
【会場講座】 令和3年7月6日(火）～ 令和３年12月10日(金）時間 18:30～20:40
      　　　　　※Zoom講義の回があります。受講のご案内メールを別途お送り致します。

【WEB講座】 令和3年8月1日(日）～ 令和4年3月末日迄のご希望の指定開始日より５ヵ月間。
      　　　　　※会場講義を録画し、WEB(オンデマンド)講座として翌月から配信を開始します。
      　　　　　※早期申込の方は、視聴開始日のご指定は出来ません。
      　　　　　※視聴方法の詳細は、受付のメールにてご案内致します。

【休講制度】 期間中、月単位の休講(振替)が可能です。例︓12･1月休講→2･3月へ振替え
      　　　　　1ヵ月5千円、最長2ヵ月(1万円)迄。　 ★早期申込の方は無料でご利用頂けます。

【延長制度】 視聴期間の延長が可能です。1ヵ月1万円、最長2か月(1万5千円)迄。
　　　　　　　 ★早期申込の方は、1/31まで無料でご視聴頂けます。

【 定 員 】    ■ 会場受講　90人 (WEB講座の視聴も出来ます。)
                ■ WEB(オンデマンド)受講　定員無し

【受講料】  (お一人様) 会場・WEBいずれも 49,500円（税込）テキスト付　※1講義の単価 1,650円
【 割 引 】 　 団体申込(３人以上) 、障害者手帳をお持ちの方︓2千円割引

　　　　　　　 ※割引条件の重複適用は出来ません。

【 聴 講 】　単講義(科目)ごとのお申込みが出来ます。１講座 3千円
　　　　　　　 ※法人･団体名でのお申込みも出来ます。差額をお支払い頂きますと本講座への切換えも可能です。
　　　　　　 　※複数講義申込割引︓ 5～９講義︓１割引　　10講義以上︓ ２割引

【修了証書】 全30回の内21回(7割)以上出席又は視聴をされた方には、県知事名の修了証書を授与。

【お申込み】 公益財団法人 神奈川県労働福祉協会　事務局　労働大学講座担当
　　　  　　〒231-0026 横浜市中区寿町1-4 神奈川県立かながわ労働プラザ７階
　　　 　    TEL 045-633-5410　FAX 045-633-5412
　詳しくはホームページをご覧下さい。

 講 座 の 概 要 講 座 の 概 要

主催︓公益財団法人 神奈川県労働福祉協会　　共催︓神奈川県主催︓公益財団法人 神奈川県労働福祉協会　　共催︓神奈川県

※WEB講座は、講義の録画をWEB上で配信し、受講（視聴）出来る様にしたものです。スマホやタブレットでもご視聴頂けます。 

いつでも、どこでも、
何度でも、スキマ時間で
繰返し視聴可能です ！

全30講義60時間 視聴期間５ヵ月間 ！

 ★早期申込特典
   ① 7月からWEB(オンデマンド)視聴が出来ます。(講義翌々日配信予定)
   ② 通常5ヵ月間の視聴期間を1ヵ月延長し､1/31までご視聴頂けます。
   ③ 休講制度が無料で利用頂けます。

全30講義60時間 視聴期間５ヵ月間 ！

 ★早期申込特典
   ① 7月からWEB(オンデマンド)視聴が出来ます。(講義翌々日配信予定)
   ② 通常5ヵ月間の視聴期間を1ヵ月延長し､1/31までご視聴頂けます。
   ③ 休講制度が無料で利用頂けます。
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神奈川県労働大学講座 検索

申込フォーム

※コロナウィルスの感染拡大や諸般の事情により、日程･内容等の変更、中止、WEB講座への変更となる場合がありますので､予めご了承下さい。

 (6/30迄にお申込みの方)

プラザ
【 神奈川県共催事業 】【 神奈川県共催事業 】



　勤労者をはじめ、労働問題に関心のある方々を対象に、広く労働法や人事労務管理、社会保障に関する知識を体系的に学び、
広い視野と合理的かつ客観的な認識力･判断力を培い、労働問題の自主的解決能力の向上、労働環境の改善等に資する事を目的
としています。労働法の基本的な枠組みから、労働基準法や労働契約法、就業規則、懲戒や解雇、労働組合法、賃金、労働時間、
休暇、休業、非正規雇用、派遣法、均等法、労安法など、法改正や最新の動向を踏まえ労働法制等を体系的に学びます。

