/7

12/１、８

12/３、４

12/３、４

11/９、10

11/12、19

11/22、29、12/６、13
　　　　　 【日曜開催】

11/22、29 【日曜開催】

11/22、29 【日曜開催】

時　間

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

18：00～21：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

定員

10

25

20

10

10

10

10

10

20

15

10

10

20

20

15

10

6,100円

6,100円

6,100円

6,100円

2,000円

4,000円要テキスト

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円要テキスト

2,000円

2,000円

4,000円要テキスト

2,000円

2,000円

申込期限

10/5

10/5

10/19

10/26

10/1

10/5

10/15

10/26

10/27

10/28

10/29

10/5

10/8

10/19

10/19

10/19

会　場

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

開催日 受講料

東
部
総
合

職
業
技
術
校

産
業
技
術

短
期
大
学
校

西
部
総
合

職
業
技
術
校

【大会概要】
◇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）
◇主　催：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部／神奈川県
◇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）
◇ホームページ：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部
　　　　　　　　http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa
　　　　　　　　/14_ks_abilin.html
◇問い合わせ先：(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
　　　　　　　　　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

◇競技種目
　※参加申込状況などにより、競技種目によっては実

施できない場合があります

①ＤＴＰ
②機械ＣＡＤ
③電子機器組立
④ワード・プロセッサ
⑤ホームページ
⑥ビルクリーニング
⑦表計算
⑧パソコンデータ入力
⑨縫製
⑩喫茶サービス
⑪製品パッキング
⑫オフィスアシスタント

身体障害者

知的障害者

精神障害者

知的障害者

身体障害者
知的障害者
精神障害者

競技種目名 参加対象障害者

4



労働情勢 ６ ７ 月

Ⅰ　連合神奈川第26回中央委員会
　日本労働組合総連合会神奈川県連合会（柏木教一会
長、357,061人）は、7月7日、ワークピア横浜におい
て、第26回中央委員会を開催した。

【活動報告】
１　一般活動報告
２　会計報告
３　会計監査報告

【議事】
１　2016年度に向けた政策・制度要求と提言
２　第15期連合神奈川役員選挙の実施
３　中央委員会アピール

Ⅱ　主要労働団体の機関開催
■連合神奈川

【第321回　五役会、第294回　執行委員会】
　６月23日、第321回五役会、第294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　第26回中央委員会に関する件について
３　政治活動の取組について
４　障害者雇用に関するアンケートの実施について
５　2015年度「個別労働紛争解決研修（応用研修）」の

　募集について
６　神奈川ピースウィーク行動の実施について
７　育林祭行事について
８　クリーンキャンペーンについて
9　青年委員会当面の活動について（サマーフェスタ）
10　第4回チャリティー交流会について
11　その他　７月・８月の日程

■神奈川労連
【第９回幹事会】
　６月２日、第９回幹事会を開催し、次のことを協議した。

【議題】
１　「組織拡大３カ年計画（春の月間）」の中間まとめに
　　ついて
２　憲法闘争、「安倍政権打倒」「戦争する国づくり阻止」

　について
３　最賃裁判、全国一律最賃、25条共闘のたたかいに
　　ついて

４　労働法制改悪阻止と争議・裁判闘争について
５　夏季一時金、公務員賃金・人勧期闘争について
６　その他

【第10回幹事会】
　７月４日、第10回幹事会を開催し、次のことを協議
した。

【議題】
１　情勢学習（国民保護計画神奈川県計画）
２　第31回定期大会議案について
３　重点課題について
　①組織拡大強化
　②青年・女性、非正規労組
　③「戦争法案」阻止、安倍政権打倒
　④最低賃金、憲法25条共闘
　⑤争議・裁判闘争

Ⅲ　主要労組の定期大会
■鶴見区労働組合連合会
　鶴見区労働組合連合会（山﨑恵介議長、3,313人）
は、6月27日、鶴見公会堂において、代議員、来賓等約
30人を集め、第24回定期大会を開催した。

