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【審議】

　2021年10月1日付

規程＆労使協定改正について

ソフトバンク労働組合
　　　　　2021年9月25日(土)
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

1 健康経営に関するポリシーの規定
社員就業規則、準社員就業規則、
嘱託社員就業規則、臨時社員就
業規則

2 ハンディキャップ休暇の名称変更 社員就業規則

３
【契約社員】期間満了の賞与支給運用の
変更

臨時社員就業規則

４
支援金等の控除要件の変更
（運用に合わせた改正）

給与規程

５ 資格取得支援制度の見直し 資格取得支援規程別表
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

６
ビジネスえきねっとリプレイスに伴う給
与控除

賃金控除に関する協定書

７ その他、軽微な改正
嘱託社員就業規則、転勤規程、
賞罰規程、等級規程、退職金支
給規程
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

1 健康経営に関するポリシーの規定
社員就業規則、準社員就業規則、
嘱託社員就業規則、臨時社員就
業規則

2 ハンディキャップ休暇の名称変更 社員就業規則

３
【契約社員】期間満了の賞与支給運用の
変更

臨時社員就業規則

４
支援金等の控除要件の変更
（運用に合わせた改正）

給与規程

５ 資格取得支援制度の見直し 資格取得支援規程別表
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　健康経営の取り組み

ホワイト500の継続取得と健康経営銘柄選定（来年度以降）を
目指して段階的に取り組みを実施予定



6～SoftBank　Workers　Union～

健康経営銘柄選定の取り組みの一環として、
「健康経営方針」を社内外に発信

⇒就業規則にて健康経営のポリシーを規定

就業規則の
改正

社長の
方針発信

（検討中）

就業規則の
「章立て」

変更

第６章 健 康 経 営
第75条 （健康経営の理念）

会社は、「社員一人一人が心身ともに健康で、常に活
力にあふれた集団であることが も大事な基盤」と

いう理念をもって経営をおこなう。

第76条 （会社の責務）

会社は、前条に掲げる理念を実現するため、社員の心身の健

康保持増進に努めるものとす

★宮川社長のメッセージ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

健康経営方針

社員一人一人が
心身ともに健康で

常に活力にあふれた集団

　健康経営方針の発信
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　規程改正内容
現行 改正

第６章 安全および衛生

（安全および衛生）
第75条 条文略

（健康保持増進）
第76条 会社は社員の心身の健康保持増進のために必要な措
置を講ずるものとする。また、社員は会社が講ずる措置に協
力し、自らの健康保持増進に努めるものとする。

（罹病による就業禁止）
第77条 条文略

第６章 健 康 経 営

（健康経営の理念）
第75条  会社は、「社員一人一人が心身ともに健康で、常に
活力にあふれた集団であることが も大事な基盤」という理
念をもって経営をおこなう。

（健康保持増進）
第76条 会社は、前条に掲げる理念を実現するため、社員の
心身の健康保持増進および安全かつ快適な職場環境の確立の
ために必要な措置を講ずるものとする。また、社員は、会社
が法令および規則に基づき講ずる措置に協力し、心身の健康
保持増進に努めるものとする。

（安全および衛生）
第77条 条文略

（罹病による就業禁止）
第78条 条文略　　※以降、条番号繰り下げ

※準社員就業規則、嘱託社員就業規則、臨時社員就業規則も同様に改正します
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FY20
全社員抗体検査の実施

FY20
自社唾液PCR検査体制確立社

員への実施

FY21
ワクチン職域接種
社内外への提供

新型コロナ対応として
（おそらく）日本で一番安心安全な職場環境を提供

　【参考】感染症対策に関する取り組み
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●各種eラーニング・イントラの展開
●有所見者（BMI・脂質）への保健師による健診前フォロー
●Zoom朝ヨガ・夜ヨガ教室開催／ヨガポイント動画配信
●歩数イベント＋健康食品提供
●Genofit Maps ダイエットプログラム
●オフィスでの健康維持施策（総務連携）
●全社朝礼開始前の運動・社長実施の取組

