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■本日の例会／ 第1475回 平成29年5月11日（木）
●会長・幹事報告
●各委員会報告…各委員長
●入会式…佐藤龍三郎 新会員
●ゲスト卓話…南九州短期大学

図書館長

隅元正行 様

会長 香川美穂子
こんにちは。今日皆さんの
ボックスに昨年ご協力頂きまし
たアンケートの集計を入れてお
きました。素人作業で判読し辛
いかもしれませんがご容赦くだ
さい。紙面のレイアウトのスキルが私には無いの
で、多少割愛しておりますので「数字が合わな
い」とお思いかもしれませんが、全部数字の
チェックは出来ておりますのでご心配なく。アン
ケートにご協力頂いた方は22名です。実施しまし
た時の会員数５４名からすると回収できたのは
４０％ですからこの結果を皆さんの総意とはでき
ませんが、提出期間が長かったにもかかわらず提
出なさらなかった方々については、それはそれな
りの意思表示とみなしたいと思います。この週末
からゴールデンウイークですね。お時間取れる時
にどうぞこのアンケート結果をお読み下さい。既
成事実として会員の立場にいるのではなく、時に
は客観的に全体を見渡し「宮崎中央ロータリーク
ラブとは」「ロータリアンとは」と再確認する事
も必要だと思います。一番私が期待していたクラ
ブに対するご自分の意見や提案をお書きくださっ
た方は本当に少なかったのが残念でした。５月連
休明けに、私の感想及び提案をさせていただきた
いと思っております。
なお今年度もあと２ヶ月となり委員会の引き継
ぎの時期を迎えております。各委員会の委員長の
方々、恐れ入りますが昨年たてられた委員会予算
について今この時期までの実績と照らし合わせた
上で次年度の方に引き継ぎをお願いしたいと思い
ます。皆さんの会費を如何に活用させて頂くかは、
今後の人頭金の値上げや周年行事に対する積立金
にも関わる大事な問題です。「去年と同じにして
おけば良いんだよ」と言う安易な引き継ぎでは無
■会長挨拶

【出席率状況報告】
・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥53 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥35 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥18 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 66.04％
・４/13 の修正出席率‥ 82.69％

く、実績を示した上での無駄の無い予算立てが出
来ます様よろしくお願い致します。
■幹事報告

幹事 平松 寛
国際ロータリー日本事務局より
５月のレート 110円になります

■ゴルフコンペの御案内

岡田圭史 会員

6/10（土）第３回宮崎中央Ｒ
Ｃ香川会長杯ゴルフコンペを行
います。多くの参加をお待ちし
てます。

ゲスト卓話
宮崎県労働委員会

事務局調整審査課
課長補佐 吉田寿生 様

労働委員会制度と個別的労働紛争の解決
本日は、宮崎中央ロータリー
ク ラ ブ 例 会 に お 招 き い た だ き、
心からお礼申し上げます。
また、このような名誉な機会
を与えていただきました香川会
長、藤原先生をはじめ役員の皆様に感謝申し上げ
ます。
はじめに、自己紹介を申し上げます。
本日は、私、労働委員会事務局調整審査課課長
補佐の吉田と西村主事がお伺いさせいただきました。
私たちは、県職員であり、私は昨年４月から、
西村主事は今年４月に人事異動で配属されていま
す。
私は、以前、地方労働委員会といっていた時代
の平成５年から３年間在席し、労働委員会は２回