【運動方針の要旨】
１　年間活動の基本
　⑴働く者の生活と労働条件改善の取組
　⑵学習活動の強化
　⑶地域運動の強化
　⑷震災復興支援・原発ゼロに係わる取組
　⑸安保体制、「戦争する国づくり」阻止、平和と民主

主義を守る取組
　⑹増税や社会保障切捨てを阻止する取組
　⑺争議支援・裁判闘争の取組
　⑻組織強化・拡大の取組
２　民主団体・友諠団体と取り組む課題
　⑴増税と社会保障改悪に反対する運動
　⑵革新懇運動について

【役員氏名】
議　　長　山﨑恵介（再・横浜勤労者福祉協会労組）
副 議 長　朽木敬市（再・神奈川土建一般労組横浜鶴見支部）
副 議 長　池沢秀夫（再・全日本年金者組合鶴見支部）
事務局長　武田さとみ（再・横浜建設一般労組横浜鶴見支部）

Ⅳ　使用者団体
■神奈川県経営者協会
　一般社団法人神奈川県経営者協会（小俣一夫会長、会
員数412事業所）は、5月26日、ロイヤルホールヨコハ
マにおいて第67回定時総会を開催した。

【議事】
１　平成26年度事業報告及び決算報告
２　平成27年度事業計画及び収支予算
３　任期満了に伴う役員改選
４　その他　

【役員氏名】
会　　長　小俣　一夫（再・JFE物流㈱）
副 会 長　伊藤　善計（再・味の素㈱川崎事業所）
　  〃 　 　阿部　敦茂（再・㈱アマダホールディングス）
　  〃 　 　小澤　重男（再・相模鉄道㈱）　
　  〃 　 　日下　修一（新・JFEスチール㈱東日本製鉄所）
　  〃 　 　村田　千春（新・東京電力㈱パワーグリッド・
　　　　　　　　　　　　　 カンパニー神奈川総支社）
　  〃 　 　藪　　智彦（再・㈱東芝電力システム社京浜事業所）
　  〃 　 　大野　　弘（新・ナイス㈱）
　  〃 　 　村田　和彦（新・日産自動車㈱横浜工場）
　  〃 　 　梅原　芳郎（再・三菱重工業㈱横浜製作所）
専務理事　畑野　耕逸（新・神奈川県経営者協会）

Ⅴ　労働福祉関係団体
■神奈川県労働者福祉協議会
　神奈川県労働者福祉協議会（柏木教一会長）は、６月
10日、ワークピア横浜において、第46回定期総会を開
催し、2014年度活動経過報告、決算報告及び会計監査
報告の承認、2015年度活動方針の決定等を行った。

【役員氏名】
会　　長　柏木　教一（再・連合神奈川）
副 会 長　廣田　正巳（再・全労済）
　  〃 　 　野村　芳弘（再・中央労金）
　  〃 　 　福島　嘉人（新・連合神奈川）
　  〃 　 　久保田政宏（再・連合神奈川）
事務局長　市川　敏行（再・連合神奈川）

か な が わ

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４件でした。不当労働行為事件関係では、新規申立てが９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/ ）

�������６�７���������

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

４月16日 ・団体交�ルールの�立 平成27年
６月５日 解決

平成27年
（調）第４�事件 あっせん 労働組合 ��会社（サー�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 打切

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

12月４日

・�認�の�守
・ アル�イトの賃金改善、労働時間の

���、�下��当
・組合事務所、���の��

平成27年
７月16日 解決

平成27年
（調）第８�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 打切

平成27年
（調）第９�事件 あっせん 労働組合 ��会社（教育�学習支援業） 平成27年

６月３日 ・協定�の�守

平成27年
（調）第10�事件 あっせん 労働組合 ��会社（教育�学習支援業） 平成27年

６月８日 ・団体交�ルールの�立

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

６月23日 ・�車�別の�正

平成27年
（調）第12�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�事件 あっせん 労働組合 ��会社（不動産業�物�賃�業） 平成27年

