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講演会から

『採用トラブルに巻き込まれないための予防と対処策』

弁護士 木下潮音

昨年社労士会主催で題記の演題で講演さ

れました。その内容を掲載いたします。

弁護士になって 33 年になります。それ

まで労働問題を企業側の立場で扱ってきま

した。昭和 60年 1985年というのは日本の

労働について重要な年でありまして、男女

雇用機会均等法、労働者派遣法が成立した

年で 1980 年の前半まで高度成長型の日本

の労使関係、日本型労使関係が崩れてきた、

変化した年に弁護士になりました。それ以

来新しい視点から事件の解決に取り組んで

まいりました。

本日は実務的に、企業の方がどんなこと

に困っているか、どんなアドバイスを求め

ているかを話したいと思います。

テーマーは採用についてです。いま採用

は難しくなっています。昭和の時代は、学

校推薦、高校や短大ですと、学校に求人を

出して学校が割り当てて、地元の企業を推

薦しました。大学生については自由応募に

なっており、内定は１社、いくつも取るこ

とはありませんでした。今は複雑になって

おり、ゲーム感覚でいる時代の中で、ミス

マッチが起こっております。採用後まもな

く職場不適応、能力不足などが判明し、問

題社員化しています。採用してしまうと首

を切ろうにも首切できません。雇う前は採

用の自由が有り、色々な規制はありますが、

根幹は採用の自由で、トラブルのないよう

な策を取らなければなりません。２月の半

ばは来年の春に卒業する方の採用がピーク

で、今年の春卒業のまだ就職が決まってい

ない方の詰めの時です。まづは問題社員を

企業の中に受け入れない事です。

１．新卒採用の現状

毎年大学を卒業した人の採用活動、企業

の採用情報の公開、会社訪問の解禁、試験

の解禁、内定の解禁、などの時期を経団連

・文科省を中心として協議しています。

大学３年生の後半から４年生にかけては

大変な負担で、大学側は授業にならない、

研究にならない、学生生活に影響のあるよ

うな、採用の時期を何とかしてほしい、と

言うことで毎年話し合いをしています。

採用の時期になぜ問題があるかという

と、一つは売り手市場、企業は採用難に陥

っています。20 年前は大学を卒業しても

就職は上手くいかなくて、いまだに非正規

社員として働いておられる方おられます。

非正規社員と正規社員は２年ぐらいは余り

は変わらないがそれ以降は大きな差が出て

きます。

企業は大量に採用したい。今年の内定率

は各企業とも最高の記録でした。大学の売

り文句は、我が校を卒業すれば就職率は

100 ％ですと言っています。一人一社とい

うのでなく自由マーケット化していますの

で、複数の会社から内々定を貰うというこ

とになっています。内定は秋です。10 月

から３月までの半年間で内定者としての

「研修会をします・懇親会をします」と呼

びかけても出てきません。学生も二股・三

股駆けています。こんな現象が起こってい

ます。人事担当者は採用目標が有り、入社

式までは自分の成績につながります。入社

式以降は来年の内定者を取らなければなら
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ない。そういう環境になっております。内

