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令和元年９月吉日 

顧問先各位 

堀下社会保険労務士事務所  

社会保険労務士 堀下和紀 

 

 『社労士・弁護士の労働トラブル解決物語』 

出版記念 講演会・シンポジウム開催しました 

 

 『社労士・弁護士の労働トラブル解決物語』を２０１９年８月５日に出版いたしまし

た。 

共著者である、東京の浅野英之弁護士、東京の望月建吾社労士、大阪の渡邉直貴弁護

士を招き、２０１９年９月２０日『社労士・弁護士の労働トラブル解決物語』出版記念 

講演会・シンポジウムを開催しました。 
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出版秘話（社会保険労務士堀下 和紀） 

 

 

 

最初に、堀下が出版までのいきさつについて、お話ししました。労働法については、

弁護士も来ているので、なかなか決めない、「本を出すこと」について、お話ししまし

た。 
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残業代問題にまで炎上させた社長の心ない発言 

弁護士 渡邉 直貴（大阪） 

渡邉直貴弁護士が、次のような場合、ど

うしますか？という問いがありました。 

 

「仕事がなかなかできない社員から、恩

知らずな退職宣言があった場合」 

 

 

 

 

１．もちろん、袋叩き 

２．文句の一つでも言ってやる 

３．いや待て、何もしない方がよい 

４．それでもなお、労いの言葉をかけてみる 

５．円満退社として盛大に送別会を開いてやる 

 

袋叩きはないでしょうが、文句の 1 つも言いたくなるでしょう。しかし、その社長の不

用意な発言により、残業代請求されたという例がいくつもあったそうです。 

 

 逆に、残業代請求を３００万近くされたけど、送別会を開いていたおかげで、穏便な

１００万程度の解決金で済んだ例もあったそうです。  
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メンタル不調を疑わせる社員に対する解雇と休職の

判断基準                                                  

弁護士 浅野 英之（東京） 

 

東大出身弁護士の浅野英之弁護士

より、標題のレクチャーをしても

らいました。 

 

ダブル浅野という、懐かしい登場

のオチを準備しました（笑） 

 

 

浅野弁護士のサマリーは、以下の

通りです。 

 

 

 

「出社していたら『サボリ』」は間違い！ 

・「不調」でも出社をする社員が多いため。 

・区別の要は、「医師の診断」！ 

・「サボリ」と「不調」の区別 

・最終的な判断は会社が行う。 

・会社には医学的な専門知識がないため、医師による医学的な判断を「参考資料」とす

る。しかし、あくまでも「参考」であり、「絶対」ではない！ 

 

★問題社員でも、簡単には解雇できない！ 

・解雇権濫用法理（判例→労働契約法） 

合理的な理由／社会通念上の相当性 

・「サボリ」の社員を解雇するためには？ 

・労働問題への適切な対応に、決まった型はない。 

・選択肢は、無数に存在する。 

→日常的に、相談できる専門家のパートナーが必要  
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痛快娯楽時代劇 

ゲスえもん侍 天下御免

 

 
 剣道・居合道５段という望月氏が、パワハラ・セクハラ・問題社員・ブラック企業か

ら町娘を助けるという、殺陣を披露しました。 

 

 うちのスタッフも、剣道有段者をはじめ、ちょっとした演技を（笑） 
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芸者 girl から学んだ！残業ゼロ将軍®流 

時短じゃない『働き方改革』の真の意味                                                  

社会保険労務士 望月 建吾（東京）

 
 

 

世界最大のコンサルティングファーム、マッキンゼー出身の社労士の望月建吾氏が、

ちょんまげのままで、「楽しい働き方改革」とは何か？なぜ、「働き方改革が楽しくない

のか？」についてレクチャーしました。 

 

見た目と内容のギャップが１００倍くらいある内容です。 
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1.働き方改革が‘’楽しくない‘’ワケ 

 

①現場に丸投げで、管理職やハイパフォーマーが疲弊して‘’楽しくない‘’ 

 

②従業員へのメリットが無くて・見えなくて‘’楽しくない‘’ 

 

 

 

２．では、どうしたらいいのか？ 

 

①現場への丸投げを止める 

 

②長時間労働しなくてもまともな賃金を支払えるように仕組みにメスを入れる 

 

③人事制度の可視化により、高生産性の組織長やハイパフォーマーが月給・年

収共に見合う処遇をされるように仕組みにメスを入れる 

 

