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「労働不能と病気－ドイツ労働法の観点から」  

「労働関係におけるインターネットと電子メールの

使用－ソーシャルメディアと従業員情報保護を通じ

ての新たな展開」 

 

在独日系企業各位  

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

在独日系企業の皆様におかれましては、日頃弊社のサービスをご利用

頂き、誠に有難うございます。  

KPMG デュッセルドルフ事務所は、来る 4 月 18 日（木）にドイツの

労働法に関するセミナーを開催致します。雇用契約は、雇用者と従業

員の双方に対する権利と義務に関連するものであります。ドイツ労働

法の正しい理解は、雇用契約に関係した状況の整理や雇用者と従業員

の間の対立に対応するための基本となるものです。今回のセミナーに

おけるテーマは「労働不能と病気－ドイツ労働法の観点から」と「労

働関係におけるインターネットと電子メールの使用－ソーシャルメデ

ィアと従業員情報保護を通じての新たな展開」の２本立てです。  

日時：  

2013年 4月 18 日（木） 15：00 開始 

（14：30受付開始） 
 
於：  

KPMG デュッセルドルフ事務所   

会議室１ 
 
主催：  

KPMG デュッセルドルフ事務所   

グローバル・ジャパニーズ・ 

プラクティス 
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最初のテーマである「労働不能と病気－ドイツ労働法の観点から」では、従業員が病気で仕事を休まざる

を得なくなったときの対応等について、ドイツ労働法の観点からアプローチいたします。従業員が病気に

より勤務できなくなった場合でも、雇用者は従業員に給与を支払い続ける義務はあるのでしょうか。従業

員が休暇中に病気になった場合は、雇用者はどう対応するべきなのでしょうか。従業員があまりにも頻繁

に、長期間に渡り病欠したときには、どういう対処をするべきなのでしょうか。最新の法令や判例などを

紹介しつつ、解説いたします。  

もう１つのテーマ、「労働関係におけるインターネットと電子メールの使用－ソーシャルメディアと従業

員情報保護を通じての新たな展開」では、職場でのインターネット及び電子メールの使用とそれに関する

労働法上の問題について、解説いたします。インターネットと電子メールは日常生活においてだけではな

く、労働関係、職場においても、もはや必要不可欠な存在といっても過言ではありません。ここ数年で、

フェイスブック等のソーシャルメディアも著しく普及しました。それに伴い、職場や勤務時間におけるイ

ンターネット、電子メール及びソーシャルメディアの利用は、どの程度の範囲で認められるのかといった

問題も生じます。貴社におけるソーシャルメディア・ガイドラインを明確にするために、いくつかの具体

例もご紹介いたします。  

なお、本セミナーは、英語により実施され、日本語翻訳資料及び日本語での要約解説を交える形で開催い

たします。  

ご多忙の折とは存じますが、是非お誘い合わせの上、ご参加下さいます様ご案内申し上げます。また個別

のご相談にも対応させて頂きますので、ご興味のある方は是非ジャパン・デスクまでご連絡下さい。  

敬具  

             

ﾖｰｸ・ｸﾞﾘｭｰﾈﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ   ｼｭﾃﾌｧﾝ・ﾐｯﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾌ   竹下 晋平         鈴木 雄飛  

          



KPMG GJP Germany Labor Law Seminar  
 

 

 
© 2013 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. The 
KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks of KPMG International. 

KPMG デュッセルドルフ事務所  

グローバル・ジャパニーズ・プラクティス・セミナー  

「労働不能と病気－ドイツ労働法の観点から」  

「労働関係におけるインターネットと電子メールの使用－  

ソーシャルメディアと従業員情報保護を通じての新たな展開」 
 

日付：  2013年 4月 18日（木）  

時間：  15 : 00 – 18 : 00 （予定）  

場所：  KPMGデュッセルドルフ事務所、会議室 1  

          Tersteegenstr. 19-31、40474 Düsseldorf (添付地図参照)  

講師： Dr. Stefan Middendorf: KPMG 法律事務所デュッセルドルフ パートナー   

 

時間  テーマ  講師  言語  

14.30 - 15.00  受付  

15.00 - 15.10  開会の挨拶   Jörg Grünenberger  英語  

15.10 - 16.30  「労働不能と病気－ド

イツ労働法の観点か

ら」  

Dr. Stefan Middendorf  英語  

(日本語要約あ

り)  

16.30 - 16.45  休憩  

16.45 - 17.45  「労働関係におけるイ

ンターネットと電子メ

ールの使用－ソーシャ

ルメディアと従業員情

報保護を通じての新た

な展開」  

Dr. Stefan Middendorf  英語  

(日本語要約あ

り)  

17.45 - 18.00  質疑応答 / 閉会の挨拶  

18.00 – 19.00  懇親会  

参加費： 無料  

セミナー終了後、お食事、お飲み物を準備して、懇親会の開催を予定しております。  

参加御希望の方は、別添の申込書に御記入の上、4 月 15 日（月）までに FAX（0211-475-6336）あるいはメール

（ysaito@kpmg.com）にて御返信下さいます様、御願い申し上げます。  

【本件に関する連絡先】  

KPMG デュッセルドルフ事務所 グローバル・ジャパニーズ・プラクティス  

 ＴＥＬ： 0211-475-7330 （鈴木  雄飛）   0211-475-7336 （斎藤  陽子）  

当日は予定時刻に開始致しますので、お早めに御来場下さいます様御願い申し上げます。  



KPMG GJP Germany Labor Law Seminar  
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TELEFAX COMMUNICATION 

To:    KPMG Dusseldorf Global Japanese Practice (Attention: Yoko Saito)  

Fax:   0211-475-6336 

KPMGデュッセルドルフ事務所 グローバル・ジャパニーズ・プラクティス・セミナー

「労働不能と病気－労働法の観点から」  

  

「労働関係におけるインターネットと電子メールの使用－ ソーシャルメディアと従業員情報保護を通じての新

たな展開」  

 

参加申込書  

日時：   2013 年 4 月 18 日（木）、15:00 - 18:00  

場所：   KPMG デュッセルドルフ事務所、会議室１  

御出席者:              

(英文/漢字):              

  

(御役職名） :                

会社名(英文) :             

  

御住所:                

                

 

御電話番号:              

  

ファクシミリ番号:             

  

Ｅメ－ルアドレス:             

  

駐車場御希望:          

セミナー終了後の懇親会には、ご参加になりますか？  

☐ 希望する（   台）          ☐ 希望しない  

☐ はい     ☐いいえ     ☐当日の状況による   


