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飲み会後に会社に戻って残業します！ 

   －タフマン社員に要注意－ 

 

みなさんこんにちは。暑い夏もあとちょっと。９月は夏の余韻を楽しみ

ましょう！ 

今月号では「タフマン社員」についてちょっとお話しをしたいと思います。 

タフマン社員って何よ？とお思いのあなた。知らなくて当然です。今私が名づけました。 

 

タフマンは皆さんご存知のとおり，ヤクルトから出ているあの栄養ドリンクです。 

タフマンとは「タフな人」を意味しているそうで（その名のとおりですね。ヤクルトＨＰ参照），

タフマン社員とは「飲み会後にも会社に戻って仕事も厭わない頑張り屋さんの社員」というイメー

ジで名づけました。会社からすると，そんなタフマン社員，とても頼もしいですね！（私は飲み会

が終わったらそそくさとおうちに帰ります…ええ。） 

がしかし，そんなタフマン社員がいる会社は要注意。頼もしいとばかり言ってはいられないことも

あるのです。それは，最近，こんな注目判例が出たからです。 

 

【最高裁平成２８年７月８日判決】 

会社の歓送迎会から残業へ戻る途中に交通事故で死亡した会社員の遺族が，労災の遺族補償給付を

求めた裁判で，「歓送迎会は会社の活動に密接に関連しており、事故時は会社の支配下にあった」

と判断し，送迎会後会社に戻る途中の本件事故も労災にあたるとした。 

 

本件では，①部長の意向で歓送迎会に参加せざるを得なかったこと，②歓送迎会の費用が会社負担

であり，会社の行事の一環であったと言えることなどを理由に労災であると判断したものです。 

このように，会社の業務に関連したシチュエーション下で何らかの事故が起こった場合，会社が多

額の損害賠償を負うことになりかねません！時には会社の存続すら左右しかねません！ 

タフマン社員がいたとしても，①会社の要請で飲み会に参加させるのであれば，資料の提出期限を

延ばすなど飲み会後に仕事に戻らなくて良いように措置をとる，②そもそも会社の要請で飲み会に

参加させない，③飲み会への参加は任意とする等の対処をとっておき，労災と言われるリスクを減

らしていきましょう。 

                                    （文責：前原彩 
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今月号では，よつばのセミナー情報，千葉事務所所長弁護士今村の紹介，千葉周辺のグ

ルメ情報をお届けします！ 

～ 最近のセミナー情報をご報告します ～ 

 よつば総合法律事務所では様々なテーマでセミナーの開催，講師としての参加をしてい

ます。セミナーにご参加いただいた皆様，どうもありがとうございました。 

 ここでは，最近のセミナー情報について一部ご紹介します。（その他にも多数あります。

詳しくは当事務所の中小企業法律相談ＨＰをご覧下さい。http://www.yotsubasougou.jp/218/） 

 

★「弁護士・社労士が教えるよくある労働トラブル予防と解決の勘所」 

【６月１７日（講師 川﨑翔，三井伸容）】 

  特定社会保険労務士の先生と合同で，労働トラブル予防と解決 

 についてセミナーを開催しました。 

  トラブル事例を中心に，解雇や残業代，競業避止義務などに 

 ついてお話しさせていただきました。 

  たくさんの経営者や専門家等の方々にご参加いただき，懇親会までとても盛り上がりました。 

 

★「民法改正と人事労務の現場での実務対応」 

【７月９日（講師 三井伸容，今村公治）】 

  千葉県社会保険労務士会東葛支部主催の研修会で，民法改正と 

同改正が人事労務に及ぼす影響について２時間の講義を行いました。 

  土曜日の講義であったにもかかわらず，５０名ほどの社会保険 

労務士の先生方にお集まりいただけたおかげで，とても充実した研修会になりました。 

 

★「医療鑑定セミナー 交通事故受傷例の多角的ケーススタディ」 

 【７月２９日（講師 川﨑翔）】 

  都内で開催された交通事故分野のセミナーに弁護士川﨑が講師として参加しました。 

  医療鑑定という交通事故のなかでも専門性の高い内容のセミナーに弁護士として参加して， 

画像診断医，整形外科医の先生方と３人でパネルディスカッションをしました。  

  画像診断に至る判断経過や臨床における注意点など，専門家である医師との議論から学ぶこと   

 ができ，とても貴重な経験になりました。 

 

mailto:info@yotｓubasougou.com
http://www.yotsubasougou.jp/


 