７月13日 ・解雇

�����������６�７����������

平成25年
（不）第16�事件

タマル工業事件
労働組合 ��会社（製�業） 平成25年

６月28日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
６月30日 一部�済

平成25年
（不）第12�事件

テク�ウ�ー�事件
労働組合 ��会社（サー�ス業） 平成25年

６月６日

・団体交�応�
・支�介�の�止
・�実団体交�実施
・�スト・�ーティス

平成27年
７月15日 全部�済

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

７月17日

・解雇�回、原�復�
・�ックペイ
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
７月７日 関�和解

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

４月27日 ・解雇�回、原�復� 平成27年
７月７日 関�和解

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

２月24日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
７月21日 関�和解

平成27年
（不）第13�事件 労働組合 ��会社（サー�ス業） 平成27年

６月４日

・�実団体交�実施
・一時金の団体交�実施�に社�ホームページで一時
　金を不支�とする旨公�するな�の行為の�止
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

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

６月４日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

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

６月９日

・�実団体交�実施
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

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

６月16日

・団体交�応�
・組合に�る電�や面�申�れを��することの�止
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第17�事件 労働組合 ��会社（サー�ス業） 平成27年

６月16日

・�実団体交�実施
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第18�事件 労働組合 ��会社（サー�ス業）

��会社（製�業）
平成27年
６月22日

・団体交�応�
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第19�事件 労働組合 ��会社（製�業）

��会社（製�業）
平成27年
７月21日

・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第20�事件 労働組合 ��会社（建設業） 平成27年

７月22日
・団体交�応�
・�スト・�ーティス

平成27年
（不）第21�事件 労働組合 ��会社（製�業） 平成27年

７月31日
・支�介�の�止
・�スト・�ーティス
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　産業技術短期大学校、各職業技術校では、主に在職中の方を対象として、さまざまな専門分野のセミナーを開催しています。
社員のスキルアップをはかるために、また新たな技術を身に付けるために、セミナーをご利用ください！

　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、11 月に神奈川県障害者技能競技大会（アビリンピック神奈川）を開催します。
　ぜひ、選手の真剣な姿を会場でご覧ください。

*（New）は新規講座、（Renew）は内容を変更した講座です。 
* テキスト代は、受講料とは別にご負担いただきます。
●申し込み方法（次の①、②いずれかの方法でお申込みください。）

①往復はがき（104円）に、ご希望のセミナーNo、セミナー名、郵便番号・住所・氏名、昼間の連絡先名称・TEL、現在の仕事の職
種を明記し、各校へ申し込みください。（申込締切日必着）

②県のホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/）のトップページから「産業・働く」→「労働・雇用」→「職業訓練」→
「メニュー型スキルアップセミナーのインターネットによる申込み」から申し込みください。

●申し込み・問い合わせ先　産業技術短期大学校　〒241-0815　横浜市旭区中尾２-４-１　　TEL　045-363-1233
　　　　　　　　　　　　　東部総合職業技術校　〒230-0034　横浜市鶴見区寛政町28-２　TEL　045-504-3101
　　　　　　　　　　　　　西部総合職業技術校　〒257-0045　秦野市桜町２-１-３　　　　TEL　0463-80-3004

―スキルアップセミナー（在職者訓練）のご案内――スキルアップセミナー（在職者訓練）のご案内―

日ごろ培った職業技能を競い合います！日ごろ培った職業技能を競い合います！
～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～～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～

　ＮＯ．

111

919

902

306

722

203

134

706

709

639

119

106

713

224

603

621

セミナー名

フライス盤による切削の理論と実際

変化の時代のリーダー実践学

若手社員に向けたコスト意識の育成

（Renew）現場技術者のためのリレーシーケンス（空気圧機器編）

ワンランクアップ介護食

ガス溶接技能講習※神奈川労働局長登録教習機関(登録番号８)

