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採用内定・試用
Q1  次のうち、採用内定取り消しの理由として正当といえないものをすべて選びなさい。

①提出書類の記載に重大な虚位があることが発覚したとき。
②内定者が、生活習慣病であることが発覚したとき。
③内定者が、卒業予定であった大学等を卒業できなかったとき。
④内定辞退者が予想より少なかったとき。

こたえ　②、④

Q 2  試用と本採用の拒否について、正しいものをひとつ選びなさい。

①試用期間中であれば、使用者はいつでも本採用拒否を通告することができる。
②試用も労働契約である以上、本採用を拒否するには、正社員の解雇と
同程度に正当な理由が必要である。
③本採用を拒否するには、勤務成績・勤務態度の不良といった適格性欠
如の具体的な根拠が必要である。
④労基法の定めにより、試用期間は６か月を超えてはならない。

こたえ　③

出典：( 一社 ) 日本ワークルール検定協会「ワークルール検定ドリル」より

　新型コロナウイルス感染症の拡
大は、私たちの暮らしと社会のあ
り様を一変させました。これま

でも様々な格差の広がりが深刻な問題を引き起こ
してきましたが、コロナ禍であらためて日本社会
の脆弱性が鮮明になりました。パート、有期、派
遣の仲間の雇用が真っ先に切り捨てられたように、
社会的に弱い立場の人たちの暮らしが壊されてい
ます。命を守る医療・介護・公衆衛生体制が予想
以上に脆いものであることが明らかになり、感染
患者や医療従事者に対する差別も顕在化しました。
従来からあった格差がコロナ禍で拡大・助長され、
社会の分断を深めるという悪循環に陥っていると
いわざるを得ません。
　このような状況の中、連合運動にとっても当面
の最大の課題は、「命と暮らしを守ること」であり
ます。そのためには、社会の弱点を克服していく
こと、すなわち社会を変えていくことが必要です。
連合がこれまで確認してきた「お互いが支え合い
誰一人取り残さない包摂的な社会」の実現という

目標を高く掲げて奮闘していきたいと思っており
ます。
　コロナ禍での運動展開には困難が伴いますが、
構成組織や組合員の皆様のご協力をいただきなが
ら、「雇用も賃金も」「雇用も働き方改革も」追
求する2021春季生活闘争、安心・信頼のセーフ
ティーネット確立などの連合政策を実現する取り
組み、生活困窮者支援など地域における協働の取
り組みの推進等様々な課題に立ち向かっていきた
いと決意しているところです。そして何よりも、
政治を変えなければなりません。この間の自公政
権が格差・貧困を拡大させたことは間違いなく、
特に政治や行政に対する信頼を大きく損ない、社
会の分断を一層深めた責任は重いと考えています。
本年中には必ず第49回衆議院選挙が実施されます。
連合高知の推薦予定候補である高知 1区武内則男
さん、高知 2区広田一さんの勝利に向けた取り組
みへの構成組織・組合員の皆様のご結集を心より
お願いしたいと思います。　
　皆様方のこれまで以上の、連合高知の運動に対
するご支援とご協力をお願い申し上げ、新年のご
あいさつとさせていただきます。本年もよろしく
お願いいたします。

命と暮らしを守る！

明けましておめでとうございます！

　連合高知男女平等参画推進委員会は10月、産別・
単組訪問をおこなった。この取り組みはコロナ禍
で延期になっていたが、10月24日におこなわれた
“2020男女平等参画推進フォーラム”を前にして 3
組織を訪問することにしたものだ。まず、第 1弾と
して10月14日に「運輸労高知県協議会」・「印刷労連
オルタス分会」へ、10月19日の第 2弾では「自動車
総連高知地方協議会」へ赴き、それぞれの職場の状
況や取り組みについて聞いた。
　各組合役員との面談では、昨年実施した「連合高
知第 4次男女平等参画推進計画進捗状況調査」をも
とに、各産別・単組の女性参画状況、男性の育児休
暇の状況、青年女性の取り組みや課題などについて、
組織の抱える問題を率直に伺った。これに対して 3
つの組合は、濃淡はありながらも、職場はもちろん
のこと、組合活動などあらゆる場面での女性参画を
めざすため、環境整備や単組役員の女性枠の複数設
置、会議開催時間の工夫などさまざまな取り組みを
していると話した。
　また、参加いただいた各組合の女性委員からは、
“仕事と家庭の両立の厳しさ”など、どこの職場で
もまだまだ解決されていない問題に関する悩みが切