定者の歩留まりが読みにくい。内定式に何

人来るかが解らない現状です。

学生は、ホームページを見て、所在地と

か、本社ビルがかっこいいとかで、判断し

てしまいます。日本人はあてにならないか

ら、外国人、留学生でもという会社もあり

ますが、採用後のビザの問題もあり定着も

難しい。とにかくいい人を選びたい。会社

も 25歳で採用した人は 65歳まで在籍しま

す。40 年の投資です。学生側も就活は人

生の大イベントです。

２．採用面接と採用試験の注意点

今は採用活動は IT化されています。「何

とかナビ」で IT 化された情報マーケット

で採用情報が出回ります。以前は「何とか

ブック」と言って段ボールで情報の入った

本が送られてきました。今はインターネッ

ト上に各社が一斉に流した情報ですから誰

でもアクセスすることができると共に自分

を売り込みます。「私はこういう者です。

御社の情報を下さい」と言うクレーエント

リーをします。多数の情報が得られるので、

スマホに振り回されています。「何とかナ

ビ」は広告会社ですので、何人がそれにエ

ントリーしたかにより成果を評価するわけ

ですが、「何とかナビの就職ランキング」

の上位会社に就職したい。自分で考えて決

めるのでなく人にいいねと言って貰いたい

のが最近の若者の意識です。これらの就職

活動を SNS で公開されています。採用面

接は密室だと思っていましたら、10 分後

にはインターネットで公開されています。

人前で言えないような採用差別の質問は

NG です。特に女子学生に向かって「彼氏

いる」「結婚する予定はある」「結婚した

ら勤め続けられる」などは、均等法でも差

別になりますが、本当に採用についていい

人かどうかの質問を考えておかなければな

りません。中には自分が就職に対する意識

が薄い人もいます。学校の先生に言われた

から、親に言われたから、みんなが就活を

しているから、と言う人がいます。就職す

ることについて自分の意思をしっかり伝え

れるかと言うことです。「これから貴方が

仕事をすることはどんなことか、何をする

べきだと思いますか」、就職に対する意識

を確認する必要があります。「なぜこの会

社に応募されましたか」、などは、たいが

い質問されることは解っていますから、模

範解答を作っています。「この会社に入っ

たら私自身が成長できるから」など自分中

心の人は好ましありません。「会社に対し

てなにか質問がありますか」の問に、「会

社は私にどんなチャンスをくれますか」と

いう場合がありますが、「会社という所は、

貴方の労働を受けて賃金をはらうところで

す」なんていというと、絶対来てくれませ

ん。労働契約の本質は、労務の提供と賃金

の交換ですが、もう一つは支配従属関係が

あります。使用者が労働者を支配し指揮命

令に従わせて労働させる。これが労働の本

質で、当たり前のことです。「貴方は会社

のために何をしてくれますか」など働くた

めのビジョンを述べさせるのがお勧めの質

問です。職業意識をどう醸成してきたかが

大事です。つまり学生から職業人にどう脱

皮できるか意識を聞いてみてください。

３．採用内定後の活動や研修の注意点

内定の前に、内々定を出ます。内定式は

多くは 10 月１日です。その前に会社情報

の開示があって、会社試験があって、内定

式があります。会社訪問のあたりに内々定

があります。多くの学生は、もう既に複数

の内々定を貰っています。その時に「何社

ぐらい内々定貰っている？」「うちの会社

に来てくれる？」「10 月１日の内定式にお

会いしましょう」という会話があります。

内々定と内定は法律上大きく違います。内

定は労働契約の成立だと言われています。
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つまり「始期付き解約権留保付き労働契約」

