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第 5版はしがき

第 5版はしがき

　この度、『Ｑ＆Ａ現代型問題社員対策の手引〔第 5版〕』が刊行されること

となりましたが、この『現代型問題社員対策の手引』もこれで 5版目に及ぶ

こととなりました。

　当事務所が本書の初版を世に出したのが、平成14年のことですから、本書

が世に出てからすでに14年が経ったということになります。初版を出した際

には、このような長寿になるとは思ってもいなかったのが率直なところです

が、これも、偏に、本書をご活用いただいている多くの読者（企業の管理

者、人事・労務の担当者）の皆様のご愛顧の賜です。そうした読者の方々に

は、誠にありがたく感じているところです。

　いうまでもなく、労働実務においては、対策が必要となる事象は、時代と

ともに少なからず変容してきます。今回の改訂も、そうした労働実務におけ

る必要の変容に対応したものであることはいうまでもありません。特に、

IT（SNS）関係、ハラスメント関係、有期雇用者関係、安全配慮関係など

は、法改正や技術の進歩により新規の労務問題が生じているところであり、

まずは、そのような領域について、実務上、特に生じがちな問題を紹介して

います。

　もう一つ、今回の改訂に際しては、あらためて、本書の実用的価値、つま

りは、本書の読者である企業の管理者、人事・労務担当者の方々が悩ましい

問題に遭遇した際に、わかりやすい指針を提供するという点を考えたとき、

目次においておおよその問題点を把握できることが便宜であると考え、目次

の各標目を、具体的な事案の叙述とすることを心掛けました。これにより、

やや、目次の部分が冗長になるところはあるものの、読者の皆様にとって、

より、本書のどの部分がお役に立てる部分であるか（どこを読めば、喫緊の

労務問題に対応できるか）が、より、明瞭になるはずです。

　このほか、本文の解説部分の内容についても、問題設定を社会の変化に合

わせたり、新しく出た裁判例、法改正を取り入れるなどの「現代化」を施し
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た結果、想定していたよりも多くの時間を要することとなりましたが、その

間も、現代社会における具体的な問題提起の視点を数多く提供していただい

た株式会社民事法研究会・代表取締役田口信義氏、度重なるスケジュール変

更にも柔軟に対処いただいたうえ、草稿にも実務的視点よりご指摘をいただ

いた編集担当の竹島雅人氏など、多くの方々のご尽力、ご支援を得て、こう

して第 5版を刊行することができました。この場を借りて、心より御礼申し

上げる次第です。

　平成30年12月吉日

高井・岡芹法律事務所

所長弁護士　岡　芹　健　夫
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　近年、企業の中で、従来の枠組みにはまらない「現代型問題社員」が増加

しています。これら社員には既存の規則・規律では対処しきれないばかり

か、彼らを放置していると企業活動を阻害する要因に発展するおそれすらあ

ります。

　昭和20年の敗戦後、ほぼ一貫して右肩上がりの発展を続けてきたわが国経

済は今や衰亡の一途をたどり、その結果、雇用・労働の世界にも、従来は当

然の前提とされていた終身雇用制度・年功序列型賃金体系が崩壊するという

ドラスティックな変化がもたらされました。こうした経済の低迷・雇用制度

の変革が、個々の労働者の意識にも先行き不安という暗い影を投げかけてい

ます。

　一方、家庭環境の変化に伴う家庭でのしつけ教育の放棄、問題教師の増大

による教育現場の荒廃や道徳教育の欠如などが相まって、著しくモラルを喪

失した若者が増加しており、これらを迎え入れる企業ではこのようなことも

問題を発生させる大いなる要因となっております。

　モラルの崩壊や現代型問題社員の出現は、以上のような経済・社会情勢の

変化と無縁ではないため、各企業の労務管理だけで問題を完全に解決するこ

とはできません。しかし、各企業の秩序の維持・発展のためには無策でいる

わけにはいきません。彼らへの対応として、労務管理について各企業におい

てできることから実行するしかないのです。

　皆様方がまずなすべきことは、自社の就業規則の見直しです。就業規則は

会社の憲法であり、労務管理においては最初にして最後の拠り所です。巻末

に就業規則のひな型を付録として掲載いたしましたのも、以上の考えによる

ものです。そして、個々の具体的な問題発生にあたっては、これを看過せず

直ちに対応し問題解決への歩を進めることこそが、企業の健全性の維持に資

することになります。

　本書は、上記のような視点に立って今日企業で発生しているさまざまな問
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題を設問化し、その具体的対応の方策を明示したものです。そして、人事労

