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公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会（略称 全基連）
個別労働紛争解決研修運営委員会

個別労働紛争解決のための
実践スキルアップをめざして！

個別労働紛争解決研修のご案内

令和元年度令和元年度 応用研修



● 労働事件に精通した弁護士が本講義用に作成した労働審判事件を素材に、法律問題の把握・争点の整理・証拠調べ・解
決案（調停案）の検討など一連のプロセスを学びます。

● 「にとごプールグ 労働者側 「、」 使用者側」、中立の「労働審判委員会」役に分かれ、模擬労働審判（ロールプレイ）を行います。
それぞれの立場・役割を通して、紛争解決のあり方、進め方を実体験します。

● 講師は、労働問題に精通し、多くの労働事件を手掛けてきた弁護士が担当します。

研 修 内 容

受講者から高い評価 研修は受講生から高い評価が寄せられています。

応用研修は、「最近の労働立法・判例の動向」、「事例的研修」、「個別労働紛争解決トレーニング」
の3本柱の構成となっています。

個別労働紛争解決トレーニング

最近の労働立法・判例の動向

個別労働紛争解決トレーニング

事例的研修

（平成30年度 応用研修受講者アンケートより抜粋）

大変良かった良かった
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応用研修の満足度

普通

● 明解な解説により、最新の労働法改正や
判例の動向について理解を深めます。

● 、は師講 著名な労働法学者が担当します。

● 最新の労働関係法令・判例や喫緊の労働課題を盛り込んだ紛争事例を
用いて、具体的な労働紛争解決のあり方を学びます。

● グループ討議（1グループ最大 6名）を通じて、複数の事例を検討す
ることにより、実践的な対応力の習得を目指します。

● 講師は、事例的研修①は著名な労働法学者が、事例的研修②③は労働
事件に関する実務経験豊富な弁護士が担当します。

最近の労働立法・判例の動向 事例的研修

本研修の目的
　近年、解雇、労働条件の引下げ、いじめ・嫌がらせ、雇止めなど、労働者個人と事業主との間のトラブル（個別
労働紛争）が増加する中、様々な労働法の整備が図られています。こうした中、個別労働紛争を予防するとともに、
発生した労働紛争に適切に対応し、労働者が安心して働ける職場環境を整備することは今や経営の最重要課題の一
つとなっています。
　応用研修は、すでに個別労働紛争の解決に携わった経験のある方や同程度の知識を有する方を対象に、実務のス
キルアップを図ることを目的としています。
　最新の労働法改正や判例の動向について理解を深めるとともに、実践的な事例研究や模擬労働審判トレーニング
を通じて、解雇・雇止め、労働条件の引き下げ、ハラスメント等、複雑化・多様化する紛争を防止し、また解決す
る能力の習得・向上をめざします。

●法令の改定が著しい昨今、最新の法令をまとめて改めて学ぶこと
ができて良かった。
●個別労働紛争の予防、解決、法の適用、解釈の方法が身に付いた。
●最新の動向、判例に触れる良い機会でもあり、論理的な思考を学
べる良い研修。
●あっという間に2日間が過ぎた。労契法の難しい論点を考える良
いトレーニングでした。
●労契法について短時間ながら内容を徹底的に解説していただきました。
●働き方改革関係の判例の動向について理解できました。

●実践形式の研修は大変勉強になった。
●実際の労働審判のやり取りを体験することができ面白かった。
●具体的な事例に対して自分で考え判断していくことで理解が深まった。
●内容が深く、予習も時間がかかったが、充実した研修であった。
●初めてだったが、証人尋問はとても面白かった。説明も分かりや
すく勉強になった。
●大変楽しかったです。パワハラの対処法が分かりました。

●争点整理と法的判断、解決へ導く手法が良く分かりました。
●実務上の説明が良かったです。
●いろいろな角度からの指摘に考えさせられました。いや悩みまし
た。

●講義のみでなく、参加型なので理解が深まった。
●自分で考えることが多く、聞くだけではなかったので理解が進ん
だ。

●他の職種の受講者の意見やアイデアを聴くことができ、大変勉強
になった。



受 講 資 格 応用研修については以下の要件のどれかに該当する方が対象になります。

・個別労働紛争解決研修（基礎研修）修了者　　・社会保険労務士　　・弁護士
・都道府県労働委員会等の委員又は職員で個別労働紛争解決業務等に従事した方
・東京労働大学講座（専門講座）労働法コースの修了証書を授与された方
・ 東京労働大学講座（総合講座）①労働法部門を受講した方又は一括受講した方で、かつ②労働法の試験の課目を合格し修了
証書を授与された方

