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

【主な参加実績】
江崎グリコ(株)、花王(株)、京セラ(株)、プライムデリカ(株)、三菱重工エンジニアリング(株)、住友重機械工業(株)、(株)日本製鋼所横浜製作所、日本発條(株)、
日揮ホールディングス(株)、東京エレクトロンデバイス(株)、JFEエンジニアリング(株)、富士フイルムフォトマニュファクチャリング(株)、(株)ニコン、テルモ(株)、京浜急行電鉄(株)、
郵船クルーズ(株)、日産トレーデイング(株)、(株)東芝、(株)日本触媒、東ソー(株)、マレリ(株)、東洋電化工業(株)、菱栄テクニカ(株)、(株)やまか、(株)横浜岡田屋、
レイズネクスト(株)、生活協同組合ユーコープ、横須賀共済病院、藤沢湘南台病院、味の素労組、IHI労組連合会東京支部、コマツユニオン、日立グループ労組連合会､
アルプス技研労組､富士工業グループユニオン､日立システムズ労組､バンテック労組､武田薬品労組､東芝労組、マキノ労働組合、ピーシーデポユニオン 等

　【出講講師陣】　※順不同

　　・法政大学法学部教授 沼田 雅之　　　　　　　・東京大学名誉教授　佐藤 博樹
　・成蹊大学法学部教授　原 昌登　　　　　　　 ・慶應義塾大学商学部教授 八代 充史
　・千葉大学大学院社会科学研究院 教授 皆川  宏之　  ・法政大学名誉教授(独)労働政策研究･研修機構理事長  藤村 博之
　・元早稲田大学法学学術院教授 弁護士島田 陽一　　 ・(独)横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長 山本 晴義 
　・法政大学法学部講師　山本 圭子　　　  　　　 ・神奈川県立保健福祉大学大学院准教授　津野 香奈美
　・東洋大学法学部准教授 特定社会保険労務士 北岡 大介 ・神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授　西村 淳
　・下山法律事務所弁護士　中川 義宏　 

★早期申込特典︓7/5 迄にお申込みの方は、基本コースの視聴期間を1ヵ月延長し､約6ヵ月間(1/8)迄 ご視聴頂けます。
１、ご希望の指定日から５ヵ月間視聴出来ます。期間の振替や延長も可能です。
２、WEBオンデマンド配信の為、学習と仕事のスケジュールを柔軟に調整する事が可能です。
３、カリキュラムは、労働法･人事労務管理･社会保障の３分野を網羅し体系的に構成しています。
４、 7割 (21回) 以上講義を受講した方は、県知事名の修了証書を授与。
　　　※修了証書は、労働法、人事労務管理、社会保障などの基本的知識を習得した証明として高い評価を頂いております。

全30講義60時間 視聴期間5ヵ月間 ︕全30講義60時間 視聴期間5ヵ月間 ︕  49,500円

※期間延長コース
　6ヵ月︓59,500円
　7ヵ月︓64,500円
　8ヵ月︓69,500円

令和5年度 第73期 令和5年度 第73期 

講師陣は大学教授等専門家で構成され、多くの勤労者、企業様や組合の皆様等からご好評を頂いております。講師陣は大学教授等専門家で構成され、多くの勤労者、企業様や組合の皆様等からご好評を頂いております。

神奈川県労働大学講座神奈川県労働大学講座
Zoomライブ＆オンデマンド配信(令和5年7月8日～令和6年8月末日迄)Zoomライブ＆オンデマンド配信(令和5年7月8日～令和6年8月末日迄)

※諸般の事情により、講座が中止･変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。 配信期間内は繰返しの視聴が可能です。一時停止や再開が自由に出来ます。