④従業員が‘’手前勝手な‘’楽しさではなく、会社・組織が適正利益と労務

比率を確保できる仕事をするようにすべてにメスを入れる 

 

⑤従業員自身が業務時間外や休日を有意義に楽しめるよう会社も可能なことを

する 
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パネルディスカッション 

「労働トラブル解決」のための社労士と弁護士の役割 

 

１．働き方改革関連法案について 

・残業の上限規制について 

・年次有給休暇５日強制付与について 

・同一労働同一賃金について 

２．パワハラ・セクハラについて 

３．解雇について 

など、パネルディスカッションしました。 
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企業秩序と服務規律 

●企業秩序遵守義務、服務規律とは何か 

 

企業秩序遵守義務 

 企業秩序とは、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要

不可欠なものです。使用者は企業秩序を維持する権利を有し、労働者

は労働契約の締結により企業秩序の遵守義務を負います。 

 

 

 

企業秩序遵守義務に関する裁判例 

労働者は、労働契約を締結して企業に雇用されることによって、企業に対し、労働提

供義務を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守その他の義務を負う 

（富士重工業事件 最判昭 52.12.13） 

 

 

企業秩序の定立と維持 

 企業は、「企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもって一般的

に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、また、企業秩序に違反

する行為があった場合には、その内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩

序の回復に必要な業務助の指示、命令を発し、又は違反者に対して制裁として懲戒処分

を行うため、事実関係の調査をすることができ」（富士重工業事件 最判昭 52.12.13）

ます。 

 

 規則や命令は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的なものでなくてはいけません。私

生活上の行為は実質的に企業秩序に関連性のある場合にのみ規制の対象とされます。人

格・自由に対する行き過ぎた支配や拘束は許されません。 

 

服務規律の規定 

 労働契約の本質として、企業秩序を維持するために企業は服務規律と称される労働者

の行為規範を就業規則に定めることになります。規範とは、「～すべき」などと表現さ

『「人事・労務」の実務がまるごとわかる本』 

（日本実業出版社 2018.4.20 堀下和紀他著）抜粋 
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れる行動や判断の基準です。 

 服務規律は、①労働義務の履行に関する就業規則上の行為規範（狭義の服務規律）、

②会社財産保全のための規律、③従業員の地位に伴う規律の３つに分類されます。次頁

で３の分類例を示します。 

 

企業秩序の分類 

狭義の服務規律 

（労務提供の仕方、職場の

あり方） 

入退場の規律 

遅刻、早退、欠勤、休暇の手続き 

離席、外出、面会の規制 

服装規定 

職務専念規定 

上司の指示・命令への服従義務 

職場秩序の保持 

職務上の金品授受の禁止 

安全・生成の維持のための規制 

職場の整理・整頓 

企業財産の管理・保全のた

めの規律 

会社財産の保全 

会社施設の利用の制限 

従業員としての地位・身分

による規律 

信用の保持 

兼職・兼業の規制 

公職立候補・公職就任の取り扱い 
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懲戒処分 

●懲戒処分は手順の遵守がポイント 

  

懲戒処分とは 

 懲戒処分とは、企業秩序維持義務違反に対する制裁罰です。従業員の義務違反行為に

対し、会社が懲戒処分を行う場合は、就業規則に懲戒規定を設ける必要があります。 

 

 懲戒規定の懲戒事由に該当した場合であっても相当性を欠く場合には、「労働者の行

為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上

相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効」

（労働契約法１５条）となります。 

 

 懲戒処分を有効にするためには、事案に合理性、相当性があることはもちろん、懲戒

規定の整備、運用や手続きが重要となります。 

 

懲戒処分の有効性を高めるポイント 

 懲戒処分の有効性を高めるためには、下記４点に注意する必要があります。 

１ 懲戒処分の基本原則の遵守 

２ 非違行為の証拠の収集 

３ 弁明の機会 

４ 総合的判断による懲戒処分の量刑の決定 

 

（１）懲戒処分の基本原則の遵守 

 懲戒処分の基本原則で遵守すべきは、次の６点です。 

１ 懲戒事由の存在 懲戒の根拠規定が存在する 

２ 懲戒事由の周知 懲戒規定が従業員に周知されている 

３ 不遡及の原則 非違行為後に就業規則に新たに懲戒事由を追加している

場合、当該事由をもって過去の行為を懲戒処分できない 

４ 一事不再理 同一事案を重ねて処分できない 

５ 時期的限界 懲戒事由発覚から懲戒処分まで長期間が経過していない 

６ 平等処遇の原則 同程度の事案は懲戒の種類・程度が同程度である 

 