務の担当者が自信を持って問題に取り組むことができるよう、各設問末尾に

「弁護士からのアドバイス」欄を設けました。

　また、日本企業の中国への進出が目覚ましい状況を踏まえ、中国での雇用

関係にまつわる問題についても、特に 1章を設けて言及しています。

　本書が、少しでも皆様方の日頃の労務管理のご参考になれば幸いです。

　最後に、本書の執筆にあたっていただいた当事務所の弁護士各位、そして

何度となく当事務所へ足を運んでいただき、原稿の督促から執筆上のご指導

までご協力をいただいた㈱民事法研究会の代表取締役・田口信義氏、編集部

の上野恭世氏に対し、心より御礼を申し上げる次第です。

　

　平成14年11月吉日

　

髙井伸夫法律事務所

所長弁護士　髙　井　伸　夫
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〔第 1章〕　募集・採用時の問題

に口頭でなされるものを想定しています。大学卒業見込者については、一般

社団法人日本経済団体連合会の倫理憲章で正式な内定日（採用内定解禁日）

は卒業年度の10月 1 日とされていることから、会社もそれ以降に正式な「内

定」通知を出すことが通例であり、それ以前には「内々定」という形式で通

知する方法がとられています。

　この点、内定と内々定との違いですが、内定は、会社と内定者の間に就労

の始期と、特定の場合に解約することが可能な解約保留がついた始期付解約

権留保付労働契約が成立します。

　これに対して、内々定の段階では、始期付解約権留保付労働契約が成立す

ることは、なかなか認められにくい状況となっています。

　具体的に、内々定段階での労働契約の成否が問題となった裁判例におい

て、採用内々定の段階では、会社が確定的な採用の意思表示（就職希望者の

申込みに対する承諾の意思表示）をしたと解することはできず、それ故採用

内々定時に会社と内々定者との間において、会社の採用に関し、労働契約の

内々定を出した学生が逮捕され退学処分となっ
たため内々定を取り消したいが、留意すべき点は
あるか

当社は、よい学生を確保しようと思って、採用内定が許される解
禁日の前に、内々定を出している。ところが、採用内定の解禁日
がくる前に、内々定を出した学生が犯罪を行い逮捕され、学校を
退学となったことが判明した。そのため、当該学生について、
内々定取消しの通知をしたところ、学生が、「内々定取消しは違
法だから、雇用関係は残っている」と主張してきた。当社はこの
主張を認めなければならないのか。また、そうでないとしても損
害賠償などの責任は生じるのか。