実に訴えられ
た。
　これに応え
て連合高知女
性委員会から
は、「問題を解
決して男女平
等社会を実現するためには、男女を問わず組織全体
で情報交換する場を設けていかなければならない
し、そうした場の設定を連合高知は追求する」と、
組織をあげて男女平等参画運動を進めていく考えを
伝えた。また、事務局からは、男性育児休業の取得
率を上げるための助成金活用や、連合高知が主催す
る女性の集まりなどにも積極的に参加をしていただ
くこともお願いをしてきた。
　今年は、女性組合員が少ない産別を訪問したが、
そうした組合においても知恵を絞りながら職場や組
合で取り組んでいることが良く分かった訪問であっ
た。また、女性が参画しやすい環境づくりのために
は何が必要なのかということについて“忌憚のない
生の声”を聞くことができ、とても有意義な訪問と
なった。

厳しい仕事と家庭の両立！
男女平等参画“産別訪問”

ワークルール検定ドリル VOL.02//ちょこっとチャ
レンジ//

　　　 ①と③は典型的な内定取り消し
の理由にあたります。②は、生活習慣
病であることが発覚したからといって、
就労できないわけではないので、正当
とはいえません。

④についても、内定辞退者が予想より
少ないことは経営側の事情であり、そ
れだけでは正当な内定取り消し理由に
はなりません。

解説

　　　 採用後、試用期間を経て本採用
されるのが一般的なパターンです。本
採用の拒否には適格性欠如の具体的な
根拠が必要ですが、正社員の解雇と比

較すると自由度が高いとされます。な
お、試用の期間について労基法ではと
くに規制をしていません。

解説

副会長 執行委員
井上　浩司 井村　光明
（私鉄総連） （JR連合）

副会長 執行委員
白木　政行 濱口　　翼
（私鉄総連） （JR連合）

新役員です。
よろしくお願いします !

退任された役員の方々
お疲れ様でした

※敬称略
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　連合高知は11月17日、第32回臨時大会を三翠園
で開催した。この大会は、2年間方針の中間年に
あたることから、この一年間の活動を振り返ると
ともに、運動方針を補強した。
　開催にあたって折田会長は、現在のコロナ禍に
あって「日本社会の脆弱性が明らかになった。と
くに、パート・有期の労働者など弱い立場にある
人ほど深刻だ」としたうえで、「明らかになった課
題を克服し、社会の構造を変革しなければならな
い」と述べた。また、真の多様性が根付く職場・
社会の実現に向けて、連合高知が闘っている“パ
ワハラ訴訟”について、「この裁判闘争で、社会通
念にもとづいたパワハラの基準づくりに貢献し、
パワハラ防止法の実効性を高めていかなければな
らない」と、この闘争の意義を語った。衆議院選
挙を目前にする政治闘争に関しては、連合の基本
方針である“新立憲民主党と政策協定を締結し、
連合総体として支援していく。新国民民主党につ
いては、所属議員とのこれまでの関係などを踏ま
え、同党との政策協定の締結をもって、その候補
者を支援していく”ことを踏まえて、「高知 1区の
武内則男さん、高知 2区の広田一さんの勝利に向
けて組織一丸となって闘い抜こう」と呼びかけた。
　2020年度の運動の振り返りでは、“2020春季生活
闘争”や“地方最低賃金引上げ”の取り組み、男
女平等社会実現に向けた“産別訪問・労働局への
申し入れ”、コロナ禍の県内への影響とその対策を
意見交換する“推薦自治体議員との情報交換”の
取り組みなどが報告された。
　運動方針の補強に関する主なものでは、地域共
生社会の実現など地域における運動の推進に関し
て、「労福協と連携して、各社会福祉協議会や各子
ども食堂、フードバンク高知などが緩やかに連携
する組織“こうち食支援ネット”の結成と活動の