（２）非違行為の証拠の収集 
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 労働契約法１５条は、「客観的に合理的な理由」を懲戒処分の有効要件としています。

したがって、会社は迅速に懲戒処分の対象となる非違行為の事実を調査し、証拠の収集

や保全などの必要な措置を講ずる必要があります。非違行為を行った従業員やその関係

者には調査への協力を義務付けます。 

 

事実

確認 

証拠集め（物証） 
証拠物（書類・映像・写真など） 

メールモニタリング 

関係者ヒアリング（人証） ヒアリングシート 

 

（３）弁明の機会 

 弁明の機会の付与は、①事実の確認、②非違行為者の情状面を明らかにする、③適正

手続の保証の３つの意味合いがあり、必ず行うべきものです。 

 

横領事件の裁判例（東京地判平 15.10.9）では、「弁明の機会を与え、その事実の有無

のみならず、動機、態様、懲戒事由該当性についての本人の認識等について明らかにす

ることが最低限必要であると解される」と述べた上で、懲戒解雇を「弁明の機会を与え

ずになされた点で重大な手続違反があるから、無効」と判示されています。 

 

（４）総合的判断による懲戒処分の量刑の決定 

 懲戒処分の量定の決定は、次の内容等を総合的に勘案して決定します。総合的判断に

よる量刑の決定は、非常に難易度が高いため、社会保険労務士や弁護士等の専門家に助

言を受けることをお勧めします。 

 

１ 非違行為と懲戒事由の該当性 

２ 非違行為と懲戒処分の相当性 

３ 非違行為を行った目的・動機 

４ 軽度な過失なのか重大な過失なのか（過失程度）、故意なのか 

５ 非違行為を行った従業員の職責 

６ 過去に非違行為があったか 

７ 過去に懲戒処分を受けたか 

８ 通常の勤務態度や勤務成績 

９ 反省や謝罪の言動はあったか 

１０ 反省や謝罪の言動はあったか 

１１ 過去の類似事例との比較 

１２ 責任能力の有無 
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堀下事務所だより９月号について 

未払い残業代は過去２年分→５年分請求！？ 

「賃金の消滅時効」検討会が見解まとめ 

 

２０２０年４月に民法の改正により、債権の時効が５年で統一されます。債権とは、

売掛金や誰かに貸しているお金のことです。 

 

未払い残業代も、労働者の会社に対する債権です。賃金債権といいます。現在、賃金

債権の時効は、労働基準法で２年と規定されています。 

 

労働者保護を目的とした特別法である労働基準法が、一般法である民法より時効が短

いというのは、なんとも、論理的におかしいという議論が生まれていました。 

 

２０１９年６月１３日に、厚生労働者の有識者会議が結論をだし、労働政策審議会に

て検討すべき事項とされています。 

 

ここで、「２年のままでは合理性がないから、５年にする方向で検討すべき」という

見解でまとまっているのです。 

 

まだ、決定ではありません。未払い残業代を抱えているブラック企業が労働者がから

訴えを起こされたら、２年の残業代ではなく、５年分の残業代を請求されてしまうので、

たいへんだという理由です。 

 

 まあ、普通に、ブラック企業ではなく、きちんと残業代を計算して払っている企業は、

何も心配する必要はありません。逆に、残業代を払っていないブラック企業は、２年分

ではなく、５年分の残業代を遡って支払って、淘汰されるべきなのかもしれません。 

 

 今後、ますます、コンプライアンスが重要になっていきます。 
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どこまでが指導で、どこからがパワハラ？ 

パワハラの６種型と裁判例をチェック！ 

 

 ２０２０年より、「パワハラ防止措置を講じること」を企業に義務付ける法律が施行

されます。 

 

企業は、パワハラをより理解しなければなりません。 

 

 「事務所だより」の本文も大事ですので、よく読んでください。堀下が、まとめたも

のを以下に示します。 

 

 

パワハラと指導教育の境界線 

 

１．指導教育ではなく、パワハラと判断される場合 

 