Ａ 1 　内々定における労働契約の成否

　いわゆる「内々定」というのは、正式な「内定」通知以前



3

1　内々定を出した学生が逮捕され退学処分となったため……

予約あるいは解約権の留保付労働契約その他いかなる法的効力のある合意も

成立したと認めることはできないと判断されたり（東京高判平成16・ 1 ・22労

経速1876号24頁・新日本製鐵事件）、内々定は、正式な内定（労働契約に関する

確定的な意思の合致）とは明らかにその性質を異にするものであって、正式

な内定までの間、企業が新卒者をできるだけ囲い込んで、他の企業に流れる

ことを防ごうとする事実上の活動の域を出るものではないというべきであ

り、内々定者も、そのこと自体は十分に認識していたのであるから、本件

内々定によって、内々定者主張のような始期付解約権留保付労働契約が成立

したとはいえないと判断される（福岡地判平成22・ 6 ・ 2 労判1008号 5 頁・コ

ーセーアールイー〔第 2〕事件）など、内々定段階での始期付解約権留保付労

働契約の成立を否定しています。

　もっとも、上記裁判例をみると、具体的な労働条件の提示や確認、入社に

向けた手続、説明会、誓約書の提出等の事情が当該内々定期間にあったかど

うかを検討して、始期付解約権留保付労働契約の成立を判断していますの

で、内々定段階であっても、そのような事情が存在すれば、必ずしも始期付

解約権留保付労働契約の成立が否定されるというわけではないことに留意す

る必要があります。

　したがって、原則としては、内々定の段階ではそもそも雇用関係には入っ

ていない以上、本設問の学生の「雇用関係は残っている」という主張自体が

成立しないこととなります。なお、会社として内々定段階での上記のような

入社に向けた手続、説明会、誓約書の提出等また、研修の行為は、雇用契約

の成立要素となりますので、控えたほうがよいと思われます。

2 　内々定を取り消した場合の損害賠償の成否

　一方で、会社が内々定を取り消した場合には、損害賠償の責任を負うこと

があります。裁判例では、内々定者の期待は法的保護に十分に値する程度に

高まっていたとしたうえで、会社の内々定の取消しは、労働契約締結過程に

おける信義則に反し、内々定者の上記期待利益を侵害するものとして不法行

為を構成すると判示し、会社の損害賠償責任を認めています（上記コーセー

アールイー〔第 2〕事件。同事件控訴審も同旨）。
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【弁護士からのアドバイス】

　もっとも、上記コーセーアールイー〔第 2〕事件控訴審判決は、信義則に

反し不法行為を構成する理由として、①採用内定通知書交付日のわずか数日

前に至った段階で内々定を取り消したこと（よって内々定者に、労働契約が確

実に締結されるであろうという期待があったこと）、②会社が内々定者に対し

て、内々定取消しにおいて誠実な態度で対応しなかったことをあげていま

す。②についてもう少し説明しますと、裁判例は、会社が通知書交付日の通

知以前の早い段階から、経営状況の悪化により内々定を取り消す可能性があ

ることを十分に認識していたことから、会社は、採用内定通知書交付日の通

知以前の早い段階で担当者等を通じて、内々定者に対してその取消しの可能

性がある旨伝えるなどして、内々定者がこれによって受ける不利益を可能な

限り少なくする方途を講じるべきであり、また、その余地も十分にあったと

いうべきである（内々定者としても、会社から取消しの可能性等についての正確

な情報を伝えられていれば、再度、就職活動を行ったものと考えられる）と説示

しています。

　このように、裁判例をみる限りでは、内々定を取り消した時期から期待権

の程度を判断するとともに、内々定取消しの可能性に関する会社の認識と

内々定取消しに際しての会社の情報提供等の対応状況を総合的に判断して、

信義則違反、期待権侵害による損害賠償を認めていますので、内々定を取り

消す場合には、この点に注意して実施することが必要になります。

　ただし、当該裁判例は経営状況の悪化を理由とする内々定取消しのケース

であり、内々定の取消しの原因が会社にあります。一方で本設問の場合に

は、当該学生が犯罪行為を行って退学処分となったケースであり、内々定取

消しの原因はひとえに学生にあります。このような場合には、当該裁判例と

異なり、会社と当該学生との間で労働契約が確実に締結されるであろうとの

学生の期待は、法的保護に十分に値する程度には高まっていないといえ、信

義則違反、期待権侵害による損害賠償は認められないものと考えられます。

　上記のとおり、内々定の段階では、内定と異なり、始期付解約権留保
付労働契約が成立する可能性は一般には低いですが、一方で、内々定の
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〔第 2章〕　Ⅰ　労働時間・賃金をめぐる対応

訴訟、労働審判等の紛争にまで発展するケースが増加しています。

　労働時間が、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」（最判平
成12・ 3 ・ 9 労判778号11頁・三菱重工業長崎造船所〔一次訴訟・会社側上告〕事

件）とされていることからすれば、使用者が残業代を支払う必要があるの

は、使用者が労働者に対して明示ないし黙示による時間外労働を命じ、当該

労働者が使用者の指揮命令下において時間外労働を行ったときであると解さ

れます。

2 　タイムカードによる労働時間の管理と残業代の支払い

　本設問では、朝出社してタイムカードを押してから、コーヒーを飲んだり

新聞を読んだりして過ごす社員や、終業してから、自分の勉強をしたり、電

車やバスの時刻に合わせて退社する直前になってタイムカードを押す社員が

いるとのことですが、会社の立場からすれば、社員がこのような作業をして

いる時間は使用者の指揮命令下にはなく、残業代を支給する必要はないと主

張したいものと思われます。

タイムカードを押してから私的に時間を潰した
り、退社時間も自分の都合に合わせてタイムカー
ドを押す社員に対する労務管理はどうあるべきか

当社では、労働時間をタイムカードで記録しているが、社員の中
には、朝出社してタイムカードを押してから、コーヒーを飲んだ
り新聞を読んだりして過ごす社員や、また、終業してからも、直
ちにタイムカードを押さずに、自分の勉強をしたり、電車やバス
の時刻に合わせて退社する直前になってタイムカードを押す社員
がいる。会社は、このような社員にまで、タイムカード分の時間
について残業代を支給しなければならないのか。