譲る勇気と負う勇気！

具体化に向けた取り組みを支援していく」ことに
した。また、男女平等をはじめ、真の多様性が根
付く職場・社会の実現について、「パワハラ訴訟の
支援」および「ジェンダーバイアス（無意識を含
む性差別的な偏見）や固定的性役割分担意識の払
拭、偏見による職場への影響に気づく活動」を強
化していくことも確認した。

　 4号議案“第49回衆議院選挙への取り組み”に
ついては、「選挙区は、武内則男（高知 1区）、広
田一（高知 2区）の勝利をめざして、連合高知が
組織一丸となって全力で支援する。比例四国ブロッ
ク代表については、選挙区での勝利を第一義とし、
原則、立憲民主党を支援する」ことを満場一致で
決定した。
　その他の議案では、執行部から「高知さくら会
計事件の裁判闘争に関わる当面の闘争方針」が提
起され、組織をあげて闘っていくことが確認され
た。
　参加代議員からは、自治労・競輪競馬労組より
「コロナ禍の影響を受けて休業を余儀なくされた。
そんな中、職員は雇用保険に加入し、一般被保険
者にもかかわらず、雇用調整助成金が受けられな
い」と、法のはざまに置かれ、制度の矛盾に直面
する実態報告があった。また、青年委員会から「コ
ロナ禍による影響を受けた方々を支援するために、
青年・女性委員会、西地協青年・女性委員会が協
力して“募金活動”をしているので協力を」と要
請があった。
　臨時大会の最後には、大会宣言を採択したうえ
で、折田会長の団結がんばろうですべての日程を
終了した。

１区 武内則男さん、２区 広田一さんを支援！

連合高知第32回臨時大会

連合高知2020年「男女平等参画推進フォーラム」

コロナ禍で社会の変革を！
社会貢献の強化、多様性の社会を

【質疑○・応答●】
○楠瀬代議員（自治労 競輪・競馬労組）

　本年 4月から会計年度任用職員
制度が実施されたことにより、年
次有給休暇の日数や一時金の支給
が改善された。競輪・競馬におけ
る会計年度任用職員制度には一長
一短はあるが、私たちが望んだ処
遇改善には至っておらず、今後も

粘り強く交渉をおこない、労働条件の改善めざす。
　近況では、コロナ禍により競輪が無観客開催に
なっていたため、組合から休業補償や半日だけの
業務を申入れた結果、 3月31日までは高知市が半
日雇用することになった。だが、4～ 6月について
は、本来21日間勤務する予定の従業員が10・11日
間での雇用となった。組合としては、休業となっ
た期間や半日勤務以外の賃金についての補償を求
めたが、現時点では補償がおこなわれていない。
そのため組合から雇用調整助成金の申請を求めた
が、「国等に対する不支給」を理由に支給しないと
ハローワークから回答があったため、申請すらで
きていない。競輪で働く従事者は、雇用保険に加
入し、一般被保険者であるにもかかわらず、支給

楠瀬代議員

対象から除外されており、法のはざまにいる。非
正規公務員に対する支援がおこなわれるように対
応策を早急に検討する必要があるので、支援を願
う。
●事業の健全化に向けた努力やその中での組合の
努力に敬意を表したい。コロナ禍による休業で雇
用調整助成金が使えないのは、制度の矛盾だと受
け止めている。このような矛盾の解消に向けて連
合高知は、産別はもとより連合、推薦議員とも連
携しながら取り組んでいきたい。

○楠目代議員（青年委員会）
　コロナ禍で色々な行動が制約さ
れる中で、青年・女性委員会と西
地協の青年・女性委員会は、「大好
きな高知を守るための募金活動」
をしている。この募金は、コロナ
禍による影響を受けている方々を
支援するためにおこなっているも