目となります。
個人的には、労務管理、労働法に関心があり、
平成２３年８月に宮崎県社会保険労務士会に登録
し、平成２６年５月に特定社会保険労務士の付記
を受けています。
それでは、労働委員会についての説明をいたしま
す。
労働委員会は、労使間のトラブルを解決するため
に、労働組合法によって設けられた行政機関で、
４７都道府県労働委員会と国の機関である中央労
働委員会が東京の芝増上寺の近くにあります。
労使トラブルの自主的な解決が困難な場合に、
公正・中立な立場で問題解決をお手伝いします。
委員構成は、公・労・使の三者それぞれの立場を
反映させた総合的な観点から、労使トラブルの解
決のお手伝いをします。
そして、公益委員は弁護士、社会保険労務士な
ど、労働者委員は労働組合の役員など、使用者委
員会社経営者、経営者団体役員などです。都道府
県労働委員会の委員は２年ごと改選され知事が任
命します。委員を補佐するため事務局が置かれて
おり、その職員は県職員です。
労働委員会は、昭和２１年３月１日に労働組合
法が施行され、宮崎県でも準備会を経て同年８月
９日に正式に発足しています。昭和２０年代当初
は労働争議が頻繁に起こり、労働委員会の取り扱
う事件も増加しました。宮崎県内でも日本５大争
議の一つと言われる争議もありました。その後、
昭和３０年代から高度成長期にかけて、企業業績
が向上する中、労働条件も向上し、同時に労働組
合と会社との団体交渉も活発で、労働委員会で取
り扱う事件も多い状況にありました。その後、労
働組合の組織率も低下していくのと同時に、労働
争議に係る労働委員会の取扱事件も減少しました
が、近年では、労働者個人と会社との個別的労働
紛争が増加し、個別的労使紛争も取扱うようにな
りました。
さて、労働委員会の主な役割についてです。
まず、労働組合と使用者との紛争として、集団的
労使紛争があり、そのうち、労働争議の調整とし
てあっせん、調停、仲裁があります。労働組合と
使用者との間で賃金や労働時間などの労働条件や
解雇問題等をめぐり問題が生じ、団体交渉等によ
る自主的な話し合いでは、解決が困難となった場

合に、労働委員会が両者の間に入り、労使双方の
歩み寄り・譲歩を促進させることによって合意に
導き、労働争議の自主的な解決を促すものです。
労働争議の調整には、あっせん、調停、仲裁の３
種類がありますが、もっとも簡便な「あっせん」が、
最も多く利用されています。
そして、もう一つは不当労働行為の救済です。労
働組合法では、使用者が労働組合又は労働者に対
し行ってはいけない行為が定められています。例
えば、団体交渉の申し入れを拒否することや、組
合員であることを理由に解雇や賃金差別を行うこ
となどを禁止しています。このような不当労働行
為を受けたと考える労働組合又は労働者は、労働
委員会に救済の申立てを行うことができます。救
済申立てがなされると、労働委員会は審査を行い、
不当労働行為があったと判断した場合は、使用者
に対し不当労働行為を是正するよう命令を出しま
す。
この命令に不服があるときは、中央労働委員会に
申立できることになっており、裁判所の地裁と高
裁のような関係になっています。労働委員会の審
査を経ずに、中央労働委員会に直接申立すること
はできません。
つぎに、労個別的労働紛争について、労働者個人
と使用者との間で生じた労働関係に関する問題、
例えば、解雇、パワハラ、賃金未払いなどについ
て、労働委員会が間に入りあっせんを行っていま
す。なお、あっせんは、労働者、使用者どちらか
らでも申請できます。
そして、個別的労使紛争との関係で、労働相談を
行っています。宮崎県労働委員会では、労働者と
使用者との間の労働条件や職場の人間関係に起因
するパワハラ等、労働問題全般にわたる様々な相
談を受け付け、必要な情報の提供や助言を行って
います。内容によっては「あっせん」制度を活用
して解決を促すこともあります。労働者、使用者
どちらからでも、また匿名でも相談できます。
次に、宮崎県労働委員会の事件取扱件数、相談件
数については、資料の表のとおりです。
ご覧のとおり、労働争議の調整、不当労働行為、
個別的労使紛争のあっせんは一桁で推移していま
すが、労働相談が平成２８年に増加しました。
この労働相談について、昨年は１９１件と急増し
ています。これは、昨年、国の働き方改革や電通

