
第７回「労働法研究発表会」 

 

佐賀大学経済学部労働法ゼミ（通称早川ゼミ、指導教員早川智津子教授）は、11月 28日（土）、12月 5

日（土）にゼミ学生による労働法研究発表会をオンラインで開催いたします。厚生労働省佐賀労働局のご

協力を得て、両日とも 13:00-14:00の時間帯に特別講演・イベントがあります。詳しくはプログラムをご確

認ください。お好きな時間帯にご参加ください。 

接続情報は下記のとおりです、奮ってご参加いただけますようお願い致します。 

 

１．参加情報（接続方法は下記２をご参照ください） 

(１)会議名「第 7回労働法研究発表会_11月 28日土曜日」 

日時：2020年 11月 28日 9:00ー17:00（途中 12:00-13:00は休憩です） 

Web会議（Webex Events）の接続 URLは、 

出席者用イベントアドレス: 

https://saga-univ.webex.com/saga-univ-jp/onstage/g.php?MTID=ef5400130c90a639d935d1a95452c096e 

イベント番号: 176 105 2402   イベントパスワード: ZRkiqFNq533 

 

(２)会議名「第 7回労働法研究発表会_12月 5日土曜日」 

日時: 2020年 12月 5日 9:00-17:00（途中 12:00-13:00は休憩） 

出席者用イベントアドレス: 

https://saga-univ.webex.com/saga-univ-jp/onstage/g.php?MTID=ec14752baa667ffc1910b233f314c0f70 

イベント番号: 176 162 6299   イベントパスワード: iwJPDEPa323 

 

２．接続方法 

(１)上記接続URLに接続すると、画面右側に氏名、メールアドレス、イベントパスワードを入力するフ

ォームが現れますので、氏名（漢字・ひらがな・アルファベット可）、メールアドレス、イベントパスワ

ードを入力し、「今すぐ参加」ボタンを押してください。 

(２)画面遷移後、画面左側にメールアドレスを再入力する画面が出ますので、再度(１)で入力したメール

アドレスを入力のうえ、「送信ボタン」を押してください。 

※この手続きが無い場合があります 

 

３．注意事項 

・利用にあたっては Cisco Webexアプリケーションのダウンロード・インストールが必要な場合があり

ます。 

・イベント番号、イベントパスワードは入力の指示がありましたら入力ください 

（不要の場合もあります） 

 

４．お問合せ 

電話０９５２－２８－８４１３（経済学部総務） 



 

 

 

佐賀大学経済学部労働法ゼミナール（通称早川ゼミ、指導教員：早川智津子教授）では、新
型コロナウイルスの感染拡大防止のため、オンラ

第７回労働法研究発表会を開催いたします。 
労働法研究発表会は、普段ゼミで行っている活動の判例報告の発表を通じ、ゼミ生のプレゼ

ンテーション能力の向上を図るとともに、参加いただく方々に、実際
立てていただくための話題提供をすることを目的としています。 
また、今年に入ってからの新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延が、経済情勢や、
営、そして多くの職場で働く労働者の働き方に大きな変化と影響を与えています。 
これらの変化や影響は、使用者と労働者との間に
み出してしまったりすることも懸念されます。 
そのため、今回の労働法研究発表会では判例の分析だけでなく、判例で問題とな
現在の新型コロナウイルスの影響下にも当てはめて研究し、発表を行います。 
また、今回も厚生労働省佐賀労働局のご協力を得て、労働局現役職員の方による講演会も併

せて開催いたします。この講演会
設け、お話しいただきます。 
未曽有の状況下にあり、手探りの状態ではありますが、当ゼミの研究発表会
々が働くうえでわずかでもなにかしら役立つ点があ

りお待ちしております。 
 実行委員長   川畑 孝敏  (経済学部 3 年) 
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労働法研究発表会
副実行委員長 山本 琉太郎 (経済学部 3 年) 

2020 年 1１月２８日（土）  9：00～17:00  

日時 

URL 

内容 

2020 年 12 月 5 日（土）  9：00～17:00

◆ 判例報告（ゼミ生による重要判例の紹介） 
◆ 厚生労働省佐賀労働局職員の方による講演会 

参加 
無料 

お問合せ：０９５２－２８－８４１３ （経済学部総務）



2020年11月13日作成

No.
開始時間

目安
学生氏名 テーマ 判決

1 9:00 大石 純鈴 業務上災害 大分労基署長（大分放送）事件・福岡高判平成5・4・28労判648号82頁
2 9:30 大久保 宰 労基法上の労働者 横浜南労基署長（旭紙業）事件・最一小判平成8・11・28労判714号14頁
3 10:00 坂口 優佳 整理解雇 東洋酸素事件・東京高判昭和54・10・29労民集30巻5号1002頁
4 10:30 川畑 孝敏 採用内定の取消 大日本印刷事件・最二小判昭和54・7・20民集33巻5号582頁
5 11:00 中野 莉加子 労働協約 都市開発エキスパート事件･横浜地判平成19･9･27労判954号67頁