はじめての３次元ＣＡＤ（機械・基礎編)

（New）訪問介護計画書作成技法

合気道介護

四つ目垣の作り方

研削といし特別教育(自由研削)

ドリルのとぎ方

介護職員基礎講座

危険物取扱者(乙種第４類)受験準備講習

フリーソフトを使用した建築ＣＡＤ入門STEP１(コマンド操作)

はじめての建築３次元ＣＡＤ(BIM入門)

11/16、17

11/16、17

11/30、12/1

12/９、10

11/６、13

11/９、10、11、12

11/19、20、26、27
　　　　　 【夜間開催】

11/30、12/7

12/１、８

12/３、４

12/３、４

11/９、10

11/12、19

11/22、29、12/６、13
　　　　　 【日曜開催】

11/22、29 【日曜開催】

11/22、29 【日曜開催】

時　間

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

18：00～21：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

8：50～16：10

定員

10

25

20

10

10

10

10

10

20

15

10

10

20

20

15

10

6,100円

6,100円

6,100円

6,100円

2,000円

4,000円要テキスト

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円要テキスト

2,000円

2,000円

4,000円要テキスト

2,000円

2,000円

申込期限

10/5

10/5

10/19

10/26

10/1

10/5

10/15

10/26

10/27

10/28

10/29

10/5

10/8

10/19

10/19

10/19

会　場

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

開催日 受講料

東
部
総
合

職
業
技
術
校

産
業
技
術

短
期
大
学
校

西
部
総
合

職
業
技
術
校

【大会概要】
◇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）
◇主　催：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部／神奈川県
◇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）
◇ホームページ：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構　神奈川支部
　　　　　　　　http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa
　　　　　　　　/14_ks_abilin.html
◇問い合わせ先：(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
　　　　　　　　　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

◇競技種目
　※参加申込状況などにより、競技種目によっては実

施できない場合があります

①ＤＴＰ
②機械ＣＡＤ
③電子機器組立
④ワード・プロセッサ
⑤ホームページ
⑥ビルクリーニング
⑦表計算
⑧パソコンデータ入力
⑨縫製
⑩喫茶サービス
⑪製品パッキング
⑫オフィスアシスタント

身体障害者

知的障害者

精神障害者

知的障害者

身体障害者
知的障害者
精神障害者

競技種目名 参加対象障害者

4



7

　　育児休業は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律」（以下「育児介護休業法」という。）に事業主の義務が定められてお
り、就業規則に定めがなくても、育児介護休業法に定める育児休業を取得するこ
とができます。
　育児休業は、原則子が１歳に達する日（誕生日の前日）までの間、労働者が申
し出た期間取得できます。父親は子が出生した日から取得できます。
　また、父親、母親ともに育児休業を取得する場合は、一定の条件を満たせば、
特例（パパママ育休プラス）として、子が１歳２か月に達する日まで育児休業を
取得することができます。この場合、育児休業が取得できるのは、父親、母親と

もに１年間です（母親の場合は出産日、産後休業、育児休業を合わせて１年間）。さらに保育所に入
れなかった場合等、雇用継続のために特に必要と認められる場合には１歳６か月に達する日までを限
度に育児休業を取得できます。
　育児休業中は、収入面での心配もありますが、雇用保険の育児休業給付金制度（最初の180日間に
ついては休業開始時賃金日額の67％（上限額あり））や、社会保険料の免除制度もあります。
　会社にとっては、あなたが育児休業をする間の仕事の手配が必要ですし、安心して休業し、復帰す
るためには、会社や同僚の理解や協力が必要です。
　まずは、育児休業を取得することについて、なるべく早く会社に話をして理解を得るようにしましょう。