質問 

「上司が部下に対して『ノルマが達成できなければ、人間では

ない。死ね』など人間性を否定する発言を繰り返している」との

訴えが複数の社員からありました。しかし、暴力行為は行われて

おらず、叱責を繰り返しているだけですので、なんら措置をする

つもりはありません。むしろ、指導に熱心な上司として称賛しま

した。当社はブラック企業ですか。 

 

回答 「ブラック企業」です。 

 パワーハラスメントの定義は次のとおりです。 

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」 

「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」（厚生労働省 

平 24・1・30） 

パワハラと指導教育の境界線は、「従業員に対する注意、指導として社会通念上許容され

る範囲」を超えるか否かです。（三菱電機コンシューマエレクトロニクス事件－広島高松江

支部判平 21・5・22）です。 
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同事件では、「面談際に大きな声を出し、人間性を否定するかのような不当な表現を用い

て叱責した点については、従業員に対する注意、指導として社会通念上許容される範囲を

超えており、不法行為を構成する」と判断されました。 

 

 ザ・ウィンザー・ホテルインターナショナル事件（東京地判平 24.3.9）では、パワハラ

で慰謝料が派生する基準について、「パワハラを行なった者とされた者の人間関係、当該行

為の動機・目的、時間・場所、態様等を総合考慮のうえ、企業組織もしくは職務上の指揮

命令関係にある上司等が、職務を遂行する過程において、部下に対して、職務上の地位・

権限を逸脱・濫用して、社会通念に照らして客観的な見地からみて、通常人が許容しうる

範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為をしたと評価される場合」とし

ています。 

 

 パワハラと認定された言動の例を以下に挙げます。 

 

・感情的になり大声で、「自分は面白半分でやっているかもわからんけど、名誉毀損の犯罪

なんだぞ。・・・全体の秩序を乱すような者は要らん。うちは一切いらん。・・・何が監督

署だ。何が裁判所だ。自分がやっていることを隠しておいて、何が裁判所だ。とぼけんな

よ。本当に俺は絶対許さんぞ」などと叱責した。 

（三菱電機コンシューマエレクトロニクス事件－広島高松江支部判平 21・5・22） 

 

・「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべき・・・」等のメールを上司が職場の

同僚十数名に送信した。 

（Ａ保険会社上司（損害賠償）事件―東京高判平 17・4・20） 

 

・「ばかかお前は三曹失格だ」 

（海上自衛隊佐世保地方総監部（隊員自殺）事件（福岡高決平 20・8・25） 

 

・「お前みたいなものが入ってくるんで、Ｍ部長がリストラになるんや」 

（日本土建事件―（津地判平 21・2・19） 

 

・「いいかげんにせいよ。お前。おー、何考えてるんかこりゃあ。ぶち殺そうかお前」と声

を荒げた 

（ファーストリテイリングほか（ユニクロ店舗）事件－名古屋高判平 20・1・29） 
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・「存在が目障りだ。居るだけでみんなが迷惑している。お前のかみさんも気がしれん、お

願いだから消えてくれ」、「どこへ土馬されようと俺は甲野は仕事しないやつだと言いふら

したる」、「お前は会社を食い物にしている。給料泥棒」 

（国・静岡労基署長（日研化学）事件－東京地判平 19・10・15） 

 

・「主任失格」、「お前なんかいてもいなくても同じだ」 

（名古屋南労基署長（中部電力）事件―名古屋高判平 19・10・30） 

 

 

２．パワハラではなく、指導教育と判断される場合 

 

質問 

 人事部長が社員に対して、「仕事は簡単なものを渡してペースを押さえているので、この

ままミスが減らないようでは、今の部署の業務を続けるのは難しい」、「分からなければ、

分かったふりをせず何度でも確認してほしい」、「あなたには仕事を覚えようとする意欲が

感じられません」という発言をしたことに対して、社員がパワハラであると苦情を言って

きました。当社はブラック企業ですか。 

 

回答 「ブラック企業」ではありません。 

パワハラと指導教育の境界線は、「従業員に対する注意、指導として社会通念上許容され

る範囲」を超えるか否かです。（三菱電機コンシューマエレクトロニクス事件－広島高松江

支部判平 21・5・22）です。 

 

