
厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー 
『「安心」して「働く」ためのルール』が開催されます 

 

雇用される側（労働者）と雇用する側（使用者）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セミナーを開催しま

す。 

労働契約法・労働基準法で定められていることなど、労働者の皆様が安心し

て働くために知っておくべき重要なルールや、労働者・使用者それぞれの権利

義務などをわかりやすく解説いたします。 

また、無期転換ルール（※）については、施行から５年を迎える平成30年4

月1日以降、このルールに基づき、多くの有期契約労働者の無期転換申込権が発

生していることから、円滑な無期転換を進めるための適切な対応が必要です。

このため、無期転換ルールの具体的な導入方法のほか、先行している企業の導

入事例を紹介いたします。 

さらに、副業・兼業の促進について、現状や促進の方向性、労働者と企業の

それぞれの留意点をわかりやすく解説いたします。 

なお、セミナー終了後には相談ブースを設け、労働時間や労働契約等に関す

る相談、無期転換ルールの導入や申込み方法などに関する相談に応じます。 

（※）有期労働契約が更新されて通算5 年を超えたときに、労働者の申込みによ

って企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールです。 

富山県内におけるセミナーの日程、会場等は以下のとおりです。 

 

〔一般労働者・事業主向け労働契約等解説セミナー〕 

・日程      ：平成30年9月7日（金） 

午前の部  ：9時30分 ～12時00分 

午後の部  ：13時30分～16時00分 

（各回30分前より受付開始） 

個別相談会：16時00分～17時00分 

・会場      ：富山県民共生センター サンフォルテ 研修室307～308号室 

・参加費    ：無料 

・申込先    ：専用webサイト 

http://partner.lec-jp.com/ti/working-time/ 

FAX 03-5913-6409 

FAX 申込用紙は、本事業の委託先である株式会社東京リーガルマイ

ンドの専用web サイトからダウンロードできます。 

このセミナーは労働者や事業主の方など、どなたでもご参加になれます。参

加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 
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労働者や事業主、人事労務担当者
などを対象に、「安心」して「働く」
ための労使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
セミナーを開催します。
ぜひ、ご参加ください。

対象者
どなたでもご参加いただけます
（事業主、人事労務担当、労働者など）

❶ 労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎
❷ 無期転換ルール
❸ 副業・兼業の促進

セミナー
時間

午前の部

お問い合わせ先

午後の部
9：30～12：00
13：30～16：00

個別相談会 16：00～17：00

FAX:03-5913-6409
●本紙裏面のFAX申込書 ●専用webサイトへ

受付後、約5営業日ほどで受講票をメールで送付いたし
ますので、当日は受講票をご持参ください。
※受講日の直前にお申込みされた方は、受講票は不要です。

QRコードからも
ご覧いただけます

LEC 労働契約等解説セミナー

厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー」事務局 株式会社 東京リーガルマインド
〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル TEL : 03-5913-6085（平日9時～18時）  FAX : 03-5913-6409
E-Mail: working-time@lec-jp.com 専用HP: http://partner.lec-jp.com/ti/working-time/

（委託運営）

( )

http://partner.lec-jp.com/ti/working-time/
※お預かりした個人情報は本事業に係るご連絡にのみ使用します。
　無断で第三者に提供することはありません。