　かながわ労働センターでは、関係機関と連携し、県内11か所の主要駅等において「街頭労働相談会」
を集中的に実施します。解雇・雇止めや賃金不払い、パワーハラスメントなど職場での労働問題につ
いて、悩んでいる方やトラブルを抱えている方がお気軽に利用することができます。
　相談は全て無料、秘密を厳守します。労働関係資料も配布いたしますのでどうぞ、ご利用ください。

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

Ａ

10月は『労働相談強化月間』です

10/５（月）

10/６（火）

10/12（月）

10/14（水）､15（木）

10/15（木）

10/16（金）　

10/19（月）

10/22（木）

10/29（木）、30（金）

10/30（金）

10/30（金）

11時～18時

12時～18時

10時～16時

13時～19時

11時～17時

12時～18時

11時～18時

12時～19時

12時～19時

12時～18時

11時～17時

海老名ビナウォーク（マルイ１階入口前）

イオン茅ヶ崎中央店（３階東側エスカレーター横）　

藤沢市労働会館（１階ロビー）

JR大船駅ルミネウイング（３階正面入口前）

JR武蔵溝ノ口駅(南北自由通路）

小田原地下街ハルネ小田原（うめまる広場）

JR淵野辺駅（自由通路）

湘南台駅（地下自由通路）

新都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入口前広場）

小田急・伊勢原駅構内

京王・橋本駅（自由通路）

県央支所

湘南支所

本　　所

川崎支所

湘南支所

県央支所

湘南支所

本　　所

湘南支所

県央支所

046-296-7311

0463-22-2711(代)

045-633-6110(代) 

044-833-3141(代)

0463-22-2711(代)

046-296-7311

0463-22-2711(代)

045-633-6110(代)

0463-22-2711(代)

046-296-7311

※詳細は、各担当センターに直接お問い合わせください。

　　妻が出産予定です。妻は育児休業を取得する予定ですが、夫の私も数か月間休業して育
児をしようと思っています。報道では男性の育児休業取得率は2.3％と少ないようですし、会
社の就業規則には育児休業に関する規定はなく、男性の取得実績も無いようです。私も育児
休業を取得できるでしょうか。

日　程 時　間 会　場 担当センター 電話番号
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実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例シリーズ