試用期間中に単純ミスを繰り返し直さない社員に対して指導し、時には激しい物言いを

したところ、社員が精神疾患による体調不良を理由に休職し、パワハラであると訴えた裁

判例（医療法人財団健和会事件－東京地判平 21・10・15）では、パワハラに該当しないと

判断されました。同事件では、「Ｘの事務処理上のミスや事務の不手際は、いずれも、正確

性を要請される医療機関においては見過ごせないものであり、これに対するＡまたはＢ（看

護師・保健師）によるその都度の注意・指導は、必要かつ的確なものというほかない。・・・

Ｘに対して、時には厳しい指摘・指導や物言いをしたことが窺われるが、・・・業務上の指

示の範囲内にとどまるものであり、到底違法ということはできない」と判示されました。 

 

社員の人格権を侵害することなく、業務の範囲内の指導・叱咤督促目的の場合は、原則

としてパワハラに該当しません。また、たとえ繰り返しの指導であったとしても、業務上

の必要がある場合であればパワハラに該当しません。 
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 医療法人財団健和会事件（東京地判平 21・10・15）で会社が面談において行った指摘・

指導の発言内容を参考までに紹介します。 

 

・ミスが非常に多い 

 

・仕事は簡単なものを渡してペースを抑えているのに、このままミスが減らないようでは

健康管理室の業務を続けるのは難しい 

 

・ミスがないように何度もチェックするなど正確にしてもらいたい 

 

・分からなければ分かったふりをせず何度でも確認してほしい 

 

・仕事を覚えようとする意欲が感じられない 

 

・仕事に関して質問を受けたことがない、学習してほしい 

 

・スタッフが電話対応や受診者対応をしているのに、何かやることはないかと話しかける

など周りの空気が読めていない 

 

・周りも働きやすいよう配慮しているからＸもその努力をすべき 

 

・頼んだ仕事がどこまで終わったのか報告せず帰宅するというのは改善すべき 

 

 

 

ブラック企業と呼ばせないためには 

「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」（厚生労働

省 平 24・1・30）に沿って、パワハラに関してブラック企業と呼ばせない方法を検討しま

す。 

 

１．問題に取り組む必要性と意義 

①職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は、労働者の尊厳や人格を侵害

する許されない行為です。また、これを受けた人だけでなく、周囲の人、これを行った人、

企業にとっても損失が大きいです。②「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」の予

防・解決に取り組む意義は、損失の回避だけに終わらない。仕事に対する意欲や職場全体
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の生産性の向上にも貢献し、職場の活力につながるものととらえて、積極的に取組を進め

ることが求められます。 

 

２．職場からなくすべき行為の共通認識の必要性と行為類型 

「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、どのような行為がこれら

に該当するのか、人によって判断が異なる現状があります。そのため、どのような行為を

職場からなくすべきであるのかについて、労使や関係者が認識を共有できるようにするこ

とが必要です。そこで、職場で行われる以下のような行為について、労使が予防・解決に

取り組むべきこと、そして、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と定義しま

す。 

 

 

パワハラの定義 
 

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係な

どの職場内の優位性（※）を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を

与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。 

※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間などの様々な優位性を

背景に行われるものも含まれる。 

 

職場のパワーハラスメントに当たりうる行為類型としては、以下のものが挙げられます。

（ただし、当たりうる行為の全てを網羅するものではありません） 

 

パワハラの類型 
① 身体的な攻撃 暴行・傷害 

② 精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 

③ 人間関係からの切り離し 隔離・仲間はずし・無視 

④ 過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なこ

との強制、仕事の妨害 

⑤ 過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた

程度の低い仕事を命じることや仕事を与えな

いこと 

⑥ 個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること 
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３．どのようにしたら職場のパワーハラスメントをなくすことができるか 

 

職場のパワーハラスメントをなくすためには、以下のような取り組みが例として挙げら

れます。 

 

職場のパワーハラスメントを予防するために 

① トップのメッセージ 

② ルールを決める 

③ 実態を把握する 

④ 教育する 

⑤ 周知する 

職場のパワーハラスメントを解決するために 

① 相談や解決の場を設置する 

② 再発を防止する 
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指針改正。外国人労働者に支援や配慮を 

 

 堀下社会保険労務士事務所の顧問先でも、最近、外国人の「技能実習生」を雇用して

いるケースや、外国人留学生を資格外活動（週２８時間以内）で雇用しているケースが

増えています。 

 

 堀下社会保険労務士事務所では、「外国人技能実習生」の「外部監査人」の業務を請

け負うことを行っています。さらに、「外国人技能実習生」に対する「労務管理に関す

る法定講習」の業務を受けています。 

 

