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厚生労働省 委託事業 労働契約等解説セミナー2017 
基礎セミナー／判例・事例セミナーのご案内 

「安心」して「働く」ためのルール ～使用者と労働者の約束事＝「労働契約」とは～ 

 

昨年度に引き続き、雇用する側（使用者）と雇用される側（労働者）をつなぐルール

である“労働契約”について基本的な事項をわかりやすく解説する 2 種類のセミナー

を開催します。人事ご担当者や企業等で働いている方は是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、セミナー終了後には、労働時間や労働契約および無期転換ルール導入等に関する相談会を実施します。 

※ セミナーの詳細は、セミナー専用 HP をご覧ください http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201704.html 

※ 判例・事例セミナーは 2010 年度労働契約解説セミナー受講者、2011～2017 年度の基礎セミナー受講者を対象としています。 

今年度初めて参加される方で、判例・事例セミナー受講を希望される場合は、基礎セミナーへの参加もおすすめします。 

開催日・場所 ２０１７年 5 月～２０１８年３月まで全国にて開催します。各地域の詳細は裏面をご覧ください。 

時間 

基礎セミナー 13：10 ～ 15：35 （受付開始 12：50） 
判例・事例セミナー 15：35 ～ 16：45 （受付開始 15：25） 
個別相談会 16：45 ～ 

定員 各回 70名 参 加 費 無 料 ※先着順 定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

ご参加いただける方にはFAXまたはEメールにて受講票をお送りします。 
【申込書】  ※下記の申込書に必要事項を記載の上、FAX （03-3218-5801） にてお申込ください。 

お申込は E メールでも受け付けています。E メールでお申込の際は、下記申込書の内容および参加希望会場名
を、セミナー事務局（seminar.mhlw@tokiorisk.co.jp）までお送りください。 

お申込み会場 月    日開催 会場 

お申込回 基礎セミナー セミナー開始13：10 判例・事例セミナー セミナー開始15：35 

※ ご希望のセミナーに○を付けてください。両方のセミナーへの申し込みも可能です。 

フリガナ  

お名前 
 

ご職業 

a. 会社員（正社員･人事担当） b. 会社員（正社員･人事担当以外） c. 会社員（正社員以外） 

d. 会社役員・事業主 e. 求職中 f. 学生 g. その他（           ） 

会社名 ※差し支えない範囲でご記入ください。 

ご連絡先 
受講票の送付先とな

ります。必ずご記入く

ださい。 

電話番号：    （    ）      FAX番号    （    ）       
メールアドレス： 
ご住所 〒   ―     

 

＜個人情報の取扱いについて＞ 
送信していただいた個人情報は、セミナー運営およびそれに準じる情報提供の目的のために使用いたします。当社は、ご本人の同意を得ないで、この利用目的の達成のために必要な
範囲を超えて登録者の個人情報を利用いたしません。なお、当社が求める個人情報を記入いただけない場合、または登録内容に不備がある場合には、お申込を受け付けることができ
ない可能性があります。当社にご登録いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用・提供の拒否権を希望される場合には、ご本人であることを確認させてい
ただいたうえで、合理的な範囲で対応させていただきます。上記につき同意の上、セミナーへの申し込みをお願いします。個人情報に関する問い合わせ先：東京海上日動リスクコンサル
ティング株式会社 コーポレートサービス部管理ユニット TEL03-5288-6580 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23F 

お問合せ 
労働契約等解説セミナー事務局 TEL：03-6213-6150  e-mail：seminar.mhlw@tokiorisk.co.jp 

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 製品安全・環境本部内 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23F    

<対象者>労働契約や無期転換ルールについて基本的知識を習得したいとお考えの方 

<内容>「基礎ｾﾐﾅｰ」(ﾊﾟｰﾄ 1)：労働者・使用者それぞれの権利・義務などを中心と

する労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎について 

(ﾊﾟｰﾄ 2)：有期労働契約における無期転換ルールの内容、取組み事例について 

「判例・事例ｾﾐﾅｰ」：労働契約に関連する各種判例・事例について 

※セミナーの内容につきましては昨年度とほぼ同一内容です。 

参加 
無料 



労働契約等解説セミナー2017 上期開催日程
会場名 開催日 会場 

滋賀１ H29/06/23 ピアザ淡海 2階 207会議室 

京都１ H29/07/04 
TKP 京都四条烏丸カンファレンスセンター 
2階 カンファレンスルーム2B 

大阪１ 
(大阪市) 

H29/06/06 
TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンター 
3階 ホール3A 

大阪２ 

(大阪市) 
H29/07/05 

TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンター 

3階 ホール3A 

兵庫１ H29/06/06 
TKP神戸三宮カンファレンスセンター 5階  
カンファレンスルーム5C 

奈良１ H29/07/05 やまと会議室 5階 大会議室 

和歌山１ H29/07/06 和歌山ビッグ愛 2階 201 

鳥取１ H29/07/19 
とりぎん文化会館（鳥取県立県民文化会館）  

2階 第2会議室 

島根１ H29/07/20 松江アーバンホテル 3階 大会議室 320 

岡山１ H29/06/07 TKP岡山カンファレンスセンター 2階 吉備 

広島１ 
(広島市) 