労働協約の書面性の要件
都南自動車教習所事件（最高裁第３小法廷　平成13年３月13日判決）

１　事案の概要

　Xらは、Y社の従業員であり、訴外Z労働組合（Z労組）の組

合員でした。Y社には、Z労組のほかに、A組合が併存していま

した。

　平成３年に、Y社は新賃金体系の導入を図り、これを前提と

して5000円を加算したベースアップ額を各組合に提示したと

ころ、A組合はこれらに同意し、労働協約を締結しました。Z

労組は、ベアは受け入れましたが、導入に反対している新賃金

体系を受け入れた訳ではない旨の覚書を付して協約を締結しよ

うとしたところ、Y社はこれに応じませんでした。Y社は、就

業規則の変更により新賃金体系を導入し、A組合の組合員とい

ずれの組合にも属していない非組合員にはベア分を支給しまし

たが、Z労組と労働協約を締結していないことを理由にZ労組の

Xらには支給しませんでした。以後、平成７年までY社とZ労組

とのあいだでベアは合意されたものの、労働協約を締結してい

ないことを理由にY社はXらにベア分を支給しませんでした。ベ

ア分等の支給を求めてXらが提訴しました。１審（横浜地判平

8.6.13）、２審（東京高判平11.11.22）はXらの請求を認容した

ため、Yが上告したのが本件です。

2　判決の要旨

　（原判決中Y社敗訴部分を破棄、Xらの請求・附帯控訴棄却、

Xらの予備的請求を差戻し）

⑴「労働協約は、利害が複雑に絡み合い対立する労使関係の中

で、関連性を持つ様々な交渉事項につき団体交渉が展開され、

最終的に妥結した事項につき締結されるものであり、それに

包含される労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は労

使関係に一定期間安定をもたらす機能を果たすものである。

労働組合法は、労働協約にこのような機能があることにかん

がみ、16条において労働協約に定める上記の基準が労働契約

の内容を規律する効力を有することを規定しているほか、17

条において一般的拘束力を規定しているのであり、また、労

働基準法92条は、就業規則が当該事業場について適用される

労働協約に反してはならないこと等を規定しているのである。

労働組合法14条が、労働協約は、書面に作成し、両当事者が

署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずるこ

ととしているゆえんは、労働協約に上記のような法的効力を

付与することとしている以上、その存在及び内容は明確なも

のでなければならないからである。換言すれば、労働協約は

複雑な交渉過程を経て団体交渉が最終的に妥結した事項につ

き締結されるものであることから、口頭による合意又は必要

な様式を備えない書面による合意のままでは後日合意の有無

及びその内容につき紛争が生じやすいので、その履行をめぐ

る不必要な紛争を防止するために、団体交渉が最終的に妥結

し労働協約として結実したものであることをその存在形式自

体において明示する必要がある。そこで、同条は、書面に作

成することを要することとするほか、その様式をも定め、こ

れらを備えることによって労働協約が成立し、かつ、その効

力が生ずることとしたのである。したがって、書面に作成さ

れ、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、

仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合

意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力

を付与することはできないと解すべきである。」 

⑵　Y社とZ労組とは、平成３年度以降各年度のベースアップ

交渉において、具体的な引上げ額については妥結して本件各

合意をするに至ったが、いずれの合意についても、協定書を

作成しなかったというのであるから、本件各合意が14条の労

働協約の効力の発生要件を満たしていないことは明らかであ

り、Y社が協定書が作成されていないことを理由にベア分の

支給を拒むことが信義に反するとしても、労働協約が成立し

規範的効力を具備しているということができないことは論を

またない。

３　解説

　労働組合法14条は、労働協約の効力発生要件を、「書面に作成」

し、協約締結両当事者が「署名」又は「記名押印」することと

します。これは書面性の要件とか労働協約の要式性と呼ばれて

います。都南自動車教習所事件は、この労働協約の書面性の要

件に関するリーディングケースです。

　書面性の要件について従来の学説では、労使間において労働

条件等に関する合意が成立しているが書面化がなされていなかっ

た場合に、協約としての効力のみならず契約としても一切の効

力が認められないとする説、規範的効力や一般的拘束力は生じ

ないが契約としての効力は生ずるという説、一般的拘束力はな

いが規範的効力は生ずるという説などが唱えられていました。

しかし、この都南自動車教習所事件の最高裁判決により、14

条の書面性の要件の趣旨は、協約締結当事者の意思を明らかに

して労使間の紛争の防止にあるとして、書面性の要件を厳格に

捉え要式性を要求するということが明らかにされました。

法政大学法学部講師　山本　圭子（やまもと　けいこ）

パパの働き方が社会を変える！
吉田　大樹　　　　　　　　　　　　   労働調査会

　本書は、著者が父親子育て支援団体の代表として様々
な活動を通して、男性の働き方や、父親の子育ての問
題に対して考えたことをまとめたものである。働き盛
りの世代でもある子育て世代の、仕事に対する意識が
変わることが重要であり、「会社人間」から「社会人間」
を思考していくことが、これからの社会には求められ
る。そのためにも、社会人になる前に労働法をはじめ
として、働くことに関する知識を持つ必要性を提言し
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

うつ病・躁うつ病で「休職」「復職」した
人の気持ちがわかる本
つらいのはあなただけじゃない
五十嵐　良雄　　　　　　　　　　　    講談社

　うつ病や躁うつ病のために仕事を休む人が増え
続けている。本書はそのような人たちの職場復帰
に成功した手記をもとにまとめられており、休職
から治療までの流れを５つの大きな時期に分けて
「ケース例」や「体験談」をまじえながら復職の
ポイントやアドバイスを含めてわかりやすく解説
してくれている。
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　　育児休業は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
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　相談は全て無料、秘密を厳守します。労働関係資料も配布いたしますのでどうぞ、ご利用ください。