Ａ 1 　時間外労働に対する残業代の支払い

　近時、残業代の支払いに関して、労使でトラブルとなり、
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7　タイムカードを押してから私的に時間を潰したり、退社時間も自分の都合に合わせてタイムカードを押す……

　そのような主張はもっともであるともいえますが、実務上、本件が訴訟や

労働審判等の紛争にまで発展した場合に、会社の主張がそのまま通るかとい

えば、必ずしもそうではないのが実情です。

　この点、訴訟、労働審判等において、時間外労働を行った事実について

は、第一次的には残業代の支払いを請求する側、すなわち社員側が主張・立

証する責任を負っています。

　しかし、タイムカードにより労働時間の管理を行っている場合、近時の裁

判例では、タイムカードが証拠として提出されると、労働時間をタイムカー

ドの記載どおりに認定することが不合理であるといった特段の事情が認めら

れない限り、タイムカードに記載された時間から所定の休憩時間見合いの時

間を控除した時間を実労働時間であると推認する傾向にあります。

　一例をあげると、裁判所自身、同僚従業員らの供述から、原告である従業

員が勤務時間後も会社内に詰めていたときでも、パソコンゲームに熱中した

り、あるいは事務所を離れて仕事に就いていなかった時間が相当あることが

うかがわれると認めていた事案で、「労働基準法は、賃金全額支払の原則

（同24条 1 項）をとり、しかも、時間外労働、深夜労働及び休日労働について

の厳格な規制を行っていることに照らすと、使用者の側に、労働者の労働時

間を管理する義務を課していると解することができるところ、被告において

はその管理をタイムカードで行っていたのであるから、そのタイムカードに

打刻された時間の範囲内は、仕事に当てられたものと事実上推定されるとい

うべきである」とし、タイムカード記載の時間をもって実労働時間であると

推認されると判示しました。さらに、「同僚従業員の陳述・供述のみでは上

記推定を覆すには足りないと見るのが合理的である」と判示し、所定の勤務

時間を超えて会社内に残っていても自己都合の単なる居残りであり労働時間

として評価することはできないとの使用者側の主張を退けています（仙台地

判平成21・ 4 ・23労判988号53頁・京電工事件）。

　このように、近時の裁判例の傾向からすれば、タイムカードで労働時間の

管理を行っている場合、タイムカードに記録されている時間が実労働時間と

推定される可能性が高く、その場合、会社の側で、社員がタイムカードに記

録されている時間に、業務とは無関係の作業を行っていたこと等について具
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〔第 2章〕　Ⅱ　業務命令違反・勤務態度不良をめぐる対応

対する対応については、どの会社においても少なからず頭を悩ませる問題で

す。特に近年、長時間労働、サービス残業が問題化し対応を求められている

中で、不必要な残業はできるだけ削減することが会社として求められるとこ

ろです。

　そこで、まずダラダラ残業を労働時間に含まなければいけないのかという

問題が出てきますが、この点、労働時間とは、一般に、「労働者が使用者の

指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示

により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」（平成29年 1 月20日
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ

ドライン」、最判平成12・ 3 ・ 9 労判778号11頁・三菱重工業長崎造船所〔一次訴

当社では、同じような課題業務を与えても、所定時間内に終わる
社員もいれば、ダラダラと業務を行い、残業続きとなる能率の悪
い社員もいる。会社としては、能率の悪い社員のほうが残業代を
多くもらえる不公平なしくみを回避したいところであり、また近
年問題化している長時間労働を防止する必要もある。このような
ダラダラ残業を防止するには、どのように対応したらよいか。