 必要があれば、ご相談ください。 

 

 本文を読んで、参考にしてください。 

 

 「外国人技能実習生」の制度を活用したい場合には、堀下社会保険労務士事務所に相

談してみてください。かなり、たいへんです。現状をお話しします。 

 

 

ハラスメント規制法が成立。来春スタート 

パワハラやセクハラなど職場におけるハラスメント（嫌がらせ）対策の強化を柱とし

た女性活躍・ハラスメント規制法案が２９日、参院本会議で与党などの賛成多数により

可決、成立した。被害が深刻化しているパワハラに要件を設け、企業に防止対策を取る

よう初めて法律で義務づける。 

 

職場の上下関係などを背景としたハラスメントを「行ってはならない」と明記。行為

自体を罰則で禁止することは見送られたが、事業主や労働者らに対し、他の労働者の言

動に注意を払う責務を規定した。 

 

パワハラは、（１）優越的な関係に基づく（２）業務上必要かつ相当な範囲を超えた

言動により（３）就業環境を害する－と定義。相談窓口を整備するなど防止対策の事例

は労働政策審議会（厚生労働相の諮問機関）で今後議論し、指針で定める。 

 

セクハラや妊娠・出産に関するマタニティーハラスメントの対策強化として、被害を

申告した人に対する解雇などの不利益な取り扱いを禁止することを規定。顧客からの迷
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惑行為であるカスタマーハラスメントや就活生へのセクハラについても、指針で相談体

制などの対策を検討する。 

 

女性活躍では、これまで大企業に限った女性社員の登用や昇進などに関する数値目標

の策定義務を、従業員１０１～３００人の中小企業に拡大する。 

 

パワハラ対策の義務化は大企業で来年４月にも開始。中小企業は努力義務で始め、そ

の後２年以内に義務化される見通し。 

 

（産経新聞 2019.5.29） 

 

 

 

メンタル不調の相談、４０代男性で深刻 

 

 日本産業カウンセラー協会が２０１８年度の相談の状況について、まとめました。 

 

 なんと、メンタル不調の相談が、４０代男性で多いというのです。んー、確かに、堀

下事務所への相談も４０代男性も多いといわれれば、多いですね。堀下事務所では、こ

れについて統計を取っていませんでしたが、参考にしてみます。 

 

 管理職になるくらいの年齢ですね。プレーヤーとしてはやってきていたけど、マネー

ジャーの役割を担うようになってプレッシャーがあるのかもしれません。 

 

 

 

平成３０年「労働災害発生状況」 

４日以上の休業は３年連続増加 

ふーん、という感じです。高年齢者の女性の転倒（コケる）が２６％と多いのは、言

われてみれば頷けます。理由は２つでしょう。①人手不足で高年齢者の現業での雇用が

増えた。②介護事業所などの雇用数が増えている。 

たしかに、堀下事務所への労災申請依頼も「転倒」は多いです。「高年齢者」も多い

です。 
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算定基礎届により９月から社会保険料が変わります 

 

社会保険や給与計算を担当している人は、チェックしてくださいね。 

 

 

 

労災保険 

仕事でケガをして休業。労災＋給与を支払うときの注意点 

 

 

 ノーワークノーペイですので、賃金は通常支払いません。賃金支払ったら、原則労災

の休業給付は出なかったり、減らされたりします。 

 

 労災隠しは、犯罪です。隠してもメリットはありません。当たり前ですが、できてい

ないブラック企業もあります。ちゃんと堀下事務所に相談してください。 

 

  

 

社員のＳＮＳ対策は必要？ 

ＳＮＳ利用のルールを作ろう 

 

 最近、やはり、バイトテロ（SNS 利用）に関する相談よくあります。 

 

「SNS の私的利用に関する誓約書」 

「SNS の私的利用に関するガイドライン」 

をお送りします。 
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「バイトテロ対策」への 

事前法務的な対応の物語 

 

 あるウィークデイの午後、社労士法人大江戸セントラル

事務所の代表社員である江戸桃太郎は、同法人の顧問先企

業である株式会社シナガワ・インターナショナル（社員数

13,500名（うちパート・アルバイトが12,000名））を訪問

している。同社は、東証第一部に上場している、国内に約

400店舗を有する国内有数のハンバーガーチェーンである

「グランバーガー」の運営会社である。 

 