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

Ａ

10月は『労働相談強化月間』です

10/５（月）

10/６（火）

10/12（月）

10/14（水）､15（木）

10/15（木）

10/16（金）　

10/19（月）

10/22（木）

10/29（木）、30（金）

10/30（金）

10/30（金）

11時～18時

12時～18時

10時～16時

13時～19時

11時～17時

12時～18時

11時～18時

12時～19時

12時～19時

12時～18時

11時～17時

海老名ビナウォーク（マルイ１階入口前）

イオン茅ヶ崎中央店（３階東側エスカレーター横）　

藤沢市労働会館（１階ロビー）

JR大船駅ルミネウイング（３階正面入口前）

JR武蔵溝ノ口駅(南北自由通路）

小田原地下街ハルネ小田原（うめまる広場）

JR淵野辺駅（自由通路）

湘南台駅（地下自由通路）

新都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入口前広場）

小田急・伊勢原駅構内

京王・橋本駅（自由通路）

県央支所

湘南支所

本　　所

川崎支所

湘南支所

県央支所

湘南支所

本　　所

湘南支所

県央支所

046-296-7311

0463-22-2711(代)

045-633-6110(代) 

044-833-3141(代)

0463-22-2711(代)

046-296-7311

0463-22-2711(代)

045-633-6110(代)

0463-22-2711(代)

046-296-7311

※詳細は、各担当センターに直接お問い合わせください。

　　妻が出産予定です。妻は育児休業を取得する予定ですが、夫の私も数か月間休業して育
児をしようと思っています。報道では男性の育児休業取得率は2.3％と少ないようですし、会
社の就業規則には育児休業に関する規定はなく、男性の取得実績も無いようです。私も育児
休業を取得できるでしょうか。

日　程 時　間 会　場 担当センター 電話番号
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実 務 に 役 立 つ 労 働 判 例シリーズ

