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　人事労務関係の書籍は多数で回っており
ますが、残業問題、派遣労働者の問題、
セクハラ・パワハラ問題と言った部分的な
取り上げ方をしたものが多く、１冊で人事
労務全体を見渡せる書籍は少ないのが現
状です。
　そこで本書は、人事労務全体から108 の
ポイントを幅広く取り上げ、実務的な解説
を加えました。弁護士だから書けた、裁判
を見据えた人事労務管理のポイントも収載
されおり、トラブルになりにくい人事労務管
理体制を構築するにはどうすれば良いかと
いった点まで言及されています。

　また、昨年発生した東日本大震災を踏ま
え、災害労務という最新の問題についても
取り上げております。災害時の企業の対応
や、解雇、変則労働、賃金引き下げなど想
定される事例が紹介されております。
　このような解説に加え、巻末には書式や
規程などのサンプルを収載していますので、
本書一冊で人事労務に関するポイントを一
覧することができます。
　日頃、人事労務にご関心のある人事担当
者の方はもちろん、顧問先をお持ちの士業
の方々、経営者、従業員等どの立場の方々
にもお勧めいたします。
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