 かねてから、全国で続発している「バイトテロ」への事前法務的な対応策立案について

江戸社労士に依頼があり、この日は社長の品川陽子氏と人事担当常務取締役の高輪和男氏

にその方策についてプレゼンを行う日なのであった。 

 

江戸社労士「SNS をめぐる労務トラブルの予防策のポイントは、この 4 つになります」 

① 就業規則とガイドライン 

② 社内教育 

③ 誓約書 

④ チェック体制の整備 

 

 江戸社労士は、パソコンを操作して社長室のスクリーンにこれらを映し出した。 

 

江戸社労士「まず、1 つ目のポイントの「就業規則とガイドライン」は、就業規則の服務規

律の規定を整備し、加えて、ガイドラインを策定することで、SNS の私的利用に関す

るより細かいルールを社員に分かりやすく示すことになります」 

 

品川社長「先生、就業規則については、昨年先生の事務所と顧問契約を締結させて頂く際

に、担当の神田先生のご支援でいいものに改定させて頂いたと思うのですが」 

 

江戸社労士「はい、そのとおりです。現行の就業規則は、服務規律の「職務専念義務」、「秘

密保持義務」、「信用維持義務」といった関係する規定は抜かりないものができていま

す。加えて、「パソコンの適正利用」、「電子メール・インターネットの適正利用」、「ソ

ーシャルメディアの適正利用」という公的私的を問わず SNS 利用に対応した服務規律
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の規定も、独立条文化されていてより分かりやすいと思います」 

 

高輪常務「では、就業規則に関してはこれで万全でしょうか？」 

江戸社労士「一点だけ。ここ数年の『バイトテロ』『バカッター騒動』を鑑み、できたらこ

のような『私物端末の持ち込み禁止』の規定を新たに設けておいた方がベターかと思

います。いかがでしょう？」 

 

（私物端末の持ち込み禁止） 

第〇条 社員は、会社の許可がない限り、会社が指定する職場に、社員が所有するパソコ

ン、スマートフォン、携帯電話、タブレットなどの端末（以下、「端末」という）を持

ち込んではならない。 

2.社員は、会社の業務時間中（休憩時間を除く）は、自身の端末を会社が指定する保管場所

に保管することとする。 

 

品川社長「高輪さん、ぜひこれはやりましょうよ」 

 

高輪常務「はい、社長。店舗については、バックヤードに従業員ロッカーがありますから、

業務時間中はスマホなどはそこに入れされて、職場に持ち込ませないように徹底させ

ましょう。問題は、本社勤務の社員たちですが、これはスマホなどを保管しておく小

さなロッカーを設置すれば解決しそうですね」 

 

江戸社労士「次にガイドラインですが、御社は学生を中心とした若年層のパート・アルバ

イトが社員の大部分ですので、堅苦しくなく分かりやすいガイドラインをこのように

つくってみました」 

 

（※別紙「SNS の私的利用に関するガイドライン」を参照してください） 

 

品川社長「これは良い！」 

 

高輪常務「SNS の特徴や使うことのリスク、SNS でやってはいけないことが具体例も交え

て分かりやすく書いてありますね」 

 

江戸社労士「次に、2 つ目のポイントである社員教育ですが、これは入社時とその後 1年ご

とに 1回、パート・アルバイトも含めた全社員に受講して貰いましょう」 

 

品川社長「えっ！？全社員ですが？当社は、パート・アルバイトまで含めると全 400 店舗
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以上・13,000 人以上になりますが？」 

 

江戸社労士「はい。現実問題として、パート・アルバイトを多く雇用している以上、『バイ

トテロ』は起こりうる問題として考えていかなくてはなりません。 

ですから、全社員に、それも少なくとも年に 1回は必ずこの研修を受講する形にして、

就業規則やガイドラインで定める会社の SNS 私的利用に関するルールの徹底と注意喚

起を実施しましょう」 

 

高輪常務「しかし、彼らの勤務シフトは、ほとんど店舗の営業時間に合わせてギリギリで

組まれており、研修をしている時間的な余裕がなくて・・・」 

 

江戸社労士「その点は御社に思い切って頂く必要があります。 

御社の雇用の現状から考えて、この研修の優先度はかなり高いものです。したがって、

私としては、研修日の営業時間を短くするか、場合によったら研修のための休業日を

全店で実施するなどの思い切った時間確保策をお願いしたいところです」 

 

品川社長「分かりました」 

 

 