の成立です。これが 10 月１日です。内々

定は、「始期付き労働契約」を成立させる

過程の段階で、内定式に入れる切符を貰う

ことが内々定で、採用活動の段階で、内定

に期待を生じている段階のことです。まだ

契約は成立しておりませんが、期待権保護

があります。例えば「内々定を出し過ぎち

ゃった」、「経営上に変化が起こった」、と

言う場合、まだ契約していないから、解除

・解約・解雇の問題は発生しませんが、内

々定の取り消しは、期待契約上の過失です。

学生は期待利益に対して損害賠償が認めら

れていますので、学生が１年間就職活動の

ために留年した生活費ぐらい、おおよそ

200万円ぐらいです。23年にコーセーアー

ルイー事件（福岡高裁）がありました。こ

の時代はリーマンショックでダメになった

企業が裁判で争われた事件です。

内定まで進みますと、「始期付き解約付

き労働契約」ですので、内定取り消しの事

由が必要です。内定取り消し事由を留保し

た解約権と言うことです。内定書には解約

権の中身を書き、請書も同文で、「このよ

うな事由が発生したら、内定を取り消され

ても意義ありません」という事を書いた請

け書を貰います。

内定取り消し事由は、卒業できなこと、

採用過程において虚偽や不誠実な行為があ

ったこと、４月１日に心身の理由で出社で

きないとき。よくある事例に、半年の間に

健康状態が悪くなって働けなくなった、悪

いことをしたとき、社会的に非難されるこ

とをしたとき。よくある事例が飲酒運転で

交通事故を起こしたときなどがあります。

入社までに必要な資格を維持できないと

き。その企業にとって必要なことを書いて

おきます。こんな事がありました。４月１

日に出社できない理由に妊娠がありまし

た。６月に出産という場合、産後８週間は

休ませねばなりません。内定取り消しはで

きません。妊娠したことを理由として始期

付き解約権を行使することはマタハラにな

ります。そのかわり「育児休業は取れない

よ」、「１年目は育児休業は取れないよ」、

「産後８週間経ったら出社してね」と言い

なさいと指導しました。「内定後の研修へ

の不参加」が無効と判断された事例があり

ます。内定者も学生であるから学校を卒業

することが重要な課題です。まず学業が必

要で研修は学業の妨害にならないように配

慮が必要があります。新卒者の内定取り消

しは職安法の規制がありますから注意が必

要です。「若者雇用促進法」ができまして

ハローワークを通じて厳しい規制がありま

すから注意が必要です。

４．中途採用の考え方

中小企業は中途採用が中心ですが、中途

採用の目的、人手不足の意味も一歩深く考

える必要があります。従業員の質的確保が

必要か、量的な確保が必要かを考えていく

必要があります。量的確保の場合は、正社

員でなく派遣会社から常時受け入れる方法

もあります。社員募集の広告を出しても集

まらない場合が多い。その費用を派遣会社

から来て貰い、働いた分だけ払えばよいが、

質的確保となると直接採用となります。採

用目的に合わせた人材確保を考えていかね

ばなりません。中小企業によくある失敗と

して、あり得ないようなスペックの人を採

用してしまう場合があります。たまに有名

大学卒業、有名企業勤務の人を採用してし

まう。地元の募集広告に横に「正・パ」と

書いてありました。その意味を聞いてみる

と、若い子が来たら正社員・おばちゃんが

来たらパートにするという事でした。こん

な事件がありまして、丸子警報器事件で正

社員と準社員の賃金が不当だと言うことで

争った事件です。正社員も準社員も同じ製

造ラインで働いています。正社員と準社員



- 4 -

の違いは、地元の高校を卒業して採用され

た女性は正社員、奥様方を募集して採用さ

れた人は準社員で１時間勤務が短く、有期

契約です。もうひとつ、パートを採用して

いる会社で扶養控除を受けられる人を採用

している会社、社会保険は入ってない。そ

んな会社で、若い 25 歳女性を正社員とし

て採用しました。だが周りの人とあわない。

職場で孤立して問題化されました。予定し

た業務の人材にあわない人は採用しない。

何を目的で採用するか、仕事と職場のバラ

ンス、処遇と仕事のバランスが必要で、世

間並みと言うことで処遇を決めてはいけま

せん。

採用時に明示された条件に該当しないこ

とが明らかであれば普通解雇できる。ヒロ

セ電機事件（東京地裁平１４年）がありま

す。海外勤務歴に着目し、業務上必要な語

学力、品質管理能力を備えた即戦力となる

人材として採用しましたが、業務遂行に誠

意がなく知識・技能・能率が著しく劣り将

来の見込みがないとして解雇が認められた

事件です。

５．採用手続きで提出させるべき資料

採用時の手続きというと、書類選考と面

接、試験があります。健康診断は特別な仕

事を除いて認められておりません。通常の

健康であればよいと判断するしかありませ

ん。重要なのは履歴書です。学歴・資格が

ある場合の証明、前職がある場合は源泉徴

収票又は給与明細を提示して頂きます。前

職でいくら値段を付けられたか、その人が

それに不満だったから転職したと解釈すべ

きです。前職を退職して２年以内であれば

労基法に基づいて退職証明書を求めること

ができます。全員に求める必要はありませ

んが、最後の決定時に求めます。中心とな

るのは履歴書です。履歴書の代わりに職務

経歴書を持ってくる人がいますが、職業紹

介会社などが作って細かに書いたもので

す。職務経歴書しか持ってこなかった場合

は、市販の履歴書の用紙に「これに書いて

下さい」と渡したて書いてもらいります。

履歴書の方がはるかに情報量が多くありま

す。履歴書の目的は、応募会社に「私をこ

れで審査して下さい」という個人情報です。

採否の判断を使うために情報を提供したも