●就業時間内禁煙の継続（月1メルマガにて情報提供＆ルール再徹底）
●動画コンテンツ：WE Study（喫煙編）導入
●禁煙サポート費用補助の継続実施・販売職向け禁煙施策

●健康LIVEセミナーオンライン開催（睡眠編）
●睡眠の質向上に向けた取り組み（YJコラボセミナー）

●新型コロナウイルス対応の継続実施
●女性特有の健康施策強化
●がん予防・健康診断/予防接種を受けやすい環境づくり
●その他施策

女性特有の健康
感染症対策他

食生活の改善

運動の習慣化

喫煙率の低下

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの向上

青字：新規取組（検討中）

　【参考】取り組み施策（検討中含む）
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

1 健康経営に関するポリシーの規定
社員就業規則、準社員就業規則、
嘱託社員就業規則、臨時社員就
業規則

2 ハンディキャップ休暇の名称変更 社員就業規則

３
【契約社員】期間満了の賞与支給運用の
変更

臨時社員就業規則

４
支援金等の控除要件の変更
（運用に合わせた改正）

給与規程

５ 資格取得支援制度の見直し 資格取得支援規程別表
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　ハンディキャップ休暇とは・・・

休暇種類 特別無給休暇

日数制限 月に1営業日まで（年間12日）

※半日単位での取得可能

※積立年休充当可能（正社員のみ）

適用範囲 正社員、準社員、嘱託社員

適用条件 ・障害者手帳を保持していること（有効期間内）

・障がいに起因する症状で通院が必要であること

障がいを持つ社員の定期的な通院の補助のための休暇で、
障がい情報を申告している社員が対象
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　背景
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　休暇名称の変更

2021年10月1日～

ハンディキャップ休暇⇒ノーマライゼーション休暇へ名称変更

名称案 イメージ

ノーマライゼーション
休暇

障がいの有無に関わらず活躍できる環境を作
るというソフトバンクの目指す環境を表現

人事本部内関連部署/対象社員
にアンケートを実施し、決定
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

1 健康経営に関するポリシーの規定
社員就業規則、準社員就業規則、
嘱託社員就業規則、臨時社員就
業規則

2 ハンディキャップ休暇の名称変更 社員就業規則

３
【契約社員】期間満了の賞与支給運用の
変更

臨時社員就業規則

４
支援金等の控除要件の変更
（運用に合わせた改正）

給与規程

５ 資格取得支援制度の見直し 資格取得支援規程別表
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　契約社員の報酬ルール

契約社員として新規採用する場合、
年収は同一業務の正社員の年収下限の80％水準以上

原則、賞与支給あり
※ただし本人が賞与支給無を選択した場合は、賞与無も可能
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雇用形態 退職者への賞与支給取り扱い

正社員

定年に伴い退職する場合には、算定期間（※）に対する賞与を通常の賞与

支給月に支給します。

注）自己都合退職する場合には賞与支給なし

準社員

期間満了に伴い退職する場合には、算定期間（※）に対する賞与を通常の

賞与支給月に支給します。

注）契約期間の途中で自己都合退職する場合には賞与支給なし

嘱託（継続雇用）

特別嘱託

（賞与ありの場合）

契約社員
契約社員は、契約期間満了による退職の場合は賞与支給日に在籍していな
い限り、賞与支給なし

（※）算定期間は、上期（4/1～9/30）、下期（10/1～3/31)です

　現在の退職時の取扱い
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課題

同期間、同年収で採用した契約社員において、賞与有無による年
収差が発生する可能性がある。
他の有期雇用は期間満了による退職時には算定期間に対する賞与
を支給しており、有期雇用の中でも社員区分により差がある。

契約社員の期間満了に伴う退職は、
算定期間に対する賞与を通常の賞与支給月に支給とする

注）他の雇用形態同様、契約期間の途中で自己都合退職する場合には賞与支給なし

　課題と対応方針
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　改正内容（案）

条 現行 改正

臨時社員就業規則
第71条

（支給対象者）

賞与は、第69条に定める対象者のうち、以下
に該当する臨時社員に支給する。
(1) 前条第１項に該当する場合、各計算期間
および支払日に在籍していること。

(2) 条文略

賞与は、第69条に定める対象者のうち、以下
に該当する臨時社員に支給する。
(1) 前条第１項に該当する場合、各計算期間
および支払日に在籍していること。ただし、
前条に定める計算期間（期間の一部を含む）
に在職し支払月前に契約期間が満了した場合、
または、その他会社が認めた場合は、支払日
に在籍していることを問わない。
(2) 条文略