基本コース
受講料

回 開催日 形式 講義内容 回 開催日 形式 講義内容
第16回 9/14(木) Zoom&

オンデマンド 男女雇用機会均等法､女性活躍推進法、セクハラ防止

第1回 7/6(木) Zoom&
オンデマンド 労働法総論 第17回 9/21(木) Zoom&

オンデマンド 育児・介護休業法、母性保護規定等

第2回 7/11(火) オンデマンド 雇用の基本的枠組み 第18回 9/26(火) Zoom&
オンデマンド 労働安全衛生法の概要

第3回 7/13(木) Zoom&
オンデマンド 就業規則 第19回 9/28(木) Zoom&

オンデマンド 労働紛争処理法

第4回 7/20(木) オンデマンド 雇用関係の成立 人事労務管理・社会保障分野
第5回 7/25(火) Zoom&

オンデマンド 労働契約上の権利義務、人事異動 第20回 10/3(火) Zoom&
オンデマンド 企業(組織)経営と人事労務管理

第6回 7/27(木) Zoom&
オンデマンド 労働関係の終了 第21回 10/5(木) オンデマンド 人事評価

第7回 8/1(火) Zoom&
オンデマンド 服務規律・懲戒、パワハラ防止 第22回 10/12(木) オンデマンド 人事制度と昇進管理

第8回 8/3(木) Zoom&
オンデマンド 賃金、賞与、退職金、 第23回 10/17(火) Zoom&

オンデマンド 能力開発･人材育成

第9回 8/22(火) Zoom&
オンデマンド 労働時間１ 第24回 10/19(木) Zoom&

オンデマンド 賃金(報酬)制度

第10回 8/24(木) Zoom&
オンデマンド 労働時間２ 第25回 10/24(火) Zoom&

オンデマンド 職場のメンタルヘルス対策

第11回 8/29(火) Zoom&
オンデマンド 休憩、休日、休暇 第26回 10/26(木) Zoom&

オンデマンド 職場のハラスメント防止対策

第12回 8/31(木) Zoom&
オンデマンド 非正規雇用、フリーランス等 第27回 11/1(水) Zoom&

オンデマンド 労働災害

第13回 9/5(火) Zoom&
オンデマンド 労働者派遣法 第28回 11/7(火) Zoom&

オンデマンド 年金保険制度

第14回 9/7(木) オンデマンド 労働組合法１ 第29回 11/9(木) Zoom&
オンデマンド 医療保険制度

第15回 9/12(火) オンデマンド 労働組合法２ 第30回 11/14(火) Zoom&
オンデマンド 介護保険制度

講座の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zoomライブ講義時間︓18:30~20:40　休憩含2時間10分

労働法分野



※切取らず、このまま送信して下さい。

【 講座形式 】 Zoomライブ講義（18:30～20:40~）＆オンデマンド配信
・ 申込期間 ︓ 令和6年3月末日迄。※オンデマンド講義の視聴は、令和6年8月末日迄
・ 講義日程 ︓ 令和5年7月6日～11月14日の日程でライブ講義を行ない、収録講義をオンデマンド配信致します。
※早期申込特典︓開講前日の7月5日迄にお申込みの方は、基本コースの視聴期間を1ヵ月延長し､6ヵ月間(1/8(月)迄)ご視聴頂けます。
※オンデマンド受講は、希望する受講開始日を指定出来ます。視聴期間︓希望開始日より５ヵ月間。
・ 受 講 料  ︓ 基本コース　お一人様 49,500円（消費税､講座テキスト､送料込み) 　※１講義の単価 1,650円
　　　　　　　　　  延長コース　 ① 6ヵ月コース︓59,500円　　② 7ヵ月コース︓64,500円　　③ 8ヵ月コース︓69,500円
・ 延長制度 ︓ 視聴期間の延長が可能です。1ヵ月(10,000円)　2ヵ月(15,000円)　3ヵ月(20,000円)
・ 割引事項 ︓ 団体申込(10人以上) 、障害者手帳をお持ちの方(お一人様）47,500円 ※割引条件の重複適用は出来ません。
・ 振替制度 ︓ 期間中、月単位の振替(休講)が可能です。　例︓12･1月休講→2･3月へ振替え
・ 聴講制度 ︓ 科目 (単講義) ごとのお申込みが出来ます。　※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。
　　※視聴期間 ︓ １講義につき5日間視聴可能。詳細は、ホームページをご覧下さい。
　　※聴講料    ︓ １講座 3,000円　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︓ 令和6年3月31日迄に、21回 (7割) 以上視聴をした方は、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
　　　　　  　　　　TEL 045-633-5410  　FAX 045-633-5412

■令和５年度 第7３期 神奈川県労働大学講座 受講のご案内

※お申込後にメールで受講案内をお送り致します。受講料のお振込み、又は、お振込予定日確認後 「テキスト(講義要項)、
　視聴用URL、ID、パスワード」をお送り致します。尚、視聴方法詳細は、受付のメールにてご案内致します。

神奈川県労働大学講座 検索※詳しくはホームページをご覧下さい。

お申込フォーム

聴講フォーム

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

本講座申込
(希望コース)
聴講申込
(単講義)

割引事項

□ 勤務先 □ 労働組合 □ 会報･機関誌等 □ メルマガ（ ）
□ FAX案内 □ SNS □ ホームページ □ チラシ（場所 ）
□ 広報誌 □ 知人 ）

組織名

 □ 希望する講義の回をご記入下さい。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第73期 神奈川県労働大学講座  　　　　　　　受講申込書  　　　　　　　　FAX 045-633-5412

□ 個人申込　　　　　　　 □ 組織から申込

受講者①

受講者②

受講者③

連絡先住所
(テキスト送付先)

※案内を送付して宜しければご記入下さい。

■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)

※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。
また、参加実績などの形で、組織名をホームページ等に記載させて頂く場合がございます。

 □①障害者手帳所持者の方(お一人様） □②10人以上の団体申込　︓　受講料47,500円
　※割引条件の重複適用は出来ません。

□ 他、良く利用する情報先（

 □①５カ月 49,500円(基本コース)　 □③７カ月 64,500円
 □②６カ月 59,500円　　　　　　　 □④８カ月 69,500円

　希望視聴開始日
　令和５年　　 　　 月　　  　　日から

※ライブ講義の翌々日から録画をオンデマンドとして配信致します。
※講師の都合により、オンデマンド講義のみの回があります。


