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　　のように対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
�　会社からの配転命令に、職種や勤務地の限定があったとして従わな
　　い社員に対して、どう対応するか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
�　傷病で休職をしていた社員から軽易な作業へ配置転換を条件に復職
　　の申出があったが、どのように対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117
�　能力不足で社内に就業場所を用意できない社員に対して、関連会社
　　への無期出向命令を出すことができるか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120
�　出向社員が出向先の企業機密を漏えいした場合に出向元はどのよう
　　な措置をとるべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
�　出向社員が出向先で非違行為を行った場合の懲戒権はどうなるか・・・・125
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第 4章　近年特に注目されている問題

Ⅰ　定年後再雇用をめぐる対応

�　定年後の再雇用者が、「業務が変わらないのに給与を大きく下げる
　　のは労働契約法20条に反する」と主張してきた場合、どう対応すべ

　　きか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220
�　仕事ができず協調性もない問題社員が、定年後の再雇用を申し出た
　　場合、再雇用を拒むには、どう対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・223

Ⅱ　メンタルヘルスをめぐる対応

�　メンタルヘルスの不調が疑われる社員に対して医療機関を受診させ
　　るにはどうすべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・228
�　精神疾患の発症が、業務の多忙のみが理由ではなく、本人の性格や
　　私生活上にも原因があることが推測される場合、どのように対応す

　　べきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
�　精神疾患の原因が会社にあると社員等から責任追及されることを防
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目　次

　　ぎ、安全配慮義務を尽くしていたと主張するためにはどうすればよ

　　いか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・234
�　メンタルヘルスの不調のため、 1週間ごとに出勤と欠勤を繰り返し
　　正常な労務提供が難しい社員を休職させたい場合、どうすべきか・・・・236
�　メンタルヘルスの不調により休職中の社員が、復職可能とする診断
　　書を提出してきたが、人事担当者が時期尚早と判断した場合、会社

　　としてはどう対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・239
�　メンタルヘルスの不調により休職していた社員が復職するに際して、
　　休職前の業務以外での復帰を拒否した場合、どう対応すべきか・・・・・・242
�　メンタルヘルスの不調が原因で休職と復職を繰り返し、今後も安定
　　した労務の提供が見込めない社員を解雇することができるか・・・・・・・・・244

Ⅲ　ハラスメントをめぐる対応

�　ハラスメントを防止するために管理職を対象としたセミナーを行い
　　たいが、どのような内容にすればよいか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247
�　上司を無視したり反抗的態度を繰り返すなどの部下からのハラスメ
　　ントに対し、職場環境の維持のため、どう対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・250
�　ミスが多い社員にパワハラとならないよう注意・指導を行うために
　　はどうすればよいか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・254
�　職場の女性社員に馴れ馴れしく接し、相手にされないとなると一転
　　してきつくあたる社員に対しどのように対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・257
�　社員から会社に対して、上司から宴席でセクハラ被害を受けたとの
　　申出があった場合、どう対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261
�　会社がセクハラ被害の申出に適切に対処したと主張するためには、
　　何をすればよいか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
�　性的指向・性自認に関係するセクハラ行為に対しどう対応すべきか
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270
�　妊娠している社員にミスが目立つので普段と同じように注意をした
　　ところ「マタハラだ」と必要以上に騒ぎ立てられた場合、どう対応

　　すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273
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目　次

�　産休前に説明し了承をとっていたのに、育児休暇から復帰した女性
　　社員に対し業務を軽減し、役職を下げたところ、「マタハラだ」と　　

　　主張された場合、どう対応すべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・277

Ⅳ　IT をめぐる対応

�　IT ツールの使用を拒み、指導をしても旧来のやり方に固執する社員
　　にどう対応するか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・282
�　社員の不正取引が疑われる場合、証拠集めのため、強制的に IT 機
　　器を調査するには、事前にどのような措置をとるべきか・・・・・・・・・・・・・・284
�　営業秘密の流出防止のため、パソコンを紛失した社員に厳罰をもっ
　　て臨みたいが、どのような対応が可能か・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・289
�　業務時間中にインターネットを使用し、会社や上司・同僚の悪口な
　　どの私的な情報を発信している社員に対して、どのような措置をと

　　るべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・291
�　掲示板サイトに会社を誹謗中傷する内容が書き込まれた場合、削除
　　をするためにはどうすべきか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・293
�　会社のパソコンを使用し業務と無関係な行為をする社員にどう対応
　　するか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・297
�　勤務中に私物のスマホを頻繁に使用している社員に注意したが聞き
　　入れない場合、どのように対応するか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300
�　営業社員の外部での行動を把握するためにGPS機つき携帯電話を
　　貸与したが、プライバシー侵害を主張して非協力的な態度をとる場

　　合、どう対応するか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302

第 5章　関連書式

〔書式例 1〕　就業規則（最低限おさえるべき簡素な規定の例）・・・・・・・・・・・・・306
〔書式例 2〕　内定通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・315
〔書式例 3〕　誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・316
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目　次

〔書式例 4〕　身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・317
〔書式例 5〕　雇用通知書（正社員用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・317
〔書式例 6〕　雇入通知書（契約社員用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320
〔書式例 7〕　休暇届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321
〔書式例 8〕　休日振替通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・322
〔書式例 9〕　年次有給休暇の時季変更通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・322
〔書式例10〕　欠勤届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・323
〔書式例11〕　遅刻・早退・私用外出届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・323
〔書式例12〕　人事辞令（異動・転勤・昇格・降格）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324
〔書式例13〕　出向辞令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・325
〔書式例14〕　転籍通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・325
〔書式例15〕　転籍同意書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・326
〔書式例16〕　休職通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・326
〔書式例17〕　復職通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・327
〔書式例18〕　受診命令書（会社指定医）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・327
〔書式例19〕　退職通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・328
〔書式例20〕　セクシュアルハラスメント防止規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・328
〔書式例21〕　電子機器管理に関する規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330
〔書式例22〕　個人所有の電子機器使用規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332
〔書式例23〕　退職願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332
〔書式例24〕　退職願受理通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・333
〔書式例25〕　再雇用規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・334
〔書式例26〕　希望退職募集要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・335
〔書式例27〕　解雇通知書（普通解雇）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・336
〔書式例28〕　解雇予告通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・337
〔書式例29〕　警告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・337
〔書式例30〕　自宅待機命令書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・338
〔書式例31〕　減給通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339
〔書式例32〕　降格（降職）通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339
〔書式例33〕　懲戒処分通告書（降格）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340
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