井元 仁士

光武 里佐子

No.
開始時間

目安
学生氏名 テーマ 判決

7 14:00 安川 敏貴 人事考課 マナック事件・広島高判平成13・5・23労判811号21頁
8 14:30 安本 理一郎 年次有給休暇 白石営林署事件・最二小判昭和48・3・2民集27巻2号191頁
9 15:00 佐藤 浩太郎 労働時間 三菱重工長崎造船所事件・最一小判平成12・3・9民集54巻3号801頁

10 15:30 清水 吉寅 採用の自由 三菱樹脂事件・最大判昭和48・12・12民集27巻11号1536頁
11 16:00 山本 琉太郎 転勤命令 東亜ペイント事件・最二小判昭和61・7・14労判477号6頁

仲下 恒星
百瀬 詩恩

No.
開始時間

目安
学生氏名 テーマ 判決

13 9:00 大久保 裕史 能力不足の解雇 ブルームバーグ・エル・ピー事件・東京高判平成25・4・24労働判例1074号75頁
14 9:30 長谷部 沙絵 懲戒事由の事後的追加 山口観光事件・最一小判平成8・9・26労判708号31頁
15 10:00 菊谷 岬志 時間外労働義務 日立製作所武蔵工場事件・最一小判平成3・11・28民集45巻8号1270頁
16 10:30 前崎 悠帆 解雇権の濫用 高知放送事件・最二小判昭和52・1・31労判268号17頁

安藤 瑞姫
大内 萌々香
立石 優女

No.
開始時間目

安
学生氏名 テーマ 判決

18 14:00 岩崎 真季 採用内々定の取消 コーセーアールイー（第２）事件・福岡高判平成23・3・10労判1020号82頁
19 14:30 大川 義博 マタニティ・ハラスメント ツクイほか事件･福岡地小倉支判平成28･4･19労判1140号39頁
20 15:00 林田 隆宏 労災の打切補償 専修大学事件・最二小判平成27・6・8民集69巻4号1047頁
21 15:30 野口 玲菜 同一労働同一賃金 ハマキョウレックス事件・最二小判平成30・6・1民集72巻2号88頁
22 16:00 YUAN PENG 内部告発 トナミ運輸事件・富山地判平成17・2・23労判891号12頁

諌山 陽樹
関谷 優花

第7回 労働法研究発表会2020 プログラム 2020年11月28日（土）及び12月5日（土）

午前の部 9：00～12：00 Group A

6 11:30 就業規則の法的性質 秋北バス事件・最大判昭和43・12・25民集22巻13号3459頁

2020年11月28日（土） 午前の部 9：00～12：00 午後の部 13：00～17：00

https://saga-univ.webex.com/saga-univ-jp/onstage/g.php?MTID=ef5400130c90a639d935d1a95452c096e
 イベント番号:176 105 2402     イベントパスワード: ZRkiqFNq533

2020年12月5日（土） 午前の部 9：00～12：00 午後の部 13：00～17：00

昼休憩 12：00～13：00

厚生労働省 佐賀労働局による特別講演 13：00～14：00
テーマ「知って役立つ労働法～働くときに必要な知識～」佐賀労働基準監督署長 満田 和弘様

午後の部 14：00～17：00 Group B

12 16:30 ビラ貼り 国鉄札幌運転区事件・最三小判昭和54・10・30民集33巻6号647頁

23 16:30 身だしなみ 郵便事業（身だしなみ基準）事件・大阪高判平成22・10・27労判1020号87頁

午前の部 9：00～12：00 Group C

17 11:00 就業規則の不利益変更 第四銀行事件・最二小判平成9・2・28民集51巻2号705頁

https://saga-univ.webex.com/saga-univ-jp/onstage/g.php?MTID=ec14752baa667ffc1910b233f314c0f70
  イベント番号:176 162 6299     イベントパスワード:iwJPDEPa323

昼休憩 12：00～13：00

厚生労働省 佐賀労働局による特別イベント 13：00～14：00
学生とのディスカッション「アルバイトの労働条件」労働基準部監督課長 秋山 茂様

午後の部 14：00～17：00 Group D