Ａ 1 　ダラダラ残業の労働時間性

　本設問のようないわゆるダラダラ残業を行っている社員に

ダラダラと残業を行う能率の悪い社員と所定時間
内に能率よく仕事を終える社員との不公平をどう
回避するか。ダラダラ残業を防止するにはどうし
たらよいか

　ただし、最も厳しい懲戒解雇処分を選択しうるかは、個々の事案の事
情（サイドビジネスの種類・内容、その期間・程度等々）によります。

（岡芹健夫）
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訟・会社側上告〕事件）とされています。

　確かに、社員がダラダラ残業をしている場合は、本来であれば残業の必要

のない場合も多々存在します。しかし、所定の労働時間を超過して必要な業

務を行っているという事実があり、上司等が黙認しているような状況があれ

ば、裁判で争われた場合、会社としては当該残業が労働時間にあたらないと

主張することが非常に難しく、その結果として、ダラダラ残業といえども労

働時間として扱われ、それが長時間労働の一因として判断されたり、また残

業代を支払わざるを得ないこととなります。

　そこで、会社としては、すでに行われてしまったダラダラ残業に対して労

働時間性を争う方法を考えるよりも、そもそも残業をさせないよう労働時間

を管理することが必要不可欠となります。

2 　管理職による部下の労働時間の把握

　まず、残業を抑止するための方策として、管理職が、部下の勤務状況を正

確に把握したうえで仕事の配分をするとともに、職場環境を整えることが重

要となります。

　具体的には、管理職が、個々の部下の業務の内容、業務遂行能力、業務の

効率性等を把握したうえで、所定の労働時間内で業務が終わるよう仕事量を

調整するといった対応が必要となります。また、部下の仕事量が多いときに

は、管理職が、各業務の納期や重要性に鑑み、優先順位づけを行って業務を

指示することも必要になります。

　一方で、業務時間中に、部下が居眠り、私的メール、電話、ネットサーフ

ィン等の怠業行為を行っていた場合には、管理職がそのつど、業務に真摯に

集中して取り組むよう、注意・指導（場合によっては懲戒を含む）を行うこと

も必要となります。

　このように、管理職が普段から部下の勤務状況に対して目を光らせ、所定

内の労働時間で業務が終わるよう環境を整えることが、ダラダラ残業を抑止

するための最も基本的なアプローチとなります。
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�　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……

思われます。それだけに、会社としては、当該社員への厳罰といった手
段に頼らず、上述したような、パソコン紛失（ひいてはそれによる情報流
失）の回避に手を尽くすことが実務的に有用・有効な措置といえるでし
ょう。	 （岡芹健夫）

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

業務時間中にインターネットを使って、会社や職場の上司・同僚
の悪口を発信している社員がいる場合、会社は懲戒処分を科した
り、民事上の措置をとったりすることはできるか。

Ａ 1 　会社設備の無断使用か否か

　本設問においては、まず、当該社員が使用しているインタ

ーネットが、会社設備のインターネット回線であるか否かが問題となりま

す。

　いうまでもなく、会社の設備は、会社の業務のために使用されるべきもの

で、会社の許可なく業務以外に用いられるべきではありません。実務上も、

多くの会社の就業規則において、会社設備を私的に用いたことを懲戒事由に

規定しているところです。

　したがって、本設問の社員の悪口が、会社設備のインターネット回線を私

的に使用してのものである場合、それ自体が就業規則上の懲戒事由に該当す

る可能性が高いでしょう。

　また、仮に就業規則でこのような懲戒事由が規定されていなかったとして

も、会社が社員に対し、自らの所有物につき会社の予定していない目的のた

めに使用するのを禁止できるのは当然のことなので、悪口をいう目的での会

社設備のインターネット回線の使用を禁じる旨を当該社員に命じ、なお、そ
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れに反した場合には、業務命令違反による懲戒処分を検討することとなりま

