
京都総合法律事務所メールマガジン 2019 年 12 月号 

  

＜おしながき＞ 

【１】トピック・各種有益情報 

【２】セミナー案内 

【３】ニュースレター案内 

  

本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都

総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月 1 回

発行しています。 

目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 

  

京都総合法律事務所 HP の新着情報には解決事例も随時更新していますので、こちらもチ

ェックしてください。 

http://kyotosogo-law.com/ 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【１】トピック・各種有益情報  

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

このコーナーは、日々の業務、商事法務、東京商工リサーチ等の情報から、弁護士野﨑隆史

が事業活動に有益な情報をセレクトしてお届けするコーナーです。 

  

◆トピック◆ 

  

2020 年のセミナー日程が決まりました！ 

今年も労務と知財を中心に有益なセミナーを実施します。 

  

① 2020 年 4 月施行パワハラ防止法制化対策 

  日時：1月 23日（木）16 時～18時 【満席御礼】 

      1月 31日（金）16 時～18時 【追加しました】 

  講師：弁護士・弁理士 拾井美香 

2020 年 4 月施行予定に備え、法改正に備える対応策を解説させていただきます。 

http://kyotosogo-law.com/seminar-power-harassment/ 

  

② 派遣法改正対応 

  日時：2月 13日（木）16 時～18時 



  講師：弁護士 伊山正和 

  

③ カスタマーハラスメント対応 

  日時：4月 16日（木）16 時～18時 

  講師：弁護士 野﨑隆史 

  

④ 団体交渉・労働組合対応 

  日時：5月 13日（水）16 時～18時 

  講師：弁護士 伊山正和 

  

⑤ 経営者が知っておきたい著作権 

  日時：6月 25日（木）16 時～18時 

  講師：弁護士・弁理士 拾井美香 

http://kyotosogo-law.com/ceoseminar/ 

  

⑥ 問題社員対応 

  日時：7月 9 日（木）16 時～18時 

      7月 14日（火）16 時～18時 

      8月 19日（水）16 時～18時 

  講師：弁護士 伊山正和 

※いずれも同じ内容です。 

  

⑦ 広告規制対応 

  日時：9月 15日（火）16 時～18時 

  講師：弁護士 野﨑隆史 

  

⑧ 模倣品対策 

  日時：10 月 15 日（木）16時～18 時 

  講師：弁護士・弁理士 拾井美香 

  

⑨ 重要判例研究 2020 

  日時：11 月 11 日（水）16時～18 時 

  講師：弁護士 野﨑隆史 

  

セミナーのお問い合わせ、お申し込みは・・・ 

http://kyotosogo-law.com/inform/ 



 

◆行政処分等情報◆ 

  

本件商品を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果が得られる

かのように示す表示をしていた会社に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令がなされ

ました。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191129_01.pdf 

  

合理的な根拠なく、自社の商品に免疫力を高める効果がある旨表示していた会社に対し、措

置命令がなされました。 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/017233/ 

  

公正取引委員会が、特定活性炭又は特定粒状活性炭の販売業者に対し、独占禁止法の規定に

基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/nov/191122_1.html 

 

◆裁判情報◆ 

  

最高裁が、有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟

において、契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請

求を認容した原審の判断に違法があると判断しました。 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89020 

 

◆企業情報◆ 

  

「コーポレート・ガバナンスに関する開示の好事例集」が公表されました。 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20191129-02.html 

  

ESRI Discussion Paper No.352「マネジメントのあり方と長時間労働・賃金格差」 

http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis352/e_dis352.html 

  

一般社団法人 日本 IR協議会は、このほど「IR優良企業賞 2019」受賞企業を決定いたしま

した。 

https://www.jira.or.jp/activity/bluechip.html 

  

消費者ネットと企業との間で差止請求に関する協議が調いました（２件）。 



https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_191120_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_191120_02.pdf 

  

◆官公庁等情報◆ 

  

経産省が、国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書を取りまと

めました。 

―令和時代に必要な法務機能・法務人材とは― 

https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191119002/20191119002.html 

「経営者が法務機能を使いこなすための 7つの行動指針」は必読です！ 

  

消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食品の表示・広告の適

正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基

づき下記の取組を実施することとしました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_infor

mation_191125_0003.pdf 

  

労働基準監督署への報告書類（安全衛生関係）は、12 月 2 日からインターネット上で作成

できるようになります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08054.html 

  

厚労省、第 156 回労働政策審議会労働条件分科会 資料（25 日） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08043.html 

「資料 2 副業・兼業の場合の労働時間管理について」は読んでおきたいところです。 

  

特許庁、産業構造審議会知的財産分科会 第 35 回特許制度小委員会（13 日開催）議事次第・

配付資料一覧（13 日） 

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/35-

shiryou.html 

「資料 1 山本敬三委員「特許法 102 条の理解と改正の課題」も読んでおきたいところで

す。 

  

