
平成 30年 9月 13 日

公益社団法人全日本病院協会 御中

厚生労働省労働基準局労働関係法課

「労働契約等解説セミナー」の周知のお原品、について

労働基準行政の運営につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。

近年、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、民事上の個別労働紛争の相

談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、引き続き労働契

約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことに

より、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。

また、平成 25年 4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間

で、有期労働契約が更新されて通算 5年を超えたときは、労働者の申込みにより、

期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルール（無期転換ルール）

が導入されたところです。改正労働契約法の施行から 5年を迎える平成 30年 4月

以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことの

できる権利（無期転換申込権）が発生していることから、無期転換ルールの定着に

向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。

このため、厚生労働省では、平成 30年度は「労働契約等解説セミナー（平成 30

年度受託者：株式会社東京リーガルマインド）」を 8月上旬から順次、全国 47都

道府県において実施しているところです。

貴団体におかれましては、本セミナーの趣旨を御理解の上、同封させていただき

ましたリーフレットをご活用いただき、貴団体会員様等への周知について御協力を

賜りますようお願い申し上げます。詳細につきましては、別添 1及び別添2をご参

照ください。

［担当］

（周知について）

厚生労働省労働基準局関係法課

労働契約係高田、甲斐、森

電話 03-5253-1111（内線 7753、7750)

（セミナー内容、各種申込について）

株式会社東京リーガルマインド

労働契約等解説セミナ一事務局 芦川、石井

電話 03-5913 6085 

メール working-time@lec-jp. com 



厚生労働省委託事業労働契約等解説セミナー

労働者や事業主、人事労務管理担当者等を対象として、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”について解説するセミナーを開催する。労働契約法・労

働基準法等、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・義務等をわかりやすく解説する。

また、平成 25年4月に施行された改正労働契約法の内容についても併せて周知を行うほか、同

法第 18条に規定されている「無期転換ルールJの導入を支援するため、無期転換制度の概要や、

具体的な導入方法、企業の導入事例の紹介を行う。さらに、 「副業・兼業の促進に関するガイドラ

イン」について解説する。

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る。

〔開催概要〕

①一般労働者・事業主向け労働契約等解説セミナー

対 象：労働者、就業希望者、人事労務担当者、事業主等

開催回数： 141回（全国 47都道府県でそれぞれ2回乃至 10回開催程度）

開催期間：平成 30年8月上旬～平成 31年3月

（各都道府県での開催スケジューノレについては、 別添 2を参照）

定 員：各国 100～250名

参加費：無料

講演内容：研修テキストを用いて、 「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」

(80分）、 「無期転換ルールについて」 （約 50分）、 「副業・兼業の促進に関する

ガイドライン」 (20分）を解説する。

「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Jでは、労働契約に関す

る基本的なルールについて具体例を挙げながら解説する。 「無期転換ルーノレについてJ

では、企業活動に必要な人材確保に寄与することなどの無期転換のメリットや無期転

換の導入事例を紹介する。 「副業・兼業の促進に関するガイドラインJでは、副業・

兼業の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す

る。

また、セミナー終了後、個別相談会を実施する。

②中小小規模企業等向けセミナー

対 象：中小小規模企業事業主及び、人事労務担当者

開催回数： 20回程度

開催期間：平成 30年8月～平成 31年3月

講演内容：中小小規模企業等が多数所属する団体等の依頼により、実施することとし、研修テキ

ストを用いて、 「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J (80 

分）、 「無期転換ルールについてj （約 50分）、 「冨lj業・兼業の促進に関するガイ

ドライン」 (20分）を解説する。労働契約法等の労働関係法令上の権利と義務、裁判

例について、就業規則と労働契約、労働契約の変更、労働契約の終了に際し、トラブ

ルになりそうな事案や無期転換ルール等について解説を行う。また、セミナー終了後、



個別相談会を実施する。

定 員 ：各回 70名程度

参加費：無料

〔申込方法〕

1. WEB申込み

セミナー専用ホームページ（http://partner.lec-jp.com/ti/working-time／）の申込みフォーム

よる。

2. FAX申込み

労働契約等解説セミナーリーフレット裏面に必要事項を記入の上、 FAX(03-5913-6409）で送付。

〔委託先会社〕

本事業は、株式会社東京リーガルマインドに委託して実施する。

〔使用テキスト〕

「『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～」 （セ

ミナー専用テキスト）

「無期転換ルールハンドブック」

htto://muki.mhlw. go. io/oolicv/handbook2018.odf 

「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例についてJ

h仕o://muki.mhlw.区o.io/ooint/leaflet.odf 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