す。

　仮に、当該社員が、会社設備のインターネット回線ではなく、当該社員個

人が契約しているインターネット回線を使用して悪口を流しているような場

合、それが就業時間中であるような場合は別として、そうでない場合は、設

備使用の点からは、会社としては特に当該社員を追及することはできないこ

ととなります（その場合、次項の悪口の内容面に着目しての考察が必要です）。

2 　流している悪口の内容

　前述 1 は、悪口の方法（設備）の問題でしたが、ここでは、内容について

取り上げます。

⑴　懲戒処分
　本設問のようにインターネットで悪口を発信することを業務とする者は現

実的にはいないでしょうから、この悪口は業務外の問題行為といえます。業

務外の問題行為は、それが勤務時間外で行われる限りは原則として会社は懲

戒処分とすることはできません。

　もっとも、その業務外の問題行為が、企業秩序に影響がある場合や会社の

信用等を害する危険があるような場合は、当該問題行為も懲戒処分の対象と

なるとされています（菅野670頁等）。したがって、当該社員の悪口の内容

が、企業秩序にまで影響があるような場合や会社の信用を害するような内容

である場合（たとえば実名入りで、上司や同僚の職務能力をけなす言動を広く社

会に発信しているような場合）、会社としては当該社員に悪口をやめるよう求

めるとともに、懲戒処分の対象とすることができます。

　ただし、「悪口」でいきなり解雇とするのは難しく、そのような処分を科

す場合は、悪口の内容が会社の名誉・信用を大きく毀損するような相当程度

のものであることが必要となるでしょう。

⑵　民事上の手段（損害賠償や差止め）
　当該社員が発信している悪口の内容が、会社や上司の名誉や信用を害して

いるようなものである場合には、懲戒処分のほかに、会社や上司より当該社

員に損害賠償を請求することができます。





344

第 5版執筆者一覧

〔第 5版執筆者一覧〕

所長弁護士　岡芹　健夫（おかぜり　たけお）
1991年　早稲田大学法学部卒業
1994年　第一東京弁護士会登録、高井伸夫法律事務所入所
2010年　高井・岡芹法律事務所に改称、同所所長就任
第一東京弁護士会常議委員（ 2 期）、第一東京弁護士会労働法制委員会
委員、東京三弁護士会労働訴訟等協議会委員および経営法曹会議幹事、
公益社団法人全国求人情報協会理事、一般社団法人人材サービス産業協
議会監事、一般社団法人日本人材派遣協会幹事等。
〔著作〕
『人事・法務担当者のためのメンタルヘルス対策の手引』（民事法研究
会、単著、2011）、『雇用と解雇の法律実務』（弘文堂、単著、2012）、

『取締役の教科書　これだけは知っておきたい法律知識』（経団連出
版、単著、2013）、『労働条件の不利益変更　適正な対応と実務』（労
務行政、単著、2015）等

弁護士　秋月　良子（あきづき　りょうこ）
2006年　京都大学法学部卒業
2008年　京都大学法科大学院修了
2009年　第一東京弁護士会登録、高井伸夫法律事務所（現・高井・岡芹

法律事務所）入所
経営法曹会議会員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員
〔著作〕
『労働裁判における解雇事件判例集　改訂第 2 版』（労働新聞社、共
著、2015）、『実務Ｑ＆Ａシリーズ　懲戒処分・解雇』（労務行政、共
著、2017）、『弁護士が教える　いちばんわかりやすい労働判例集』

（労務行政、共著、2018）

弁護士　五十嵐　充（いがらし　みつる）
2008年　慶應義塾大学法学部卒業
2010年　慶應義塾大学法科大学院修了
2011年　第一東京弁護士会登録、高井・岡芹法律事務所入所
〔著作〕
『労働裁判における解雇事件判例集　改訂第 2 版』（労働新聞社、共
著、2015）、『決定版！問題社員対応マニュアル～「問題会社」となら



345

第 5版執筆者一覧

ないための実務的処方箋（上・下）』（労働調査会、共著、2015）、『中
国の労務管理Ｑ＆Ａ』（日本国際貿易促進協会、2017）、『中国労働法
事件ファイル』（日本法令、共著、2017）、『中国・タイ・ベトナム労
働法の実務 Q ＆ A』（労働調査会、共著、2018）

弁護士　宇井　一貴（うい　かずたか）
2004年　慶應義塾大学法学部卒業
2011年　中央大学法科大学院修了
2012年　東京弁護士会登録、弁護士法人中村総合法律事務所入所
2017年　高井・岡芹法律事務所入所
〔著作〕
『これで十分！民法大改正ガイドブック──ビジネスと契約のルール
はこう変わる──』（ダイヤモンド社、共著、2015）

弁護士　大村　剛史（おおむら　つよし）
2002年　東京大学法学部卒業
2007年　東京弁護士会登録、牛島総合法律事務所入所
2011年　高井・岡芹法律事務所入所
経営法曹会議会員
〔著作〕
『労働裁判における解雇事件判例集改訂第 2 版』（労働新聞社、共著、
2015）、『SNS をめぐるトラブルと労務管理』（民事法研究会、共著、
2018）、『弁護士が教える　いちばんわかりやすい労働判例集』（労務
行政、共著、2018）、『 1 冊でわかる！改正早わかりシリーズ　働き方
改革法』（労務行政、共著、2018）