H29/06/07 
TKP広島平和大通りカンファレンスセンター  
3階 ホール3D 

広島２ 

(広島市) 
H29/07/06 

TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前  

5階 カンファレンスルーム5A 

山口１ 
(山口市) 

H29/06/27 労福協会館 4階 大会議室 

徳島１ H29/06/15 
とくぎんトモニプラザ（徳島県青少年センター） 
4階 会議室2 

香川１ H29/06/14 高松センタービル 2階 201号室 

愛媛１ H29/06/08 
松山市総合コミュニティセンター 2階  

第1＋第2会議室 

高知１ H29/06/13 高知城ホール 2階 中会議室 

福岡１ 
(福岡市) 

H29/06/08 Ａ.Ｒ.Ｋビル 2階 Ｂ会議室 

福岡２ 
(福岡市) 

H29/06/28 福岡朝日ビル 地下1階 16号会議室 

佐賀１ H29/06/29 レンタル会議室 サンシティ 5階 Aホール 

長崎１ H29/06/30 長崎商工会議所 3階 第1、2会議室 

熊本１ H29/06/13 TKPガーデンシティ熊本 5階 不知火 

大分１ H29/06/29 大分県中小企業会館 6階 大会議室 

宮崎１ H29/06/15 高千穂ホール 8階 全室 

鹿児島１ H29/06/14 天文館ビジョンホール 6階 ホール 

沖縄１ H29/07/25 沖縄県青年会館 2階 梯梧の間 

 

会場名 開催日 会場 

北海道１ 
(札幌市) 

H29/07/25 
TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前 5階  
ラベンダー 

北海道２ 

(札幌市) 
H29/07/26 

TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前 5階  

ラベンダー 

青森１ H29/07/11 
リンクステーションホール青森 4階  
小会議室1 

岩手１ H29/07/12 マリオス盛岡地域交流センター 18階 181 

宮城１ 
(仙台市) 

H29/06/01 
TKPガーデンシティ仙台勾当台 3階  
ホール5 

宮城２ 

(仙台市) 
H29/07/26 

TKP仙台西口ビジネスセンター 2階  

カンファレンスルーム2A 

秋田１ H29/07/13 秋田県JAビル会議室 7階 中会議室 

山形１ H29/05/31 ヤマコーホール 7階 中ホール 

福島１ 
(福島市) 

H29/05/30 福島テルサ 3階 あぶくま 

茨城１ 

(水戸市) 
H29/06/02 茨城県産業会館 2階 研修室 

群馬１ 
(前橋市) 

H29/07/12 ベイシア文化ホール 5階 505・506 

栃木１ H29/05/31 
コンセーレ（一般財団法人栃木県青年会館） 
1階 大ホールＢ 

埼玉１ 
(さいたま市) 

H29/05/26 TKP大宮ビジネスセンター 5階 ホール2 

埼玉２ 

(さいたま市) 
H29/07/28 TKP大宮ビジネスセンター 5階 ホール2 

千葉１ 
(千葉市) 

H29/05/25 千葉商工会議所 14階 第2ホールＡＢＣ 

千葉２ 
(船橋市) 

H29/07/27 
セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋 1階  
大研修室Ｂ 

東京１ H29/05/23 
TKP赤坂駅カンファレンスセンター 13階  
ホール13A 

東京２ H29/07/21 
TKP赤坂駅カンファレンスセンター 13階  

ホール13A 

神奈川１ 
(横浜市) 

H29/05/24 
TKP ガーデンシティ PREMIUM 横浜ランドマ
ークタワー 25階 バンケットルームA 

神奈川２ 
(横浜市) 

H29/07/20 
TKP ガーデンシティ PREMIUM 横浜ランドマ
ークタワー 25階 バンケットルームA 

新潟１ H29/07/11 駅まえオフィス貸し会議室 7階 大会議室 

富山１ H29/06/20 スカイインテック 4階 スカイギャラリー 

石川１ H29/06/21 金沢市文化ホール 3階 第5+第6会議室 

福井１ H29/06/22 ホテルエコノ福井駅前 2階 会議室A・B 

山梨１ H29/07/19 かいてらす 2階 大会議室 

長野１ H29/07/13 長野バスターミナル会館 4階 芙蓉・寿 

岐阜１ H29/06/22 グランパレホテル駅前会議室 4階 欅・桂 

静岡１ 
(静岡市) 

H29/06/20 
ＣＳＡ貸会議室 レイアップ御幸町ビル 
(旧山口駅前ビル) 5階 5-Ｃ 

愛知１ 
(名古屋市) 

H29/06/21 
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター 6階  
カンファレンスルーム6C 

愛知２ 

(名古屋市) 
H29/07/04 

TKP名古屋駅前カンファレンスセンター 6階  

カンファレンスルーム6C 

三重１ 
(津市) 

H29/06/22 津商工会議所 1階 丸之内ホール 

※下半期は10月から順次開催予定です。 