消費税の転嫁 ～よくある勘違い～の掲載について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/nov/191111chubutenka.html 

  

中小企業庁が、下請取引の適正化を図る一貫で、親事業者との取引に関する調査を実施して



います。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2019/191031ShitaukeSearch.htm 

 

◆法改正情報◆ 

  

明治以来の大改正！意匠法が大きく変わります。 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol44/07_page1.html 

パンフレットはこちら 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/isho_kaisei_jp.pdf 

  

経産省、輸出貿易管理令の一部を改正する政令案が閣議決定されました（19 日） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191119001/20191119001.html 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【２】セミナー案内 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

① 2020 年 4 月施行パワハラ防止法制化対策 

  日時：1月 23日（木）16 時～18時 【満席御礼】 

      1月 31日（金）16 時～18時 【追加しました】 

  講師：弁護士・弁理士 拾井美香 

2020 年 4 月施行予定に備え、法改正に備える対応策を解説させていただきます。 

http://kyotosogo-law.com/seminar-power-harassment/ 

  

※1/23（木）は満席となりましたので、1/31 を追加しました。 

 ぜひお早めにお申込みください。 

  

② 派遣法改正対応 

  日時：2月 13日（木）16 時～18時 

  講師：弁護士 伊山正和 

  

③ カスタマーハラスメント対応 

  日時：4月 16日（木）16 時～18時 

  講師：弁護士 野﨑隆史 

  

④ 団体交渉・労働組合対応 

  日時：5月 13日（水）16 時～18時 



  講師：弁護士 伊山正和 

  

⑤ 経営者が知っておきたい著作権 

  日時：6月 25日（木）16 時～18時 

  講師：弁護士・弁理士 拾井美香 

http://kyotosogo-law.com/ceoseminar/ 

  

⑥ 問題社員対応 

  日時：7月 9 日（木）16 時～18時 

      7月 14 日（火）16時～18 時 

       8月 19 日（水）16時～18 時 

  講師：弁護士 伊山正和 

※いずれも同じ内容です。 

  

⑦ 広告規制対応 

  日時：9月 15日（火）16 時～18時 

  講師：弁護士 野﨑隆史 

  

⑧ 模倣品対策 

  日時：10 月 15 日（木）16時～18 時 

  講師：弁護士・弁理士 拾井美香 

  

⑨ 重要判例研究 2020 

  日時：11 月 11 日（水）16時～18 時 

  講師：弁護士 野﨑隆史 

  

セミナーのお問い合わせ、お申し込みは・・・ 

http://kyotosogo-law.com/inform/ 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【３】ニュースレター案内 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

News Letter vol.6 を発行しました。 

・5年前の残業代の請求を受ける時代の到来（前半） 

・管理費等の滞納者に対する弁護士費用の請求 

・宇奈月温泉事件 



・2020 年 労働問題セミナー・企業法務セミナー 開催スケジュール 

添付の PDFをご覧ください。 

  

バックナンバーは・・・ 

http://kyotosogo-law.com/category/letter/ 

 

【編集後記】 

  

2019 年 12月号、いかがでしたでしょうか？ 

  

先日の M-1は過去最高でした。 

コーンフレーク代わりのグラノーラを用意し、時を戻そうとか言いながら、録画を３回観て

しまいました。 

「もし俺が謝ってこられてきてたとしたら、絶対に認められていたと思うか？」 

ようやく言えました。 

  

2019 年は、F-1に希望を感じ、ラグビーに熱狂し、M-1に大満足した一年でした。 

阪神は・・・まぁいつもどおりでしたね。 

  

2020 年は藤川球児の 250 セーブと東京オリンピックが楽しみです。 

私が大学時代から関わっているテコンドーは問題山積ですが、アスリートファーストがお

題目に終わらないよう、選手の立場からサポートしていきたいと思っています。 

ミット蹴りは気持ち良いし、ものすごく筋肉痛になるし、綺麗な蹴りは本当にかっこいいの

になぁ・・・。 

韓流スターが SNSで実演してくれれば解決する？ 

  

さて、年賀状に戻ります。 

それでは皆様、よいお年をお迎えください！（弁護士 野﨑隆史） 

  

 

本メールマガジンは、HPからご登録いただいた方、当事務所が過去に名刺交換させていた

だいた方、セミナーにご参加いただいた方にお送りしています。 

ご意見、ご要望、送信先変更、配信停止等は、以下のお問い合わせフォームからご連絡くだ

さい。 

http://kyotosogo-law.com/inform/ 

今後とも皆様のお役に立てるよう研鑽を重ねます。 



  

【京都総合法律事務所】 

  

〒604-0924 

京都市中京区河原町二条南西角 河原町二条ビル 5階 

TEL   075-256-2560 

FAX   075-256-2561 

http://kyotosogo-law.com 