カリキュラム等 標準カリキュラムは2日間ですが、事例的研修について深く掘り下げた検討を行う応用特別研修
（3日間）もご用意しています。

本研修は、労使、学者、弁護士からなる「個別労働紛争解決研修運営委員会」が企画・運営しています。

企画
・
運営

　2日間で労働紛争を防止し、解決する能力の習得・向上をめざします。

　事例的研修の各事例について深く掘り下げた検討を行う3日間のコースです。

（東京会場　令和２年2/13（木）～15（土））

応用研修カリキュラム（2日間コース）

応用特別研修カリキュラム（3日間コース）

54321

日
１
第 ●受付　12：15～12：35（13：15～13：40）

（13：40～13：45）
●オリエンテーション　 12：35～12：40

12：40 ～13：55
（13：45～15：00）

14：05 ～15：20
（15：15～16：30）

15：30 ～17：00
（16：45～18：15）

最近の労働立法・
判例の動向❶

最近の労働立法・
判例の動向❷ 事例的研修❶

最近の労働立法・
労働判例の解説

最近の労働立法・
労働判例の解説 事例の法的分析

日
２
第

9：30 ～11：00 11：10 ～12：40 13：30 ～16：30

事例的研修❷ 事例的研修❸ 個別労働紛争解決トレーニング

事例の法的分析 事例の法的分析
紛争事例を用いての

中立的解決プロセスの実践的研修

9：30 ～11：00 11：15 ～12：45 13：45 ～15：15 15：30 ～17：00

第 1日
● 受付　13:15～13:40
● オリエンテーション　13:40～13:45

最近の労働立法・
判例の動向❶

最近の労働立法・
判例の動向❷

第 2日 事例的研修❶ 事例的研修❷ 事例的研修❸ 事例的研修❹

第 3日 事例的研修❺ 事例的研修❻ 個別労働紛争解決トレーニング

通常は金土に開催しますが、受講者が参加しやすいよう平日（火水）コース（東京Ⅳ会場）及び土日コース（東京
Ⅴ会場）も設けています。

平日
土日コース

※東京Ⅲ、大阪Ⅰ会場は基礎研修とのセット研修のため、第 1日の研修時間は（　）内となります。

個別労働紛争解決研修運営委員会メンバー
委 員 長　山川　隆一（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

副委員長　内田　 厚 （日本労働組合総連合会副事務局長）

委　　員　島田　陽一（早稲田大学法学学術院教授）

委　　員　水地　啓子（日本弁護士連合会労働法制委員長）副委員長　輪島　 忍 （（一社）日本経済団体連合会労働法制本部長）

委　　員　水町勇一郎（東京大学社会科学研究所教授）



研修日程・会場
令和元年９月から翌年２月まで、全国９都市で計14回（＋「応用特別研修」東京１回）開催します。

1年以内
2年以内

2年以内
2年以内望 ま し い 受 講 パ タ ー ン  

令和元年度　応用研修

応用特別研修
場　所 日　程 研　修　会　場

応用特別・東京
【36名】

令和２年
2/13(木)～2/15(土)

「中野サンプラザ」
東京都中野区中野4-1-1　☎：03-3388-1174

継続的な受講のお勧め

【　】内は定員

基礎研修受講 応用研修受講
応用研修受講

応用研修受講

※ 東京Ⅲおよび大阪Ⅰ会場では、基礎研修と応用研修を続けて受講することができます。詳しくは、基礎研修のリーフレットをご覧ください。
各会場の担当講師等は、全基連ホームページ（http：//www.zenkiren.com）をご覧ください。