セミナー
内容

申 込
方 法

午前の部、午後の部はどちらも同じ内容のため、ご都合の良
い回にご参加ください。各回30分前より受付を開始します。

( )労働時間や労働契約、無期転換ルールに関する相談会を
開催します。※事前にご予約を頂けますとスムーズにご案内できます。

参加費

各回先着
100名～
250名

無料

平成30年度 厚生労働省委託事業

Administrator
ハイライト表示



ブロック 都道府県 開催地 会場名 教室

北海道 札幌市 8/30 (木) 北海道建設会館 大ホール

北海道 札幌市 10/22 (月) 北海道建設会館 大ホール

青森 八戸市 8/23 (木) 八戸地域地場産業振興センター 多目的中ホール

岩手 盛岡市 9/18 (火) アイーナいわて県民情報交流センター 会議室803

宮城 仙台市 11/14 (水) 東京エレクトロンホール宮城 60１大会議室

宮城 仙台市 12/12 (水) 東京エレクトロンホール宮城 60１大会議室

秋田 秋田市 9/19 (水) 秋田市文化会館 大会議室

山形 山形市 9/21 (金) 山形テルサ 大会議室

福島 福島市 9/7 (金) コラッセふくしま 多目的ホール

茨城 水戸市 9/25 (火) 茨城県立県民文化センター 集会室1～4

栃木 宇都宮市 10/25 (木) 栃木県産業会館 大会議室

群馬 前橋市 9/21 (金) ベイシア文化ホール(群馬県民会館) ４０２会議室

埼玉 さいたま市 10/10 (水) ＴＫＰ大宮ビジネスセンター ホール１

埼玉 さいたま市 10/26 (金) ＴＫＰ大宮ビジネスセンター ホール２

埼玉 さいたま市 11/14 (水) ＴＫＰ大宮ビジネスセンター ホール１

埼玉 さいたま市 11/28 (水) ＴＫＰ大宮ビジネスセンター ホール１

長野 長野市 9/20 (木) JA長野県ビル 12階A会議室

千葉 千葉市 8/16 (木) 千葉市文化センター セミナー室

千葉 千葉市 10/9 (火) 千葉市文化センター セミナー室

千葉 千葉市 10/30 (火) 千葉市文化センター セミナー室

千葉 千葉市 12/18 (火) 千葉市文化センター セミナー室

東京 千代田区 8/7 (火) 日本教育会館 第1会議室

東京 千代田区 9/3 (月) 日本教育会館 第1会議室

東京 千代田区 10/9 (火) 日本教育会館 第1会議室

東京 千代田区 11/26 (月) 日本教育会館 第1会議室

東京 千代田区 12/18 (火) 日本教育会館 第1会議室

神奈川 横浜市 8/24 (金) 神奈川県中小企業共済会館 601～604会議室

神奈川 横浜市 9/28 (金) 神奈川県中小企業共済会館 601～604会議室

神奈川 横浜市 10/19 (金) 神奈川県中小企業共済会館 601～604会議室

神奈川 横浜市 12/3 (月) 神奈川県中小企業共済会館 601～604会議室

山梨 甲府市 8/23 (木) コラニー文化ホール（山梨県立県民文化ホール） 会議室

新潟 新潟市 8/15 (水) 新潟テルサ(新潟勤労者総合福祉センター） 大会議室

富山 富山市 9/7 (金) 富山県民共生センター　サンフォルテ 研修室３０７～３０８号室

石川 金沢市 10/19 (金) 石川県女性センター 大会議室

福井 福井市 11/15 (木) 福井県国際交流会館 第1、第2会議室

岐阜 岐阜市 8/16 (木) ワークプラザ岐阜 大会議室

静岡 静岡市 10/11 (木) 静岡県男女共同参画センター（あざれあ） 2階大会議室

静岡 静岡市 11/15 （木） 静岡県男女共同参画センター（あざれあ） 2階大会議室

愛知 名古屋市 9/25 (火) ウインクあいち 大会議室901

愛知 名古屋市 10/30 (火) ウインクあいち 大会議室901

愛知 名古屋市 11/8 (木) ウインクあいち 大会議室902

三重 津市 8/30 (木) 三重県教育文化会館 大会議室

滋賀 彦根市 10/19 (金) 彦根勤労福祉会館 ４階大ホール

京都 京都市 8/21 (火) コープ．イン．京都 大会議室201～202号室

大阪 大阪市 8/21 (火) マイドームおおさか 第1、第2会議室

大阪 大阪市 9/21 (金) マイドームおおさか 第1、第2会議室

大阪 大阪市 10/19 (金) ＰＬＰ会館 5階大会議室

大阪 大阪市 11/22 (木) ＰＬＰ会館 5階大会議室

兵庫 神戸市 9/14 (金) 神戸市教育会館 大ホール
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東
海
ブ
ロ

ッ
ク

日程

別添２



ブロック 都道府県 開催地 会場名 教室日程

兵庫 神戸市 11/16 (金) 神戸市教育会館 大ホール

兵庫 神戸市 11/30 (金) 神戸市教育会館 大ホール

奈良 奈良市 9/21 (金) エルトピア奈良(奈良労働会館) 大会議室(Ａ＋Ｂ)

和歌山 和歌山市 11/22 (木) 和歌山県民文化会館 特設会議室

鳥取 鳥取市 9/12 (水) 鳥取県立生涯学習センター 講義室

島根 松江市 10/12 (金) 松江テルサ 大会議室

岡山 岡山市 8/7 (火) オルガホール オルガホール

広島 広島市 10/23 (火) 広島県情報プラザ(広島県立産業技術交流センター) 第１，２研修室

広島 広島市 12/13 (木) 広島県情報プラザ(広島県立産業技術交流センター) 第１，２研修室

山口 下関市 9/25 (火) 海峡メッセ下関（山口県国際総合センター） 801大会議室

徳島 徳島市 11/30 (金) あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 小ホール

香川 高松市 8/21 (火) レクザムホール 大会議室

愛媛 松山市 10/18 (木) ひめぎんホール 第６会議室

高知 高知市 11/21 (水) 高知県立県民文化ホール 第６多目的室

福岡 福岡市 8/22 (水) 天神クリスタルビル 大ホール

福岡 福岡市 10/3 (水) 天神クリスタルビル 大ホール

福岡 福岡市 12/5 (水) 天神クリスタルビル 大ホール

佐賀 佐賀市 9/3 (月) 佐賀市文化会館 大会議室

長崎 長崎市 11/9 (金) 長崎県建設工業協同組合 大会議室

熊本 熊本市 10/31 (水) くまもと県民交流館　パレア 会議室1

大分 大分市 10/24 (水) 全労災ソレイユ（大分県労働福祉会館） 牡丹

宮崎 宮崎市 8/9 (木) JA・AZMホール（宮崎県農協会館） AZM別館　302研修室

鹿児島 鹿児島市 9/21 (金) 天文館ビジョンホール 6Ｆホール

沖縄 那覇市 11/13 (火) 沖縄県青年会館 2階大ホール

午後のみ

※色つきの開催日はは午後のみとなります。
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