弁護士　大山　圭介（おおやま　けいすけ）
1995年　中央大学法学部卒業
2000年　第一東京弁護士会登録、高井・岡芹法律事務所入所
2003年　高井・岡芹法律事務所退所
2004年　佐々木茂法律事務所入所
2013年　大山圭介法律事務所設立
中央大学法学部兼任講師、東久留米市法令遵守審査会委員
〔著作〕
『Ｑ＆Ａ職場のトラブル110番』（民事法研究会、共著、2008）、『管理
職トラブル対策の実務と法』（民事法研究会、共著、2009）、『これで



346

第 5版執筆者一覧

安心！地域ユニオン（合同労組）への対処法』（民事法研究会、共
著、2014）、『めざせ！最強の管理職──弁護士が教える賢い労働管
理・トラブル対応──』（民事法研究会、共著、2014）等

〔事務所所在地〕　〒192-0046　東京都八王子市明神町4-7-15落合ビル 3
階　大山圭介法律事務所　TEL 042（649）1842　FAX 042（649）1872

弁護士　高　亮（こう　りょう）
2008年　早稲田大学法学部卒業
2011年　京都大学法科大学院修了
2012年　第一東京弁護士会登録、高井・岡芹法律事務所入所
第一東京弁護士会労働法制委員会委員
〔著作〕
『実務Ｑ＆Ａシリーズ　懲戒処分・解雇』（労務行政、共著、2017）、
『SNS をめぐるトラブルと労務管理』（民事法研究会、共著、2018）、
『弁護士が教える　いちばんわかりやすい労働判例集』（労務行政、共
著、2018）、『 1 冊でわかる！改正早わかりシリーズ　働き方改革法』

（労務行政、共著、2018）

弁護士　小池　啓介（こいけ　けいすけ）
2000年　中央大学法学部卒業
2006年　第一東京弁護士会登録、高井伸夫法律事務所入所（2010年高

井・岡芹法律事務所に改称）
経営法曹会議会員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員
〔著作〕
『管理職トラブル対策の実務と法』（民事法研究会、共著、2009）、
『「ブラック企業」なんて言わせない！会社を守るための労働法の使い
方』（KADOKAWA/中経出版、単著、2015）、『労働裁判における解
雇事件判例集　改訂第 2 版』（労働新聞社、共著、2015）、『実務Ｑ＆
Ａシリーズ　募集・採用・内定・入社・試用期間』（労務行政、共
著、2017）、『弁護士が教える　いちばんわかりやすい労働判例集』

（労務行政、共著、2018）等

弁護士　菅原　裕人（すがはら　ひろと）
2015年　東京大学法学部卒業
2016年　第一東京弁護士会登録、高井・岡芹法律事務所入所
第一東京弁護士会労働法制委員会委員
〔著作〕
『企業の健康対策の実務』（労務行政、共著、2018）



347

第 5版執筆者一覧

弁護士　帯刀　康一（たてわき　こおいち）
2004年　早稲田大学卒業
2007年　東京弁護士会登録
2011年　高井・岡芹法律事務所入所
経営法曹会議会員
〔著作〕
『労働裁判における解雇事件判例集　改訂第 2 版』（労働新聞社、共
著、2015）、『実務Ｑ＆Ａシリーズ　懲戒処分・解雇』（労務行政、共
著、2017）

弁護士　三上　安雄（みかみ　やすお）
1985年　中央大学法学部卒業
1999年　第一東京弁護士会登録、高井伸夫法律事務所入所
2004年　高井伸夫法律事務所退所、ひかり協同法律事務所設立
第一東京弁護士会労働法制委員会労働時間法制部会副部会長、経営法曹
会議会員、日本労働法学会会員
〔著作〕
『Ｑ＆Ａ職場のトラブル110番』（民事法研究会、共著、2008）、『労働
契約法の実務　指針・通達を踏まえた解説と実践的対応』（民事法研
究会、共著、2009）、『管理職トラブル対策の実務と法』（民事法研究
会、共著、2009）、『最高裁労働判例　第 2 期　第 5 巻──問題点とそ
の解説』（日本経団連事業サービス、共著、2010）、『最高裁労働判例　
第 2 期第 3 ～ 5 巻』（日本経団連出版、共著、2002～2010）、『判例に
みる　労務トラブル解決のための方法・文例　第 2 版』（中央経済
社、共著、2011）等