※(1)が契約社員、(2)が販売契約社員・販売アルバ
イト社員についての定め
※追加文言は嘱託社員就業規則の文言を流用
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

1 健康経営に関するポリシーの規定
社員就業規則、準社員就業規則、
嘱託社員就業規則、臨時社員就
業規則

2 ハンディキャップ休暇の名称変更 社員就業規則

３
【契約社員】期間満了の賞与支給運用の
変更

臨時社員就業規則

４
支援金等の控除要件の変更
（運用に合わせた改正）

給与規程

５ 資格取得支援制度の見直し 資格取得支援規程別表
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　各種支援金の支給概要

現在の運用
（考え方）

・所定労働日に1日も労働していない場合は支給対象外
　（当月支給し、翌月控除）

給与規程
の記載

・1日時点で休職/休業の社員には、当月の支援金を支
　給しない
・当月のすべてが欠勤または特別無給休暇だった場
　合、支給した支援金を翌月給与で控除する

＜運用にあわせて規程を修正＞

当月の労働日に就業実績がない場合（年次有給休暇、特別有給休暇およ
び積立年休を取得する場合を除く）は当月に支給した支援金を翌月に控
除する。



21～SoftBank　Workers　Union～

　改正内容

条 現行 改正

給与規程
第23条（支援金等）

４　前項に関わらず、当月のすべてが欠勤
または規則第46条に定める特別無給休暇で
ある場合、当月に支給した支援金を翌月に
控除する。
また、基準日が次のいずれかに該当する場
合は、支給しない。
  (1) 規則第20条に定める休職期間
  (2) 規則第24条に定める育児休業期間
（有給の期間を除く）
  (3) 規則第25条に定める介護休業期間

４　前項に関わらず、当月の労働日に就業実
績がない場合（年次有給休暇、特別有給休暇
および積立年休を取得する場合を除く）は当
月に支給した支援金を翌月に控除する。
また、基準日が次のいずれかに該当する場合
は、支給しない。
  (1) 規則第20条に定める休職期間
  (2) 規則第24条に定める育児休業期間（有
給の期間を除く）
  (3) 規則第25条に定める介護休業期間
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

1 健康経営に関するポリシーの規定
社員就業規則、準社員就業規則、
嘱託社員就業規則、臨時社員就
業規則

2 ハンディキャップ休暇の名称変更 社員就業規則

３
【契約社員】期間満了の賞与支給運用の
変更

臨時社員就業規則

４
支援金等の控除要件の変更
（運用に合わせた改正）

給与規程

５ 資格取得支援制度の見直し 資格取得支援規程別表
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　概要

例年通り、部門ヒアリングを基に
資格取得支援制度の支援対象資格見直しを実施

✓部門からの声を反映
✓時流に応じた「要」「不要」の整理

資格取得支援制度とは「資格取得支援規程」に基づき

会社に貢献し得る資格を取得した社員に奨励金および受験料を支給する制度

社員が自己啓発、スキルアップを目的として資格を取得することを支援

対象資格　全262資格
ビジネス64資格／技術30資格／IT168資格　奨励金0～15万円＋受験料実費相当上限5万円

※2021年4月1日現在
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奨励金
＋受験料

受験料
のみ

計 奨励金
＋受験料

受験料
のみ

計 増減

ビジネス 39 25 64 40 28 68 4

技術 29 1 30 27 1 28 -2

IT 160 8 168 182 9 191 23

計 228 34 262 249 38 287 25

現行 改正後

　10月1日付見直しサマリ

※9月29日（水）通達配信予定
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　　　本部単位で部門ヒアリング
• 各部門においてポリシーに基づき、本部長、統括部長を交えた選定
• 追加希望だけではなく、既存対象資格の見直しもヒアリング