　労働紛争を解決していくためには、法令、判例、労働政策等の最新の動きについて常に把握、理解しておかなけれ
ばなりません。このため、研修については一度受講して終わりということではなく、定期的に受講することが望まれ
ます。具体的には、①基礎研修を受講した年又はその翌年に応用研修を受講、②応用研修を受講した後２年以内毎に
再度応用研修を受講、というのが望ましい受講パターンです。
　こうした継続的な受講を後押しするため受講料割引制度が設けられています（割引料金等については別紙「申込み
方法」をご覧ください）。この割引制度を活用し労働紛争解決能力のステップアップ、ブラシュアップを図りましょう。

場　所 日　程 研　修　会　場
東京Ⅰ 令和元年 「中野サンプラザ」
【36名】 9/27(金) ～ 9/28(土) 東京都中野区中野4-1-1　☎：03-3388-1174
札幌 10/ 4(金) ～10/ 5(土) 「北海道建設会館」【36名】 札幌市中央区北４条西3-1　☎：011-261-6218
金沢 10/18(金) ～10/19(土) 「石川県文教会館」【18名】 金沢市尾山町10-5　☎：076-262-7311
東京Ⅱ 10/25(金) ～10/26(土) 「連合会館」【36名】 東京都千代田区神田駿河台3-2-11　☎：03-3253-1771
仙台 11/ 1(金) ～11/ 2(土) 「宮城県建設産業会館」【18名】 仙台市青葉区支倉町2番48号　　☎：022-225-8851
東京Ⅲ※ 応用 11/15(金) ～11/16(土) 「TKP新宿カンファレンスセンター」
【36名】 セット 11/13(水) ～11/16(土) 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル　☎：03-5909-7320
岡山 11/22(金) ～11/23(土) 「ピギー貸会議室」【18名】 岡山市北区磨屋町2-5 安田岡山磨屋町ビル　☎：0800-100-1000
大阪Ⅰ※ 応用 11/29(金) ～11/30(土) 「CIVI 研修センター新大阪東」
【36名】 セット 11/27(水) ～11/30(土) 大阪市東淀川区東中島1-19-4　新大阪NLCビル　☎：06-6160-5888
東京Ⅳ 12/ 3(火) ～12/ 4(水) 「中野サンプラザ」【36名】 東京都中野区中野4-1-1　☎：03-3388-1174
福岡 12/13(金) ～12/14(土) 「福岡朝日ビル」【36名】 福岡市博多区博多駅前2-1-1　☎：092-431-1260
東京Ⅴ 令和２年 「連合会館」
【36名】 1/11(土) ～ 1/12(日) 東京都千代田区神田駿河台3-2-11　☎：03-3253-1771
名古屋 1/24(金) ～ 1/25(土) 「ワークライフプラザれあろ」【36名】 名古屋市熱田区金山町1-14-18　☎：052-684-2311（ハートフルセンター）
広島 1/24(金) ～ 1/25(土) 「RCC文化センター」【18名】 広島市中区橋本町 5-11　☎：082-222-2277
大阪Ⅱ 2/ 7(金) ～ 2/ 8(土) 「大阪コロナホテル」【36名】 大阪市東淀川区西淡路1-3-21　☎：06-6322-8697



FAX 03 －3518 －9104
令和元年度個別労働紛争解決研修＜応用研修・応用特別研修＞受講申込書

メールアドレス

送信者 FAX 番号　(　　　　)　　　　　　　　