〔事務所所在地〕　〒105-0001　東京都港区虎ノ門 5 丁目11番 2 号オラン
ダヒルズ森タワー16階　ひかり協同法律事務所　TEL 03（5733）2800　
FAX 03（3433）2818

弁護士　村田　浩一（むらた　こういち）
2007年　中央大学法学部卒業
2009年　中央大学大学院法務研究科修了
2010年　第一東京弁護士会登録、高井・岡芹法律事務所入所
第一東京弁護士会労働法制委員会委員
〔著作〕



348

第 5版執筆者一覧

『労働裁判における解雇事件判例集　改訂第 2 版』（労働新聞社、共
著、2015）、『変化する雇用社会における人事権～配転、出向、降格、
懲戒処分等の現代的再考～』（労働開発研究会、共著、2017）、『実務
Ｑ＆Ａシリーズ　募集・採用・内定・入社・試用期間』（労務行政、
共著、2017）、『実務Ｑ＆Ａシリーズ　懲戒処分・解雇』（労務行政、
共著、2017）、『SNS をめぐるトラブルと労務管理』（民事法研究会、
共著、2018）、『弁護士が教える　いちばんわかりやすい労働判例集』

（労務行政、共著、2018）

弁護士　山根　美奈（やまね　みな）
2011年　慶應義塾大学法学部卒業
2013年　中央大学法科大学院修了
2014年　弁護士登録（第一東京弁護士会）、高井・岡芹法律事務所入所
第一東京弁護士会労働法制委員会委員
〔著作〕
『企業の健康対策の実務』（労務行政、共著、2018）

弁護士　横田　香名（よこた　かな）
2011年　慶應義塾大学法学部卒業
2013年　慶應義塾大学法科大学院修了
2014年　弁護士登録（第一東京弁護士会）、高井・岡芹法律事務所入所
2017年　高井・岡芹法律事務所退所、Vanguard Tokyo 法律事務所入所
〔事務所所在地〕　〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3 丁目 1 － 1 国際

ビル601　Vanguard Tokyo 法律事務所　TEL 03（6868）0410　
FAX 03（6868）0411

弁護士　渡辺　雪彦（わたなべ　ゆきひこ）
2005年　早稲田大学法学部卒業
2009年　早稲田大学法科大学院修了
2010年　第一東京弁護士会登録、高井・岡芹法律事務所入所
第一東京弁護士会労働法制委員会委員
〔著作〕
『労働裁判における解雇事件判例集　改訂第 2 版』（労働新聞社、共
著、2015）、『決定版！問題社員対応マニュアル～「問題会社」となら
ないための実務的処方箋（上・下）』（労働調査会、共著、2015）、『実
務Ｑ＆Ａシリーズ　懲戒処分・解雇』（労務行政、共著、2017）、



349

第 5版執筆者一覧

『SNS をめぐるトラブルと労務管理』（民事法研究会、共著、2018）、
『弁護士が教える　いちばんわかりやすい労働判例集』（労務行政、共
著、2018）

（50音順）

〔旧版執筆者一覧〕
安倍　嘉一　　　　　　　市川　祐史　　　　　　片山　由美子
根本　義尚　　　　　　　橋本　吉文　　　　　　廣上　精一
山本　幸夫　　　　　　　米倉　圭一郎

（50音順）



【編者事務所所在地】

〒102-0073　東京都千代田区九段北 4丁目 1番 5号

市ヶ谷法曹ビル902号

高井・岡芹法律事務所

TEL 03（3230）2331　FAX 03（3230）2395

http://www.law-pro.jp/

落丁・乱丁はおとりかえします。	 ISBN978-4-86556-261-3　C2032　Y4000E
カバーデザイン：袴田峯男

http://www.minjiho.com/　info@minjiho.com

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-7-16
TEL 03（5798）7257〔営業〕　FAX 03（5798）7258
TEL 03（5798）7277〔編集〕　FAX 03（5798）7278

発行所　株式会社　民事法研究会

2019年 1 月29日　第 1刷発行
　

定価　本体4,000円＋税
　
編　者　　高井・岡芹法律事務所
発　行　　株式会社　民事法研究会
印　刷　　藤原印刷株式会社

Ｑ＆Ａ現代型問題社員対策の手引〔第 5版〕


	01 はしがき
	05 002_005
	06 020_023
	07 050_052
	08 290_295
	03 執筆者一覧
	04 奥付
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