加。：／／www.mhlw.go.io／自le/06-Seisakuiouhou-11200000-Roudoukiiunkvoku/0000192845 

占亙

等



一般労働者・事業主向けセミナー開催日程 匝E
~~ 北海道 札幌市 10/22 （月） 北海道建設会館 大ホール
海

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

宮城 仙台市 11/14 (7)<) 東京エレクトロンホール宮城 601大会議室
東

宮城 仙台市 12/12 (J)<.) 東京エレクトロンホール宮城 601大会議室
北
ブ 秋田 秋田市 9/19 （水） 秋田市文化会館 大会議室
ロ

山形 山形市 9/21 （金） 山形テJレサ 大会議室ツ

勺 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） 茨減県立県民文化セン告ー 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大宮ビジネスセン告ー ホール1

E奇玉 さいたま市 10/26 （金） TKP大宮ビジネスセンター ホール2

I奇玉 さいたま市 11/14 （水） TKP大宮ビジネスセンヲー ホール1

関 t奇玉 さいたま市 持’·，：~＇1沼郡鰯v TKP大宮ビジネスセンター ホール1

東 長野 長野市 9/20 （木） JA長野県ピル 12階A会議室
ブ

千葉 千葉市 10/9 （火） 千葉市文化センター セミナー室
ロ
ツ 千葉 千葉市 10/30 （火） 千葉市文化セン9一 セミナー室

ク 千葉 千葉市 制；it:） ＇.~J~~i~ 千葉市文化センター セミナー室

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 千代国区 12/1日（火） 日本教育会館 第1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

ヨ包 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

’‘ プ
石川 金沢市 10/19 （金） 石川県女性センター 大会議室ロ, 

タ 福井 福井市 11/15 （木） 福井県国際交流会館 第1、第2会議室

東 静岡 静岡市 10/11 （木） 静岡県男女共同参画セン9ー（あざれあ） 2階大会議室

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

愛知 名古屋市 9/25 （火） ウインクあいち 大会議室901
ロ
ツ 愛知 名古屋市 10/30 （火） ウインクあいち 大会議室901

ク 愛知 名古屋市 ぷ，；：i.泳場内ウインクあいち 大会議室902

関 滋賀 彦根市 10/19 （金） 彦根勤労福祉会館 4階大ホール

函 大阪 大阪市 9/21 （金） マイドームおおさか 第1、第2会議室
ブ

大阪 大阪市 10/19 （金） PLP会館 5階大会議室
ロ
ツ 大阪 大阪市 11/22 （木） PLP会館 5階大会議室

ク 兵庫 神戸市 9/14 （金） 神戸市教育会館 大ホール

関 兵庫 神戸市 11/16 （金） 神戸市教育会館 大ホール ， 
酉

兵庫 神戸市 ~J{jJ?a9働界 神戸市教育会館 大ホールブ
ロ

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

ヲ 和歌山 和歌山市 11/22 （木） 和歌山県民文化会館 特設会議室

中 鳥取 鳥取市 9/12 （水） 鳥取県立生涯学習センター 講義室

国 島根 松江市 10/12 （金） 松江テルサ 大会議室
ブ

広島 広島市 10/23 （火） 広島県情報プラザ（広島県立産業妓術交流セン合一） 第1,2研修室
ロ
ツ 広島 広島市 12/13 （木） 広島県情報プラザ（広島県立産業銭術交流セン合一） 第1,2研修室

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

回 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
国

ブ
愛媛 松山市 10/18 （木） ひめぎんホール 第6会議室ロ

ツ

ク 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

九 福岡 福岡市 10/3 （水） 天神クリスタルピル 大ホール

州 福岡 福岡市 ·＞~／$J7恥 天神クリスタルピル 大ホール

沖 長崎 長崎市 11/9 （金） 長崎県建設工業協同組合 大会議室

縄 熊本 熊本市 10/31 (7)<) くまもと県民交流館パレア 会議室1
ブ

大分 大分市 10/24 (J)<.) 全労災ソレイユ（大分県労働福祉会館） キ土丹
ロ
、＇;J 鹿児島 鹿児島市 9/21 （金） 天文館ビジョンホール 6Fホール

ク 沖縄 那覇市 11/13 （火） 沖縄県青年会館 2階大ホール

；：；芝t~；~｝；：午後のみ

※各会場で午前午後の2回開催しておりますが、色つきの開催日は午後のみとなります。
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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1[)Jして「働くj

ための労使をつなぐルールである

I労働契約j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、こ、、参加ください。

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）

。糊持：
．．．．．． 

..百四百・ 9:30～12:00 l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 l
Im雪国・ 13:30～16:00l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。 j