　　　見直し決定（人事本部部長会→組合説明→規程改正）

部門

人事

①

③

　　　人事判断基準に基づいて精査
　　　　必要に応じて個別ヒアリング、詳細確認

　　　見直し案作成

人事

②

　対象資格見直しのプロセス FY20と変更なし
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人事審査基準で○×に振分 原則、難易度を基準として、
以下を加味して金額を決定

• 現行対象資格とのバランス
• 多段階資格は上位下位との
バランス

資格選定 奨励金額決定

S 80,000～

A 50,000～79,000

B 20,000～49,000

C 10,000～19,000

D ０ or 受験料のみ

＜目安＞

※資格の難易度は、「資格の王道（Webサイト）」「資格の難易度（Webサイト）「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格と
のマップ（特定 非営利活動法人スキル標準ユーザー協会」等により判断

○ ×

• 2本部以上からのリ
クエスト

※リクエスト理由欄に
他本部への有効度合が
述べられている場合も
含む
• シリーズ追加

• 左記に該当しない
• 社内施策がある
• 現行対象資格とバラ
ンスをみて難易度が
低すぎる

　見直しの際の人事判断基準 FY20と変更なし
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№ 資格名 奨励金 追加理由

1 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 受験料のみ
旧 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ1級、2級の試験体系変更、
旧資格の名称は残るため新規として追加

2 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 受験料のみ

3
ﾋﾞｼﾞﾈｽ統計ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ｴｸｾﾙ分析ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（上
級ﾚﾍﾞﾙ）

10,000 全社統計施策としてExcel操作をベースとし
た分析スキルへと学習フェーズを移行、全社
統計施策の目指す方向性にも合致4

ﾋﾞｼﾞﾈｽ統計ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ｴｸｾﾙ分析ﾍﾞｰｼｯｸ（基礎
ﾚﾍﾞﾙ）

受験料のみ

5
CSR検定［サステナビリティ経営とSDGs］1
級

受験料のみ ビジネスや組織運営における社会的責任の国
際基準「ISO26000」や持続可能な開発目標
「SDGs」の思想が社員に浸透し、またその知
識・ノウハウがあることの証明になる6

CSR検定［サステナビリティ経営とSDGs］2
級

受験料のみ

　新規追加【ビジネス】
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№ 資格名 奨励金 追加理由

1 Google Cloud - Cloud Digital Leader 10,000
GCPシリーズ追加

2 Professional Machine Learning Engineer 70,000

3 Windows Virtual Desktop Specialty 70,000

Microsoftシリーズ追加

4 Azure Virtual Desktop Specialty 70,000

5 Security Operations Analyst Associate 30,000

6 Azure Network Engineer Associate 30,000

7 Azure Stack Hub Operator Associate 30,000

8 Identity and Access Administrator Associate 30,000

9 Security, Compliance, and Identity Fundamentals 10,000

10 JNCIA-SEC 10,000 Juniperシリーズ追加

　新規追加【IT】1/3
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№ 資格名 奨励金 追加理由

11
VMware Certified Advanced Professional - Data Center

Virtualization Design
70,000

VMware基盤を導入しているシステム
は多数存在し知識が業務に活かせる
ため

12
VMware Certified Advanced Professional - Data Center

Virtualization Deploy
70,000

13 VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 40,000

14
VMware Certified Technical Associate - Data Center

Virtualization
20,000

15
VMware Certified Advanced Professional - Network

Virtualization Design
70,000

16
VMware Certified Advanced Professional - Network

Virtualization Deploy
70,000

17 VMware Certified Professional - Network Virtualization 40,000

18
VMware Certified Technical Associate - Network

Virtualization
20,000

　新規追加【IT】2/3
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№ 資格名 奨励金 追加理由

19
Certified in the Governance of Enterprise IT
（CGEIT）

80,000 ISACAシリーズ追加
（現行対象：CISA･CISM8万）
IT系内部統制ターゲット資格20

Certified in Risk and Information Systems Control
（CRISC）

80,000

21 Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 50,000

Kubernetesをベースにした基盤の
社内利用が増えてきている

22 Certified Kubernetes Administrator (CKA) 30,000

23 Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) 30,000

24 Automation Anywhere 認定ﾏｽﾀｰ RPA ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 30,000
DW4000PJT終了後もAAを用いた更な
る自動化・効率化を促進するため25 Automation Anywhere 認定ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ RPA ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 10,000