のだ。集まった募金は「高知県新型コロナウイル
ス感染症対策助け合い寄付金」に寄付する。本日
も青年・女性委員会が取り組むのでご協力願う。

楠目代議員

　連合高知は、「2020年男女平等参画推進フォーラ
ム」を10月24日、三翠園で組合員40名参加の中、
開催した。本年は、コロナ禍であることから、連
合総合政策推進局の井上久美枝 総合局長からリ
モートで「連合第 4次男女平等参画推進計画プラ
ス」の内容説明と課題提起を受けた。
　講演の中で井上総合局長は、ジェンダーギャッ
プの国際比較を取り上げて「日本は、ジェンダー
ギャップ指数が153ヶ国中121位と、あまりにも低
い水準だ」としながら、「とくに、管理職比率、賃
金格差などが低い。仮に管理職や勤続年数が男女
同程度になれば、格差は大幅に縮小される」と、
ジェンダーギャップの実態を交えながら、労働組
合が取り組むべき課題を語った。
　講演後の質疑応答では、女性委員会の中山事務
局次長から「連合高知も第 4次男女平等推進計画
を取り組んでいるが、目標への達成には程遠い。
この原因の一つには、トップリーダーの意識に問
題がある」と鋭い指摘があった。また、楠目青年
委員会幹事からは、男性の育児休暇取得の事例報

告とともに、男性の休暇利用が進まない原因とし
て「制度に関する知識不足もあるのではないか。
組合活動の中で、休暇制度の周知を図っていきた
い」と、取り組みの決意が述べられた。
　集会をまとめるにあたって井上総合局長は、講
評しながら「男性は席を譲る勇気を！女性は責任
を負う勇気を！」と“男女平等、真の多様性が根
付く職場・社会の実現”に向けたメッセージを発
した。
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計事件の裁判闘争に関わる当面の闘争方針」が提
起され、組織をあげて闘っていくことが確認され
た。
　参加代議員からは、自治労・競輪競馬労組より
「コロナ禍の影響を受けて休業を余儀なくされた。
そんな中、職員は雇用保険に加入し、一般被保険
者にもかかわらず、雇用調整助成金が受けられな
い」と、法のはざまに置かれ、制度の矛盾に直面
する実態報告があった。また、青年委員会から「コ
ロナ禍による影響を受けた方々を支援するために、
青年・女性委員会、西地協青年・女性委員会が協
力して“募金活動”をしているので協力を」と要
請があった。
　臨時大会の最後には、大会宣言を採択したうえ
で、折田会長の団結がんばろうですべての日程を
終了した。

１区 武内則男さん、２区 広田一さんを支援！

連合高知第32回臨時大会

連合高知2020年「男女平等参画推進フォーラム」

コロナ禍で社会の変革を！
社会貢献の強化、多様性の社会を

【質疑○・応答●】
○楠瀬代議員（自治労 競輪・競馬労組）

　本年 4月から会計年度任用職員
制度が実施されたことにより、年
次有給休暇の日数や一時金の支給
が改善された。競輪・競馬におけ
る会計年度任用職員制度には一長
一短はあるが、私たちが望んだ処
遇改善には至っておらず、今後も

粘り強く交渉をおこない、労働条件の改善めざす。
　近況では、コロナ禍により競輪が無観客開催に
なっていたため、組合から休業補償や半日だけの
業務を申入れた結果、 3月31日までは高知市が半
日雇用することになった。だが、4～ 6月について
は、本来21日間勤務する予定の従業員が10・11日
間での雇用となった。組合としては、休業となっ
た期間や半日勤務以外の賃金についての補償を求
めたが、現時点では補償がおこなわれていない。
そのため組合から雇用調整助成金の申請を求めた
が、「国等に対する不支給」を理由に支給しないと
ハローワークから回答があったため、申請すらで
きていない。競輪で働く従事者は、雇用保険に加
入し、一般被保険者であるにもかかわらず、支給

楠瀬代議員

対象から除外されており、法のはざまにいる。非
正規公務員に対する支援がおこなわれるように対
応策を早急に検討する必要があるので、支援を願
う。
●事業の健全化に向けた努力やその中での組合の
努力に敬意を表したい。コロナ禍による休業で雇
用調整助成金が使えないのは、制度の矛盾だと受
け止めている。このような矛盾の解消に向けて連
合高知は、産別はもとより連合、推薦議員とも連
携しながら取り組んでいきたい。

○楠目代議員（青年委員会）
　コロナ禍で色々な行動が制約さ
れる中で、青年・女性委員会と西
地協の青年・女性委員会は、「大好
きな高知を守るための募金活動」
をしている。この募金は、コロナ
禍による影響を受けている方々を
支援するためにおこなっているも