の女性社員の過重労働による自殺の問題などが報
道され、国民、県民の働き方に関する関心が高まっ
たこと、加えて労働委員会の認知度向上として各
種団体に啓発を行ったことが、要因ではないかと
感変えています。
相談の詳細の内容は、資料のとおりです。
男女別にみますと、男性８３件、女性８４件とほ
ぼ同数でした。年齢別では、５０代が２５件で最
も多く、次いで６０代が１５件、３０代が１４件
の順で、中高年からの相談が多い状況にありま
す。雇用形態別では、正社員が７２件、非正規社
員６１件とほぼ変わりません。非正規社員のうち
パートが３０件と非正規社員の半数を占めていま
す。業種別では、「医療・福祉」が４４件と全体
の２３％、次いで「サービス業」、「製造業」、「卸
売業・小売業」の順でした。相談内容別では、「労
働条件等」が７０件の２４％、次いで、「経営・
人事」、賃金未払いなどの「賃金等」がそれぞれ
５８件の２０％、セクハラ、パワハラなどによる
「人間関係」が３８件の１３％となっています。
個別に見ますとパワハラが最も多くなっていま
す。相談件数１９１件のうち、労働者からの相談
が最も多く、使用者からの相談は１０件でした。
次に、個別的労働紛争のあっせん事例を紹介させ
ていただきます。相談事例は個人、企業が特定で
きないようにまとめております。
まず、セクハラの事例です。労働者 A は、上司 B
からセクハラを受けたことにより、精神疾患が悪
化し、退職に追い込まれたとして、A は会社 C に
対し慰謝料を求めあっせんを申請しました。あっ
せんでは、あっせん員が労使双方に歩み寄りを促
した結果、C と B が A に対し解決金を支払うこと
で和解しました。この事例は、会社が従業員の状
況に対し、目配り、気配りを十分行っていなかっ
たことが原因であり、もし、そのような状況を見
つけた場合は、セクハラを行った従業員に対し適
切な注意を行うことが求められます。
次に、解雇の事例です。労働者 D は個人事業主 E
との雇用契約更新時に労働条件の改善を求めまし
たが、改善されず、その後も改善要求を続けたた
め解雇されたとして、D は解雇撤回を求め、あっ
せんを申請しました。あっせんでは、E は D の勤
務態度不良を理由に解雇したもので、解雇は撤回
できず、金銭解決にも応じられないと強く主張し

たため打ち切りとなりました。その後、使用者で
ある E から紛争の早期解決を求めあっせん申請が
あり、あっせん員による労使双方への説得の結果、
E が D に対し解決金を支払うことで和解しました。
この事例では、使用者による適切な措置が行われ
ず、解雇したことが紛争の原因のようです。従業
員の勤務態度が不良であれば、使用者は、適切な
指導を行い、就業規則に基づく処分などを行う必
要があります。労働関係の基本は労使の自主解決
が原則ですが、中小企業の場合は社長さんお一人
で対応する場合は多いため、紛争が生じた場合は、
顧問の社会保険労務士の先生や弁護士の先生に相
談されることをお勧めします。
最後に、お手元のちらしをご覧ください。クリー
ム色のちらしは今日ご説明した労働委員会制度が
記載されています。黄色いちらしは、労働委員会
の相談窓口が記載されています。今日お集まりの
皆様の周囲の方で労働問題にお困りの方がいらっ
しゃいましたら、お手元のチラシにあります相談
窓口にお気軽にご相談ください。電話、来所でも
結構です。
以上で、労働委員会の説明を終わらせていただき
ます。
本日は、本当にありがとうございました。

出席委員会報告

委員長 岡田圭史

◆４/13 メイクアップ者名（敬称略）
生駒俊明、糸数智美、黒木雄一、髙野広美、
竹内幹也、田島直也、秦喜八郎、藤原昭公、
山川 力、湯浅敏幸、橋口 淳

◆ビジター
原田寛太郎（宮崎北ＲＣ）