■第71期　神奈川県労働大学講座

講義日程 (科目･講師)講義日程 (科目･講師)

　本講座は、神奈川県が1952年(昭和27年)に開講して以来、今期で71回目を迎える歴史と伝統ある講座です。
　労働法分野、人事労務管理分野、社会保障分野などの分野を網羅し、時代背景や社会情勢等を踏まえ、労働全般に関する
専門的な知識を体系的に学ぶための実践的カリキュラムの設定を行っております。
　講師陣は、現在、第一線で活躍する各分野の専門家で構成され、最新の専門的講義に接する事が出来ます。
　歴代の神奈川県知事より修了証書が授与されてきた権威ある講座で、これまでの修了者数は、8,995名を数えます。

講座のねらい講座のねらい

講座の特色講座の特色

■

■

労働法分野
回 日程 形式 科　　目 詳細内容 講師（敬称略）

1 7/6(火) 会場 開講の辞　労働法総論 労働法の意義･目的と労働法等をめぐる諸問題 法政大学名誉教授　金子 征史

2 7/8(木) 会場 雇用の基本的枠組み 雇用の基本ルール、労基法・労契法のポイント、
就業規則のポイント、労働契約の基本的考え方 成蹊大学法学部教授　原 昌登

3 7/21(水) 会場 労働契約の成立、労働関係の開始 労働契約、募集・採用、採用内定、試用のルール 早稲田大学法学学術院
教授 島田 陽一

4 7/26(月) 会場 業務命令・人事 昇進・昇格・降格、配転・出向・転籍、
休職、企業組織の変動と労働契約

早稲田大学法学学術院
教授 島田 陽一

5 7/30(金) 会場 就業規則と労働条件の変更 就業規則の機能、法的性質、内容、作成手続、労働協約
による不利益変更、個別合意による不利益変更

早稲田大学法学学術院
教授 島田 陽一

6 8/5(木) 会場 懲戒処分、ハラスメント 懲戒の法規制・懲戒事由の事例、ハラスメントの典型例・
防止措置義務、労災、パワハラの境界 成蹊大学法学部教授　原 昌登

7 8/17(火) 会場 労働関係の終了 労働契約の終了､解雇､定年、高齢者雇用確保 早稲田大学法学学術院
教授 島田 陽一

8 8/19(木) 会場 労働組合法１ 労働組合の結成と運営､団体交渉、労働協約 成蹊大学法学部教授　原 昌登

9 8/27(金) 会場 労働組合法２ 団体行動､不当労働行為 成蹊大学法学部教授　原 昌登

10 8/31(火) 会場 賃金 賃金の基本ルール、賞与・退職金、
休業手当、最低賃金 法政大学法学部教授　沼田 雅之

11 9/2(木) 会場 労働時間１ 労働時間制度の基本的枠組み、時間外労働・
休日労働、働き方改革による法改正点 法政大学法学部教授　浜村 彰

12 9/10(金) 会場 労働時間２ 労働時間規制の適用除外と柔軟化、高度プロフェッショナル
制度、変形労働時間制・フレックスタイム制、みなし労働 法政大学法学部教授　浜村 彰