のだ。集まった募金は「高知県新型コロナウイル
ス感染症対策助け合い寄付金」に寄付する。本日
も青年・女性委員会が取り組むのでご協力願う。

楠目代議員

　連合高知は、「2020年男女平等参画推進フォーラ
ム」を10月24日、三翠園で組合員40名参加の中、
開催した。本年は、コロナ禍であることから、連
合総合政策推進局の井上久美枝 総合局長からリ
モートで「連合第 4次男女平等参画推進計画プラ
ス」の内容説明と課題提起を受けた。
　講演の中で井上総合局長は、ジェンダーギャッ
プの国際比較を取り上げて「日本は、ジェンダー
ギャップ指数が153ヶ国中121位と、あまりにも低
い水準だ」としながら、「とくに、管理職比率、賃
金格差などが低い。仮に管理職や勤続年数が男女
同程度になれば、格差は大幅に縮小される」と、
ジェンダーギャップの実態を交えながら、労働組
合が取り組むべき課題を語った。
　講演後の質疑応答では、女性委員会の中山事務
局次長から「連合高知も第 4次男女平等推進計画
を取り組んでいるが、目標への達成には程遠い。
この原因の一つには、トップリーダーの意識に問
題がある」と鋭い指摘があった。また、楠目青年
委員会幹事からは、男性の育児休暇取得の事例報

告とともに、男性の休暇利用が進まない原因とし
て「制度に関する知識不足もあるのではないか。
組合活動の中で、休暇制度の周知を図っていきた
い」と、取り組みの決意が述べられた。
　集会をまとめるにあたって井上総合局長は、講
評しながら「男性は席を譲る勇気を！女性は責任
を負う勇気を！」と“男女平等、真の多様性が根
付く職場・社会の実現”に向けたメッセージを発
した。
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採用内定・試用
Q1  次のうち、採用内定取り消しの理由として正当といえないものをすべて選びなさい。

①提出書類の記載に重大な虚位があることが発覚したとき。
②内定者が、生活習慣病であることが発覚したとき。
③内定者が、卒業予定であった大学等を卒業できなかったとき。
④内定辞退者が予想より少なかったとき。

こたえ　②、④

Q 2  試用と本採用の拒否について、正しいものをひとつ選びなさい。

①試用期間中であれば、使用者はいつでも本採用拒否を通告することができる。
②試用も労働契約である以上、本採用を拒否するには、正社員の解雇と
同程度に正当な理由が必要である。
③本採用を拒否するには、勤務成績・勤務態度の不良といった適格性欠
如の具体的な根拠が必要である。
④労基法の定めにより、試用期間は６か月を超えてはならない。

こたえ　③

出典：( 一社 ) 日本ワークルール検定協会「ワークルール検定ドリル」より

　新型コロナウイルス感染症の拡
大は、私たちの暮らしと社会のあ
り様を一変させました。これま

でも様々な格差の広がりが深刻な問題を引き起こ
してきましたが、コロナ禍であらためて日本社会
の脆弱性が鮮明になりました。パート、有期、派
遣の仲間の雇用が真っ先に切り捨てられたように、
社会的に弱い立場の人たちの暮らしが壊されてい
ます。命を守る医療・介護・公衆衛生体制が予想
以上に脆いものであることが明らかになり、感染
患者や医療従事者に対する差別も顕在化しました。
従来からあった格差がコロナ禍で拡大・助長され、
社会の分断を深めるという悪循環に陥っていると
いわざるを得ません。
　このような状況の中、連合運動にとっても当面
の最大の課題は、「命と暮らしを守ること」であり
ます。そのためには、社会の弱点を克服していく
こと、すなわち社会を変えていくことが必要です。
連合がこれまで確認してきた「お互いが支え合い
誰一人取り残さない包摂的な社会」の実現という

