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厚生労働省／特定健康診査の実施率は40.5％ …2238・24
2011年度／全国安全週間実施要綱決まる……2248・26
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意見……………………………………………2238・30
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「仕事」は３番目……………………………2238・32
外国人雇用状況／外国人労働者数は649,982人…2239・30
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定者の採用枠拡大等を要請…………………2240・10
新卒者雇用・特命チーム／中小企業団体に
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アスベスト訴訟／大阪アスベスト訴訟の和
解で国の考え示す……………………………2241・26
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は19.5% ２年連続増加 ……………………2242・21
労働経済動向調査／前期に続き正社員等労
働者が不足……………………………………2242・28
内閣府調査報告／今後３年間の雇用者数の
見通しは増加…………………………………2243・30
就職支援／新規学校卒業予定者に卒業後の
就職支援………………………………………2244・18
厚生労働省／地震による新規学卒予定者の
採用取消しの対応……………………………2244・28
厚生労働省調査／短時間勤務の保育士導入
を認めている市町村1,212 …………………2244・32
地震災害による派遣労働者への配慮を要請…2245・20
2009年〜10年海外情勢報告／ 各国とも失
業者に対する様々な取組を実施……………2245・25
日本経団連／震災での早期復旧・復興等当
面の雇用対策要望……………………………2246・10
退職公務員生活状況調査（人事院）／退職
後も働きたいと思った者71.5％ ……………2246・26
労働者募集等で労働条件等の適切な明示を…2249・30
経産省・厚労省・福島県／震災被災者の雇
用機会の拡大等の取組を確認………………2250・27
労働経済動向調査／製造業の生産・売上げ
額等がマイナスに……………………………2252・28
［最新 賃金・労務問題Q&A］
（賃金システ
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春闘における「賃金改善」の意味とは………2246・24
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労

働

判

例

［判例研究］（判例実務研究会）
会社分割における労働契約承継手続（判例
実務研究会 弁護士 近藤 元樹）………2236・22
個人請負型就業者の労組法上の労働者性
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業務委託契約を締結して住宅設備機器の修
理補修等の業務に従事する者が、労組法
上の労働者に当たるとされた事例…………2249・26
嘱託契約社員に対する雇止めが有効とされ
た事例…………………………………………2252・24
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