ｄふぁｆだｆｆだふぁふぁ fdafdafdad 

dfaddafafdfa 

 弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 
２０１６年９月 Ｖｏｌ．８８ 

【お問合せ】弁護士法人よつば総合法律事務所 

0120‐916‐746（フリーダイヤル） info@yotｓubasougou.com http://www.yotsubasougou.jp/ 
【柏事務所】〒277－0005 千葉県柏市柏 1 丁目 5 番 10 号 水戸屋壱番館ビル 4 階（マツモトキヨシの向かい） 

【千葉事務所】〒260－0015 千葉県千葉市中央区富士見 1 丁目 14 番地 13 号 千葉大栄ビル 7 階（三越の向かい） 

受付時間：午前 9時～午後 6時  ※土曜・日曜・祝日 応相談 

 

 

 

～ 「あの人は今」のコーナー ～ 

 こんにちは，千葉事務所の弁護士今村です。７月号で細々とスタートした「あの人は今」のコー

ナーです！ここでは，NL会員の皆様によつばのメンバーを知っていただくべく，過去の自己紹介

記事を自ら振り返りながら，現在の近況を包み隠さずご報告させていただきます。 

ﾜﾀｸｼ今村が NL で自己紹介したのは 2014年 6月発行号になりますので，もう２年以上前，，

「男子３日会わざれば括目してみよ」と言いますが，果たして変化はあったのでしょうか！？ 

 

Q 趣味は？ 当時の答え サーフィン♪と行ってみたい今夏  

近況コメント 自分の自己紹介を振り返るのは恥ずかしいものですね。(笑) 

当時なぜこの回答かはさておき，この２年間１度も波に乗ることはありませんでした。 

最近は，テニススクールに突然通い始めました。まだ初心者ですが，テニスで心地よく 

汗を流すことが週末のたのしみです。 

Q 最近ハマっているものは？ 当時の答え W杯観戦  

近況コメント 小学校からサッカーをやっていたので W杯は無条件にハマります。 

最近はオリンピックにハマっています。ただのミーハーですね。 

Q 好きな食べ物は？ 当時の答え 蕎麦，寿司，焼肉  

近況コメント これは不動ですね！ 

今でも，寿司（回転），焼肉は，よく食べに行きます。 

最近行ったお店でいうと，“生粋（ナマイキ）”という 

末広町にある焼肉店がすごくオススメです！！ 

Q 好きな漫画は？ 当時の答え スラムダンク  

近況コメント これは不朽の名作ですね。２年経とうと１０年経とうと名作です。現在も連載中の漫画で

いうと，“キングダム”という中国の春秋戦国時代を舞台とする漫画にハマっています。 

☆ おわりに  

 自己紹介文を２年ぶりに振り返ってみましたが，，あまり変化がなく，なんだか悲しいです。 

 今年は新たな一面を見つけたいと思います！また２年後私の成長した姿をご報告させてください！ 

 

 夏といえば，海，プール，花火，かき氷♪と，魅力を語ればきりがない季節ではありますが， 

今年の夏はなんといってもリオオリンピックですね！！ 

 みなさま，水分補給を忘れず体調に気をつけて，ステキな夏をお過ごしください♪ 

 

before (2 年以上前) 

Nennmae  

) 

after (現在) 

Nennmae  

) 
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～ 千葉周辺でオススメのお店紹介 ～ 

今月号では，お勧めのお店紹介のコーナーをお送りします♪ 

 

☆トラットリア・アルベロ 

千葉市若葉区東寺山町３４５－４  

（千葉モノレール線みつわ台駅 徒歩１０分） 

（TEL:０４３－２５４－３００２） 

知る人ぞ知る隠れ家的イタリアンのお店です。イタリアの本場で修

行したシェフが作る料理は絶品で，値段と味・ボリュームなどを考

えるとコスパも良いと評判です。 

アットホームな雰囲気にリラックスしながらお食事できると思い

ます。 

 

☆フロマージュ 

千葉市中央区弁天２－２２－２ エスポワール１Ｆ 

（ＪＲ線・京成線「千葉駅」徒歩３分） 

（TEL:０４３－３０６－７８３８） 

駅を少し離れた静かな場所に居を構えるフロマージュ。 

石窯で焼いた本格的なピザ、チーズやソーセージ、世界のビール

が楽しめるお店です。 

 

☆ 必 勝 軒  

習志野市津田沼２－５－９ 

（ＪＲ「津田沼駅」徒歩５分） 

（TEL:０４７－４７４－８２８３） 

永福町大勝軒と東池袋大勝軒で修行を積んだ店主が営んでいる

津田沼では有名なラーメン店です。  

曜日ごとに違うスープが味わえます。 

（◆月・火／バランス◆水／濃厚鶏豚◆木／濃厚魚介 

◆金／魚介系強調◆土・祝日／オールマイティー） 
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