目標を高く掲げて奮闘していきたいと思っており
ます。
　コロナ禍での運動展開には困難が伴いますが、
構成組織や組合員の皆様のご協力をいただきなが
ら、「雇用も賃金も」「雇用も働き方改革も」追
求する2021春季生活闘争、安心・信頼のセーフ
ティーネット確立などの連合政策を実現する取り
組み、生活困窮者支援など地域における協働の取
り組みの推進等様々な課題に立ち向かっていきた
いと決意しているところです。そして何よりも、
政治を変えなければなりません。この間の自公政
権が格差・貧困を拡大させたことは間違いなく、
特に政治や行政に対する信頼を大きく損ない、社
会の分断を一層深めた責任は重いと考えています。
本年中には必ず第49回衆議院選挙が実施されます。
連合高知の推薦予定候補である高知 1区武内則男
さん、高知 2区広田一さんの勝利に向けた取り組
みへの構成組織・組合員の皆様のご結集を心より
お願いしたいと思います。　
　皆様方のこれまで以上の、連合高知の運動に対
するご支援とご協力をお願い申し上げ、新年のご
あいさつとさせていただきます。本年もよろしく
お願いいたします。

命と暮らしを守る！

明けましておめでとうございます！

　連合高知男女平等参画推進委員会は10月、産別・
単組訪問をおこなった。この取り組みはコロナ禍
で延期になっていたが、10月24日におこなわれた
“2020男女平等参画推進フォーラム”を前にして 3
組織を訪問することにしたものだ。まず、第 1弾と
して10月14日に「運輸労高知県協議会」・「印刷労連
オルタス分会」へ、10月19日の第 2弾では「自動車
総連高知地方協議会」へ赴き、それぞれの職場の状
況や取り組みについて聞いた。
　各組合役員との面談では、昨年実施した「連合高
知第 4次男女平等参画推進計画進捗状況調査」をも
とに、各産別・単組の女性参画状況、男性の育児休
暇の状況、青年女性の取り組みや課題などについて、
組織の抱える問題を率直に伺った。これに対して 3
つの組合は、濃淡はありながらも、職場はもちろん
のこと、組合活動などあらゆる場面での女性参画を
めざすため、環境整備や単組役員の女性枠の複数設
置、会議開催時間の工夫などさまざまな取り組みを
していると話した。
　また、参加いただいた各組合の女性委員からは、
“仕事と家庭の両立の厳しさ”など、どこの職場で
もまだまだ解決されていない問題に関する悩みが切

実に訴えられ
た。
　これに応え
て連合高知女
性委員会から
は、「問題を解
決して男女平
等社会を実現するためには、男女を問わず組織全体
で情報交換する場を設けていかなければならない
し、そうした場の設定を連合高知は追求する」と、
組織をあげて男女平等参画運動を進めていく考えを
伝えた。また、事務局からは、男性育児休業の取得
率を上げるための助成金活用や、連合高知が主催す
る女性の集まりなどにも積極的に参加をしていただ
くこともお願いをしてきた。
　今年は、女性組合員が少ない産別を訪問したが、
そうした組合においても知恵を絞りながら職場や組
合で取り組んでいることが良く分かった訪問であっ
た。また、女性が参画しやすい環境づくりのために
は何が必要なのかということについて“忌憚のない
生の声”を聞くことができ、とても有意義な訪問と
なった。

厳しい仕事と家庭の両立！
男女平等参画“産別訪問”

ワークルール検定ドリル VOL.02//ちょこっとチャ
レンジ//

　　　 ①と③は典型的な内定取り消し
の理由にあたります。②は、生活習慣
病であることが発覚したからといって、
就労できないわけではないので、正当
とはいえません。

④についても、内定辞退者が予想より
少ないことは経営側の事情であり、そ
れだけでは正当な内定取り消し理由に
はなりません。

解説

　　　 採用後、試用期間を経て本採用
されるのが一般的なパターンです。本
採用の拒否には適格性欠如の具体的な
根拠が必要ですが、正社員の解雇と比

較すると自由度が高いとされます。な
お、試用の期間について労基法ではと
くに規制をしていません。

解説

副会長 執行委員
井上　浩司 井村　光明
（私鉄総連） （JR連合）

副会長 執行委員
白木　政行 濱口　　翼
（私鉄総連） （JR連合）

新役員です。
よろしくお願いします !

退任された役員の方々
お疲れ様でした

※敬称略