　新規追加【IT】3/3
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№ 資格名 現行 変更後 変更理由

1 公認内部監査人（CIA) 20,000 80,000 CISA（80,000）と難易度が同程度のため増額

2 第一級総合無線通信士 40,000 100,000

難易度に対して奨励金が低く設定されていたため

国家資格として日本 難関であり、第二級陸上無線技

術士（60,000）の資格を包含するのでそれ以上の金額

にするのが妥当

　既存資格奨励金額見直し
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№ 資格名
現行奨励

金
見直し理由

1
認定情報技術者
（CITP）

100,000

試験がない
情報処理技術者のレベル要件を満たし推薦書を添付し協会に申請、面談
を経て認定
2021年10月1日で削除

2
WACA認定
上級ｳｪﾌﾞ解析士

40,000

講習受講＋レポート採点（総額88,000円）で認定
88,000円を受験料相当と認める代わりに奨励金を廃止し「受験料のみ」
に変更※受験料上限50,000
改正前：奨励金40,000円のみ支給、受験料は対象外
改正後：受験料相当50,000円支給
2021年10月1日で改正（奨励金廃止⇒受験料支給）

３
MCPCｼﾆｱﾓﾊﾞｲﾙｼｽﾃﾑ
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

受験料の
み

講習受講＋小論文採点（総額55,000円）で認定
55,000円を受験料相当と認める
現行も「受験料のみ」のため改正不要（運用変更のみ）

受験なしで取得/認定される資格の中身を精査

　当制度にそぐわない資格の見直し
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№ 変更前資格名 変更後資格名

1 工事担任者 AI･DD総合種 工事担任者 総合通信

2 工事担任者 DD第1種 工事担任者 第一級ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信

3 工事担任者 AI第1種 工事担任者 第一級ｱﾅﾛｸﾞ通信

4 工事担任者 DD第3種 工事担任者 第二級ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信

5 工事担任者 AI第3種 工事担任者 第二級ｱﾅﾛｸﾞ通信

6 CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+)

7 CompTIA CySA CompTIA CySA+

　試験制度改訂による名称変更
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№ 資格名
現行奨励

金
削除理由

1 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ検定 1級 受験料のみ
2020年6月より試験体系変更により廃止

新試験は名称、範囲、難易度も異なるため読替

せず削除※新試験は新規追加で対応2 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ検定 2級 受験料のみ

3 工事担任者 DD第2種 20,000
2021年3月より資格名称変更及び2種の廃止

4 工事担任者 AI第2種 20,000

5
Microsoft 365 Certified Teamwork

Administrator Associate
30,000 2020年8月試験廃止

既に試験が終了しているため2021年10月1日付で削除
（制度・社員への影響なし）

　削除
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

６
ビジネスえきねっとリプレイスに伴う給
与控除

賃金控除に関する協定書

７ その他、軽微な改正
嘱託社員就業規則、転勤規程、
賞罰規程、等級規程、退職金支
給規程
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　ビジネスえきねっとリプレイスに関する給与控除①