13 9/17(金) 会場 休暇、休業 年休(年次有給休暇)、休業（育児・介護休業、
その他の休業制度） 法政大学法学部教授　浜村 彰

14 9/29(水) 会場 非正規雇用1 パート・有期雇用労働法、働き方改革による法改正点、
高年齢者雇用安定法など 法政大学法学部教授　沼田 雅之

15 9/30(木) 会場 非正規雇用2 パート・有期雇用労働法、働き方改革による法改正点、
高年齢者雇用安定法など 法政大学法学部教授　沼田 雅之

16 10/4(月) 会場 労働者派遣法 派遣法の概要､働き方改革による法改正点　等 法政大学法学部教授　沼田 雅之

17 10/7(木) Zoom 男女雇用機会均等法､
女性活躍、セクハラ防止

男女雇用機会均等法、女性の活躍推進法、
セクシュアルハラスメントの防止 法政大学法学部講師　山本 圭子

18 10/12(火) 未定 労働安全衛生法の概要 労働安全衛生をめぐる諸問題と対応策 社会保険労務士　北岡　大介

19 10/14(木) 未定 労働紛争処理法 労働紛争の解決制度と解決手続き
行政ADR・労働審判・民事裁判の制度概要等 下山法律事務所弁護士 中川 義宏



体調が悪い場合や、次の症状等がある場合は、受講をお控え下さい。

１、悪寒や発熱、咳、痰、鼻水、喉の痛み、頭痛、吐き気、下痢、風邪
　の症状などがある。
２、強いだるさ(倦怠感)、筋肉痛等の症状、胸部の不快感、息苦しさ等、
　呼吸に困難や違和感などの症状、嗅覚異常または味覚異常がある。
３、新型コロナウイルス感染の可能性がある。
※ また､上記の症状等が見られた場合は､主催者の判断で参加をご遠慮頂く場合や､
　ご退席をお願いする場合があります。大変申訳ございませんが皆様のご理解と
　ご協力を宜しくお願い致します。

１、机・ドアノブ・手すり、利用設備・機材等についての消毒。
２、換気設備、扉、窓の解放による換気。
３、受付時に非接触型体温計で体温測定の実施。
４、距離の確保（座席を机一つに一人とする）※前後1.5m　左右2ｍを確保
５、会場入口に手指消毒用アルコールを設置　
６、受講証のバーコードスキャンによる受付の実施
７、スタッフのマスク・飛沫防止フェイスシールドの着用
８、資料･チラシなどは直接渡さず、受付･机等に置いて配付します。
９、コロナの市中感染リスクが高まる場合は、Web講義への変更と
　なる場合がありますので、予め、了承の上お申込をお願い致します。

[会場では以下の新型コロナ感染予防対策を実施します]　　　　　　　　　  　[受講に際し、次の事項へのご理解ご協力をお願いいたします]

神奈川県労働大学講座 検索

[お申込み･お問合せ先]
　公益財団法人 神奈川県労働福祉協会　事務局　労働大学講座担当
　〒231-0026 横浜市中区寿町1-4 神奈川県立かながわ労働プラザ７階
　TEL 045-633-5410　FAX 045-633-5412
　　　　　　　　　　　　　　　※詳しくは、ホームページをご覧下さい。
お申込フォーム､ホームページ､電話､FAXにてお申込みの上､受講料を下記口座へお振込み下さい。

[振込先口座]
　横浜銀行 県庁支店 普通 6009887   口座名義 公益財団法人 神奈川県労働福祉協会
　※ カタカナ表記　ザイ）カナガワケンロウドウフクシキョウカイ　　　　　　　　　
　※ 講座開講後の受講料のご返金は出来ませんので、予めご了承ください。
　※ 誠に恐れ入りますが、振込手数料は、お客様にてご負担下さいますようお願い致します。

■ Zoomウェビナーライブ講義の受講について
　　受講料のお振込みが確認出来ましたら、開講日までに、Zoomウェビナーへの事前登録のご案内をお送り致します。
　　ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

■WEBオンデマンド講義の受講について
　　受講料のお振込みが確認出来ましたら、配信予定日までに、「視聴用URL・ID・パスワード」をお送り致します。
　　尚、講義テキストは、視聴画面にも掲載があります。