希望研修

割引料金申込み

（　　　　）会場（　　　月  　　日　～　　月　　  日）

東京会場（令和２年２月13日～15日）

※ご記入いただいた個人情報につきましては当連合会で厳重に管理し、本研修の目的以外には利用いたしません。

【テキスト送付先】　□ 自　宅　□ 勤務先　（いずれかにチェック願います）
【請　　求　　書】　□ 不　要
　　　　　　　　     □ 　要　→

□ 自　宅　　　  〒
□ 勤務先
□ その他    →

請求書宛名

請求書送付先

【受　講　資　格】　□ 基礎研修修了者　→受講者番号（修了証書記載）：H
）クッェチず必※（ 　 □ 社会保険労務士　　　　□ 弁護士

 □ 都道府県労働委員会等の委員又は職員で個別労働紛争解決業務等に従事した方
 □ 東京労働大学講座（専門講座）労働法コースの修了証書を授与された方

（※修了証書の写しを添付すること）
 □ 東京労働大学講座（総合講座）　①労働法部門を受講した方又は一括受講した方で、かつ

　②労働法の試験の課目を合格し修了証書を授与された方
（※修了証書の写し及び試験合格を示す成績表の写しを添付すること）

■ 応用研修などの開催案内についてメールでの配信を希望されますか？     □ 希望する　□ 希望しない

部本業事修研）連基全（会合連体団係関準基働労国全）社公（〉先合問〈 ☎ 03-3518-9103  E-mail: kensyu@zenkiren.com

【振込人名義】　□ 本　人　□ その他（　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
〈通信欄〉

●当申込書送信後、研修 1か月前までに右記口座へ受講料をお振込ください。
　なお、振込手数料はご負担願います。
●入金確認後、研修 1か月前に受講票・テキストを発送致します。
●申込をキャンセルされる場合、下記まで必ずご連絡願います。

三菱UFJ銀行 神田支店 普通預金 0338084
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
シャ）ゼンコクロウドウキジュンカンケイダンタイレンゴウカイ

ふりがな

氏　　名

修了証書に記載しますので、正確にご記入ください。

性 別
男

女
年 齢 歳

住　所 都 道
府 県

都 道
府 県

名　称

住　所

電　話

電　話

自

勤

宅

務
先

〒　　　－

　　　　　－　　　　　－

　　　　　－　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　＠

　　　　　－　　　　　－

〒　　　－

（部署名）

携帯電話

応用特別研修

応 用 研 修□ ※「東京会場」「大阪会場」に
つきましては、受講時期
もご記入願います。

□

□ 平成30年度又は令和元年度に基礎研修を修了（受講番号＿＿＿＿＿＿＿＿ ）
□ 平成29年度～令和元年度に応用研修・応用特別研修を修了（受講番号＿＿＿＿＿＿＿＿ ）

希望する研修の
□にチェック
して下さい

※過去に基礎研修、応用研修、応用特別研修を受講した方で割引料金で申し込む方は□にチェックし、受講番号をご記入ください。



■申　込　締　切 ……… 先着順に受け付け、各会場とも定員になり次第締め切らせていただきます。
※定員に余裕のある限り、研修約 1週間前まで受け付けますが、十分な予習時間確保のため、

　　　　　　　　　　　　    　　 　1か月前までの申込をおすすめします。

申込みから受講までの流れ

受講資格

受講料

受講料のご入金後、研修初日の 1か月前頃に受講票、会場案内、研修カリキュラムおよびテキスト教
材一式をお送りします。
※止むを得ず申込をキャンセルされる場合、ご入金の有無にかかわらず、必ずご連絡ください。

・個別労働紛争解決研修（基礎研修）修了者　　・社会保険労務士　　・弁護士
・都道府県労働委員会等の委員又は職員で個別労働紛争解決業務等に従事した方
・東京労働大学講座（専門講座）労働法コースの修了証書を授与された方
・東京労働大学講座（総合講座）①労働法部門を受講した方又は一括受講した方で、かつ②労働法の試験の課目を合格し修了証書
を授与された方

教材のお届けstep 3

step 2 受講料のお振込み

三菱UFJ 銀行 神田支店 普通預金 0338084
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
シャ）ゼンコクロウドウキジュンカンケイダンタイレンゴウカイ

※振込手数料はご負担ください。　※領収書は振込控をもって代えさせていただきます。

受講料は、研修開始日の 1か月前までに下記口座にお振込みください。

当連合会ホームページ（http://www.zenkiren.com）の「応募フォーム」から、
お申込み下さい。

裏面の「受講申込書」にご記入の上、FAX送信（03-3518-9104）して下さい。

step 1 申 込 み

下記いずれかの方法でお申込みください。

※ご提出いただいた個人情報は当連合会で厳重に管理し、本研修の目的以外には利用しません。

インターネット
申 込

F A X 申 込

申込み方法

19,980
（20,350円）

円 27,972円

16,740円 24,732円

（税込、テキスト教材一式込）

以下の要件のどれかに該当する方

①平成30年度又は令和元年度に基礎研修を修了した方

②平成29年度～令和元年度に応用研修を修了した方
受講料割引適用 象

対
又は

応用研修 応用特別研修

応用研修 応用特別研修

消費税10％引き上げ後に開催される研修の受講料は（　）内に示す金額になります。

（28,490円）

（17,050円） （25,190円）