 こうして、株式会社シナガワ・インターナショナルでは、全店・全社員が受講できるよ

うに研修日の時短営業に踏み切った。 

 

 当日の研修レジュメは、前出のガイドラインをパワーポイントに落とし込んだ内容のも

のを社労士法人大江戸セントラル事務所で用意した。そして、最後には20問程度の確認テ

ストも実施し、満点を取れない社員については再受講を義務付けた。 

 

また、講師は初回と言うことと今後の社内講師育成も兼ねて、顧問担当の神田千明社労

士など江戸桃太郎の部下の勤務社労士軍団が何名かで分担をして全国行脚をした。 

 

 時短営業による営業機会損失分、受講する社員の人件費、講師料などで数億円の出費で

あった。しかし、同社は上場企業であり、『バイトテロ』事件で、わずか1日でその会社の

時価総額が25億円以上も下落してしまったケースも他社であったことから、品川社長は江

戸桃太郎のアドバイスによるこの選択に迷いがなかった。 

 

 そして、研修終了後は、全社員に「ＳＮＳ等の私的利用に関する誓約書」を提出させた

のである。なぜなら、江戸から、この誓約書を提出させることが予防策の3つ目の柱であり、
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社員の「遵守義務の再確認」となり大変有効であるとのアドバイスがあったからだ。 

 

（※別紙「ＳＮＳ等の私的利用に関する誓約書」を参照してください） 

 

高輪常務「お蔭様で、①就業規則と②私的 SNS 利用のガイドラインの整備、③全店・全社

員への研修の実施、④誓約書の提出と全て無事に終えることができました」 

 

品川社長「これもみな、江戸先生のご指導の賜物です」 

 

社労士「恐縮です。あと社長。予防策の 4 つめに「チェック体制の整備」があります。御

社の組織で言うと人事部と広報部が連携して、社員などによる不適切な投稿をなるべ

く早く見つけ出して、小火段階で消し止める体制をつくっておいてくださいね」 

 

高輪常務「先生にアドバイス頂きましたので、早速、SNS 監視業者とも契約致しました。

加えて、労働分野にお強い弁護士もご紹介いただいたので、すぐに顧問契約を締結致

しました」 

 

品川社長「江戸先生が居られれば、鬼に金棒ですよ。もうバイトテロが来ても安心ですね」 

 

江戸社労士「確かに今の御社は、対策を何もしていない会社よりは、不適切な投稿を行っ

た社員へ懲戒解雇などの重い懲戒処分を科すとしても、損害の程度に応じて損害賠償

請求をするにしても、その有効性には有利には働くでしょうね」 

 

品川社長「やっぱり！」 

 

江戸社労士「しかし、社員への損害賠償請求については、報償責任の原理で、制限された

裁判例が少なくなく、仮に勝訴したとしても損害額の全額が認められるケースは少な

いと言わざるを得ません」 

 

品川社長「そんな・・・」 

 

 せっかくここまで苦労して仕組みを整え、時短営業に踏み切ってまで全ての店舗・全社

員に研修を実施したのに、会社が圧勝できる訳ではないのか。品川社長は、残念そうな表

情を浮かべながら、江戸社労士の顔を見つめた。 

 

江戸社労士「少し言いにくいことを言いますね。最低賃金にへばり付いた水準で雇用する
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ことは、『バイトテロ』を引き起こす大きなリスク因子です。その証拠に、同じ接客業

でも、高級料理店や銀座の高級クラブでは、これまで致命的なバイトテロ問題は起こ

っていません」 

 

品川社長「確かに」 

 

江戸社労士「しかし、他社との競争からパートやアルバイトの時給を高級料理店の水準に

するのは難しいでしょう。だからこそ、これまでやって頂いて来た、そしてこれから

もやって頂く「事前法務」的な対応策が重要になってくるんです」 

 

品川社長「江戸先生、これからも末永く当社をよろしくお願い致します！」 

 

 こうして、事前法務の鬼・江戸桃太郎の飽くなき実務の探求は続くのであった。 
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労働問題を弁護士のごとく助言し、必ず解決します。 

 

ほぼ全ての労働社会保険手続をネットで完結するから、全国最速レベルです。 

 

アウトソーシングです。 

 

指紋・静脈認証システムを活用し、法的リスク・手間を激減します。 

 

指紋・静脈認証システムを活用し、法的リスクを激減し、安価です。 