ので、正しいかをチェックするのは当然で

す。履歴書は借りたものでなく、提出され

たものですので、「採用にならなかったら

返して下さい」という人がいます。絶対に

返してはいけません。提出されたものです

ので、こちらのものです。それを返して下

さいと言った人は採用しない方がよい。個

人情報は提供された人が使うものです。使

って保管して管理するものです。必要なく

なったら破棄するものです。「採用手続き

で提出された書類は返却致しませんので了

承下さい」と明示しておくと良いでしょう。

いらなくなったら確実に破棄して下さい。

事例として、たまたま他の書類と一緒に捨

てたのが道端に落ちていて、拾った人がそ

の人に持って行った。履歴書に不採用理由

が書いてあり、それを見て侮辱だと問題化

した事例もあります。

履歴書を見るとその人が問題社員になる

かどうか解ります。

まず氏名・住所を見ます。氏名は本名か

通称かを見ます。結婚しているが業務上は

旧姓を使う人がおられます。名もビジネス

上通称を使っている人もおられる。仕事上

の名前と戸籍上の名前と違う人がいますの

で、本名か通称かを確認し、その理由を聞

き、両方書いてもらいます。「私のプライ

バシーだから言いたくない」という人は採

用しない方が良い。採用の自由だから、「私

の方が優秀なのに不採用になった理由」を

聞く人がおられます。「そういうこと聞く

人だから不採用にしました」と回答すれば

良いのです。理由は回答する必要はありま
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せん。

住所は同和地区など地域差別をするよう

な住所をもとにした採否は不適切です。

たまに住所が解らない人を採用しまし

た。よく見たら大学の住所が書いてありま

した。大学院を卒業して研究員に残ってい

るオスドク（オーバードクター）です。殆

ど大学にいるからといって大学の住所を書

いた。又地方から出てきて友達のうちに住

ませて貰っておりますので、友達の住所に

を書いたり、時にはネットカフェという人

もいました。「家族と住んでいる場所です

か」、「一人で住んでいる場所ですか」、「実

家は何処ですか」など聞き出します。その

人の生活ぶりが解ります。安定した生活を

している事が企業の要素です。

連絡先

最近は携帯のみの人は多い。万が一の場

合に、本人以外の連絡先も書いて貰って下

さい。連絡はメール・ラインでという人も

おられます。メールアドレスも人柄を見る

ことができます。メールアドレスは自分の

特徴を入れることが多い。以前ユニオンの

委員長のメールが数字なので問い合わせま

すと、成田空港に乱入した日と言っておら

れました。

写真

日本の履歴書は写真を貼るのが通常で

す。アメリカはカラー写真は貼ってはいけ

ません。肌の色・男女など人種差別になり

ます。貼り方も斜めになったり、プリプラ

写真見たいな修正した写真をはってくる人

もいます。そういう人は採用しない方がよ

いです。自分の気持ちの現れです。

学歴

最終学歴しか書いてないのはダメです。

少なくとも高等学校以上は全部記載して貰

って下さい。中退も書いて貰って下さい。

学歴でも大学の学歴と高校の学歴と意味合

いが違います。大学の学歴は在籍は自由で

すので、５年も６年もたって卒業した人も

おられます。高校は地域性もありますので、

時期と高校によって当時の状態が解りま

す。中学卒業と生年月日につじつまが合わ

ないとき、高校で入学と卒業にばらつきが

ある場合、引きこもり、何らの病気などの

理由がある場合があります。

学歴詐称は懲戒理由になります。問題に

なったのは、大学を中退して高卒として書

いた場合で、その理由は大学紛争で、入社

してから色々な活動されている人でありま

した。学校を卒業したくない人がおられま

す。大学を卒業して大学院に行き、別の大

学に行って海外の大学に留学して気づいた

ら 30 歳過ぎていた。そんな人が仕事がで

きますか。高すぎる学歴も問題です。

職歴

採用された年月日と社名のみ羅列してあ

る履歴書があります。「私を評価して下さ

い」と言う履歴書にこれしか書けない人は

仕事の報告書が書けない人です。入社や退

社時期を明確にして連続性を確認して下さ

い。不自然の空間がありましたら、どう生

活されていたか聞いて下さい。空間の多い

人は,多額の退職金を貰った（問題があり

リストラにあった）。傷病手当金（病弱で

職務に耐えれるか）。有名企業を短期間で

転職（派遣社員、請負会社の社員、製造業

のライン委託）の人が多い。大学・職歴も

正社員で 20 歳後半の人を採用したらダメ

でした。頭もよく、人当たりもよい人でし

たが発達障害で仕事ができない人でした。

過去の経歴や契約形態も重要な情報にない

ます。

資格

その仕事にあう資格かどうか判断しま

す。資格マニアがいます。仕事に関係ない

資格は価値がありません。

年収

前職の源泉徴収票を出して貰います。必



- 6 -

ず希望年収を言います。

これまでが採用にあっての情報ですが、

虚偽があった場合は使用期間中でも解雇で

きますが、その情報が採用に当たって重要

ですと言うことを示していかなければなり

ません。面接の中に確認します。「この経

歴の中で何ができますか」、「何が生かさ

れますか」、と言うことが会話の中で、履

歴書の記載内容の真実性を確認しておくこ

とが必要です。書いたことと口で言うこと

に矛盾があれば解かります。家族構成・通

勤時間・扶養手当・交通費などを考慮して

コストを少なくなる方を検討します。

誓約書

約束を忠実に守って貰う、競業の関係で、

「前の会社の情報を持ち込んでおりません」

という契約条項も必要です。

以上が入社に関しての問題が起きる前の

予防策です。