聴講申込フォーム

申込フォーム

※コロナウィルスの感染拡大や諸般の事情により、日程･内容等の変更、中止、WEB講座への変更となる場合がありますので､予めご了承下さい。

お申込み のご 案内お申込み のご 案内

講義日程 (科目･講師)講義日程 (科目･講師)
人事労務管理・社会保障分野

■第71期　神奈川県労働大学講座

回 日程 形式 科　　目 詳細内容 講師（敬称略）

20 10/22(金) Zoom 企業(組織)経営と
人事労務管理

人事労務管理の機能と役割、
取組むべき課題

中央大学大学院戦略経営研究科教授
東京大学名誉教授　佐藤　博樹

21 10/28(木) Zoom 人事評価 人事評価の概要とその運用、
人事部門の役割と課題

慶應義塾大学商学部
教授　八代 充史

22 11/2(火) Zoom 人事制度と昇進管理 職能資格制度、職務等級制度、
人事部門とラインの役割分担

慶應義塾大学商学部
教授　八代 充史

23 11/11(木) 未定 賃金(報酬)制度 賃金管理と給与決定の仕組みの概要 法政大学経営大学院イノベーション・
マネジメント研究科教授 藤村 博之

24 11/16(火) 未定 能力開発･人材育成 能力開発と人材育成､組織の活性化 法政大学経営大学院イノベーション・
マネジメント研究科教授 藤村 博之

25 11/18(木) Zoom 働くひとのメンタルヘルス コロナ禍の心と体の健康づくり
独立行政法人 労働者健康安全機構
横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター
センター長 医学博士　 山本 晴義

26 11/26(金) Zoom 職場のハラスメント防止対策 科学的根拠を基に進める対策と予防措置 神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノ
ベーション研究科 准教授 津野　香奈美

27 11/29(月) 未定 労働災害 労働災害の認定、過労死､メンタルヘルス、通勤災
害、使用者の安全配慮義務違反と損害賠償 法政大学法学部教授　沼田 雅之

28 12/1(水) Zoom 年金保険制度 年金保険制度の現状と課題 神奈川大学法学部教授
筑波大学名誉教授　江口 隆裕

29 12/6(月) Zoom 医療保険制度 医療保険制度の現状と課題 神奈川大学法学部教授
筑波大学名誉教授　江口 隆裕

30 12/10(金) Zoom 介護保険制度 介護保険制度の現状と課題 神奈川大学法学部教授
筑波大学名誉教授　江口 隆裕



◆会場
〒231-0026
   横浜市中区寿町1-4
　神奈川県立かながわ労働プラザ
　３階多目的ホール
◆交通
　ＪＲ京浜東北線 (根岸線)
　「石川町」中華街口 (北口) 徒歩３分
　「関　内」南口徒歩７分
◆Lプラザ駐車場
　自 動 車　20分毎　100円 
　自動2輪   30分毎　  50円
　※受講生の方は1時間割引あり
◆お問合せ
　公益財団法人神奈川県労働福祉協会
　電話 045-633-5410　　　

会場のご案内会場のご案内
■第71期　神奈川県労働大学講座

※お車でお越しの方は、Ｌプラザ駐車場をご利用下さい。（１時間割引あり）
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第71期 神奈川県労働大学講座  受 講 申 込 書   FAX 045-633-5412
※切取らず、このまま送信して下さい。

申込区分

(氏名） (フリガナ）

(Email）

(氏名） (フリガナ）

(Email）

(氏名） (フリガナ）

(Email）

※個人でお申込の方は記入不要です。 所属･部署

業種

〒 □ 勤務先

□ 自宅

TEL FAX
※組織の方のみ

希望講座

□ 勤務先 □ 労働組合 □ 知人 □ DM □ FAX案内 □ 会報機関誌
□ メルマガ □ ネット □ ホームページ □ チラシ（場所　　　　　　　　　　　　　  )
□ 広報誌

受講者③

受講者②

受講者①

 □ 個人申込　　　　　　 　　　　□ 会社･組合等組織から申込

※ご提供頂きました個人情報は、講座の開催及びご案内に関する業務の範囲内でのみ使用させて頂きます。

連絡先住所
 (資料等送付先)

 □ 会場受講 （WEB視聴も出来ます）　※定員90名迄
 □ WEBオンデマンド受講（講義の翌々日から録画を配信致します。)
 □ 聴講(単講義)申込 ※ご希望の回をご記入下さい。(　　　　　　　　　　　　　　　　　  )

■本講座を何でお知りになりましたか？(情報の入手先について)

□ その他、良く利用する情報入手先がありましたら教えて下さい。(　　　　  　　　　　　　　　)

組織名