労働協約の書面性の要件
都南自動車教習所事件（最高裁第３小法廷　平成13年３月13日判決）

１　事案の概要

　Xらは、Y社の従業員であり、訴外Z労働組合（Z労組）の組

合員でした。Y社には、Z労組のほかに、A組合が併存していま

した。

　平成３年に、Y社は新賃金体系の導入を図り、これを前提と

して5000円を加算したベースアップ額を各組合に提示したと

ころ、A組合はこれらに同意し、労働協約を締結しました。Z

労組は、ベアは受け入れましたが、導入に反対している新賃金

体系を受け入れた訳ではない旨の覚書を付して協約を締結しよ

うとしたところ、Y社はこれに応じませんでした。Y社は、就

業規則の変更により新賃金体系を導入し、A組合の組合員とい

ずれの組合にも属していない非組合員にはベア分を支給しまし

たが、Z労組と労働協約を締結していないことを理由にZ労組の

Xらには支給しませんでした。以後、平成７年までY社とZ労組

とのあいだでベアは合意されたものの、労働協約を締結してい

ないことを理由にY社はXらにベア分を支給しませんでした。ベ

ア分等の支給を求めてXらが提訴しました。１審（横浜地判平

8.6.13）、２審（東京高判平11.11.22）はXらの請求を認容した

ため、Yが上告したのが本件です。

2　判決の要旨

　（原判決中Y社敗訴部分を破棄、Xらの請求・附帯控訴棄却、

Xらの予備的請求を差戻し）

⑴「労働協約は、利害が複雑に絡み合い対立する労使関係の中

で、関連性を持つ様々な交渉事項につき団体交渉が展開され、

最終的に妥結した事項につき締結されるものであり、それに

包含される労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は労

使関係に一定期間安定をもたらす機能を果たすものである。

労働組合法は、労働協約にこのような機能があることにかん

がみ、16条において労働協約に定める上記の基準が労働契約

の内容を規律する効力を有することを規定しているほか、17

条において一般的拘束力を規定しているのであり、また、労

働基準法92条は、就業規則が当該事業場について適用される

労働協約に反してはならないこと等を規定しているのである。

労働組合法14条が、労働協約は、書面に作成し、両当事者が

署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずるこ

ととしているゆえんは、労働協約に上記のような法的効力を

付与することとしている以上、その存在及び内容は明確なも

のでなければならないからである。換言すれば、労働協約は

複雑な交渉過程を経て団体交渉が最終的に妥結した事項につ

き締結されるものであることから、口頭による合意又は必要

な様式を備えない書面による合意のままでは後日合意の有無

及びその内容につき紛争が生じやすいので、その履行をめぐ

る不必要な紛争を防止するために、団体交渉が最終的に妥結

し労働協約として結実したものであることをその存在形式自

体において明示する必要がある。そこで、同条は、書面に作

成することを要することとするほか、その様式をも定め、こ

れらを備えることによって労働協約が成立し、かつ、その効

力が生ずることとしたのである。したがって、書面に作成さ

れ、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、

仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合

意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力

を付与することはできないと解すべきである。」 

⑵　Y社とZ労組とは、平成３年度以降各年度のベースアップ

交渉において、具体的な引上げ額については妥結して本件各

合意をするに至ったが、いずれの合意についても、協定書を

作成しなかったというのであるから、本件各合意が14条の労

働協約の効力の発生要件を満たしていないことは明らかであ

り、Y社が協定書が作成されていないことを理由にベア分の

支給を拒むことが信義に反するとしても、労働協約が成立し

規範的効力を具備しているということができないことは論を

またない。

３　解説

　労働組合法14条は、労働協約の効力発生要件を、「書面に作成」

し、協約締結両当事者が「署名」又は「記名押印」することと

します。これは書面性の要件とか労働協約の要式性と呼ばれて

います。都南自動車教習所事件は、この労働協約の書面性の要

件に関するリーディングケースです。

　書面性の要件について従来の学説では、労使間において労働

条件等に関する合意が成立しているが書面化がなされていなかっ

た場合に、協約としての効力のみならず契約としても一切の効

力が認められないとする説、規範的効力や一般的拘束力は生じ

ないが契約としての効力は生ずるという説、一般的拘束力はな

いが規範的効力は生ずるという説などが唱えられていました。

しかし、この都南自動車教習所事件の最高裁判決により、14

条の書面性の要件の趣旨は、協約締結当事者の意思を明らかに

して労使間の紛争の防止にあるとして、書面性の要件を厳格に

捉え要式性を要求するということが明らかにされました。

法政大学法学部講師　山本　圭子（やまもと　けいこ）

パパの働き方が社会を変える！
吉田　大樹　　　　　　　　　　　　   労働調査会

　本書は、著者が父親子育て支援団体の代表として様々
な活動を通して、男性の働き方や、父親の子育ての問
題に対して考えたことをまとめたものである。働き盛
りの世代でもある子育て世代の、仕事に対する意識が
変わることが重要であり、「会社人間」から「社会人間」
を思考していくことが、これからの社会には求められ
る。そのためにも、社会人になる前に労働法をはじめ
として、働くことに関する知識を持つ必要性を提言し
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

うつ病・躁うつ病で「休職」「復職」した
人の気持ちがわかる本
つらいのはあなただけじゃない
五十嵐　良雄　　　　　　　　　　　    講談社

　うつ病や躁うつ病のために仕事を休む人が増え
続けている。本書はそのような人たちの職場復帰
に成功した手記をもとにまとめられており、休職
から治療までの流れを５つの大きな時期に分けて
「ケース例」や「体験談」をまじえながら復職の
ポイントやアドバイスを含めてわかりやすく解説
してくれている。



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27年９月１日発行　第697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/
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