JR東日本のサービス変更により、
6/28～ビジネスえきねっと（竹芝本社社員対象）の利用方法が変更
※Smile通達（6/4・6/28）にてお知らせ済み、

主な変更点 旧ビジネスえきねっと 新ビジネスえきねっと

チケットの発券方法 事業所設置のJR発券機で発券

乗車経路により以下のいずれかを選
択
①駅の指定席発券機で発券
②ICカード連携で乗車
③チケットレスで乗車

駅窓口での
キャンセル方法

駅窓口で取消印を受けたチケット
を受領しJTB-CWTに提出
（返金は受け取らない）

駅窓口で返金を受け取り、社内で返
金処理を実施
※駅で発券した場合のみ



37～SoftBank　Workers　Union～

　ビジネスえきねっとリプレイスに関する給与控除②

駅で発券済みのチケットをキャンセルした場合の返金処理で、
給与控除を行うケースが発生するため、労使協定に記載したい

＜駅でチケットをキャンセル/変更→現金を受領した場合＞

経理に
返金相殺申請

他の精算と
相殺確認

相殺処理

可能

給与控除処理
不可能

給与から控除

申請フォーム上で
給与控除の同意を

取得

社員 経理 人事
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　ビジネスえきねっとリプレイスに関する給与控除③
条 改正

賃金控除に関する協定書

（賃金控除）第１条

会社は、法令によるもの（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、所得税、住

民税など）のほか、次に定めるものを社員の毎月の給与および賞与から控除する。

(1) 社宅使用料

(2) 勤労者財産形成促進法に基づく預貯金等

(3) 従業員持株会の拠出金

(4) 団体扱いの生命保険料および損害保険料

(5) 労働組合の組合費

(6) 労働組合等が行う共済事業の掛金

(7) 労働組合等が行うイベント料

(8) 各種福利厚生サービス利用料

(9) マッサージ施術料

(10) 会社が実施する各種募金・義援金について、本人から依頼があったもの

(11) 業務用PCまたは業務用携帯端末等の破損、毀損、紛失について、規程に基づき社員が負担する場

合の代金

(12) 社内食堂利用料

(13) 予防接種料金

(14) 経費精算に関して社員が会社に返金する必要が生じたもの
(15) 本人の依頼に基づき会社が承認したもの

(16) 本人と会社が協議のうえ定めたもの
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agenda

№ 内容 改定規程・労使協定

６
ビジネスえきねっとリプレイスに伴う給
与控除

賃金控除に関する協定書

７ その他、軽微な改正
嘱託社員就業規則、転勤規程、
賞罰規程、等級規程、退職金支
給規程
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　その他、軽微な改正①

条 現行 改正

嘱託社員就業規則
第17条

（契約の解消）

１　会社は嘱託社員および特別嘱託社員が
次のいずれかに該当するときは、それぞれ
該当するに至った日をもって契約を解消す
る。
(1) ～(3) 条文略
(4) 第38条第８項に該当したとき
(5) 条文略

いずれかに該当するときは、それぞれ該当す
るに至った日をもって契約を解消する。
(1) ～(3) 条文略
(4) 第38条第９項に該当したとき
(5) 条文略

※項番号誤りの修正

嘱託社員就業規則
第66条

（その他の手当）

２　会社は、嘱託社員および特別嘱託社員
に対し、会社の定める新しい働き方等を支
援するため、Workstyle支援金をする。支給
要件、手当額および支給時期等は給与規程
第23条を準用する。ただし、個別の雇用契
約で定めた所定労働日数が週５日に満たな
い場合は、その日数に応じて別途定める。

２　会社は、嘱託社員および特別嘱託社員に
対し、会社の定める新しい働き方等を支援す
るため、Workstyle支援金を支給する。支給要
件、手当額および支給時期等は給与規程第23
条を準用する。ただし、個別の雇用契約で定
めた所定労働日数が週５日に満たない場合は、
その日数に応じて別途定める。

※脱字の修正
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　その他、軽微な改正②

条 現行 改正

給与規程
第30条

（日割および時間
割控除）

５　前第３項の定めにかかわらず、以下の
いずれかにに該当する社員については、フ
レックスタイム勤務規程に定める。

※誤植の修正

５　前第３項の定めにかかわらず、以下のい
ずれかに該当する社員については、フレック
スタイム勤務規程に定める。

転勤規程、賞罰規程、
等級規程、

退職金支給規程

各規則の健康経営箇所の改正（条１つ追加）により、
該当箇所を参照・引用する条文の参照先条番号の改正を実施
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9/9（木） 労働組合団体交渉説明

9/29（水） 対象資格見直しの通達発信

9/30（木） 10/1付規程改定通達

10/1（金） 規程改正

本日

　今後のスケジュール
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EOF