..討出Lill:語両面3電

•10即日明 16:00～11:00 （知的軍全諮問広明宗主ヂ ）

。労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎

＠無期転換ルール

＠副業・兼業の促進

・本紙裏面のFAX申込書

FAX:03・5913・6409
受付後、約5嘗業日ほどで受講票をメルで送付いたし

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。

・専用webサイトヘ 田細田

「CEZ－~嗣等解説ーが園ら繍
o king-time／ ぷ：二~~ ~も

※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。 ご覧いただけます
無断で第三者に提供することはありません。

（委託運嘗）

厚生労働省委託事業I労働契約等解説セミナーj事務局 株式会社東京リーガルマインド じEC東京IJ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ピル TEL: 03・5913-6085（平日9時～ 18時） FAX: 03・5913-6409

ιMail: work川g-time@lec-jp.com 専用HP:http://partner.lec-jp.com/ti/working-time/ 



労働契約等解説セミナー2018
【関東フ、ロック開催会場一覧】

子格安冒輯；告を干端悶亘~：~~闘 J三会番号著書事轄 4‘ ＝ 室議詮議害云）：＞~ J,': ,, 、.＞－＇－＇て

茨械 水戸市 9/25('k) ． ． 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 ~対 ． ． 栃木県産業会館 大会議室

群馬 前橋市 9/21国 ． ． ベイシア文化ボール（群馬県民会館） 402会議室

埼玉 さいたま市 10/10 ~水） ． ． TK P大宮ビジネスセンター ホール1

埼玉 さいたま市 10/26倒 ． ． TK P大宮ビジネスセンター ホール2

埼玉 さいたま市 11 /14 ~水） ． ． TK P大宮ビジネスセンター ホール1

埼玉 さいたま市 11/28 ~水） ． TK P大宮ビジネスセンター ホール1

長野 長野市 9120休）． ． J A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(}:.) ． ． 千葉市文化センター セミナー室

千葉 千葉市 10/30 ('k) ． ． 千葉市文化センター セミナー室

千葉 千葉市 12/18 ('k) ． 千葉市文化センター セミナ一室

東京 千代田区 817():.) ． ． 日本教育会館 第 1会議室

東京 千代田区 913伺）． ． 日本教育会館 第 1会議室

東京 千代田区 10/9 ('k) ． ． 日本教育会館 第 1会議室

東京 千代田区 11/26伺）． ． 日本教育会館 第1会議室

東京 千代田区 12/18 ('k) ． ． 日本教育会館 第1会議室

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

神奈川 横浜市 10パ9働 ． ． 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伺）． ． 神奈川県中小企業共済会館 601～ 604会議室

山梨 甲府市 8123 ~対 ． ． コラ二一文化ホール（山梨県立県民文化ホール） 会議室

セミナー申込票＜FAX送信用〉

株式会社東京リーガルマインド f労働契約等解説セミナー2018J運営事務局 FAXQ3・5913-6409

開催日 会場名

開催地
希望

どちらかl<:Oをつけてください

時間帯
9:30～12:00 13:30～16:00 
午前 ． 午後

参加人数
相談会

どちらかんOをつけてください

希望 有
16：・00～17:00． 無

フリガナ フリガナ

参加者
氏名

会社名

TEL 所属

FAX Email ＠ 

参加者名

※複数でご
参加の場
合、こちら
にご記入
ください。
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中小企業が所属する団体の申込みを受け、

『労働契約等解説セミナー』を無料で開催い

たします。I安心jして「働くjための労使を

つなぐルールである「労働契約jの基礎的

事項のほか、無期転換ルールや副業・兼業に

ついての基本的な事項もわかりやすく解説

しますので、ぜひお申込みください。

..  歪芝事3・
（開催費用）無料

．．．．．．． 

等．．．．．．．． ．．．．＠・
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ど
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戸 1

（実施期間）平成30年8月～平成31年3月

対 象）中小小規模企業が所属する団体

。労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎
（内容）

＠無期転換ルール ＠副業・兼業の促進

（講演時間）2時間30分程度

（開催規模）50名程度

貴団体の勉強会等への
講師派遣も可能です。

※募集要項の各項目については調整可能です。お気軽にお問い合わせください。

｛お申込み］下記申込票に必要事項をご記入の上FAX、もしくは専用Webサイトからお申し込みください。※建立主需主Lきます。

創 出町超 自説 書 厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナーj事務局

（委託運営） 株式会社東京リーガルマインド じEC東京州ルマインド 噛盟
干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） 望室田昌tQRコードからも

E-Mail: working-time@lec-jp.com 専用HP:http://partner.lec-jp.com/ti/working-ti me／巴M町古田 ご覧いただけます

申込票＜FAX送信用〉

株式会社東京リーガルマインド「労働契約等解説セミナーj運営事務局 FAX番号03・5913・6409
(13けJが主主）

貴団体名氏名

電話番号 実施希望日 ｜ 実施希望地 I 
（市・町・村）

FAX番号 Email ＠ 


