２０２０年度 ＳＲＫ「私学労務セミナー」

団体交渉の実際と労務問題における予防的な対策
私学においても、労働契約や労働条件、職場の労働環境や人間
関係等にまつわる労働問題が労使トラブルとなることは多くあります。
これらの問題について、近年では外部合同労組が紛争に介入してく
ることが多くあります。
労働組合との間では、団体交渉を行うことで労使トラブルの解決を
図ることになりますが、団体交渉とはなんなのか、どのように対応す
べきなのかについて、実践的に学べる機会はほとんどありません。
本講座では、使用者サイドに立った団体交渉と組合対策の法務の
専門家として活躍される弁護士から、団交の生々しい実際と対応を
学びます。

１２ ： ３０

開会

１３ ： ００

7 2

（木）

7 21

（火）

13：00～16：30

13：00～16：30

アルカディア市ヶ谷

大阪ガーデンパレス

原 英彰 氏 （ＪＰＳ 総合法律事務所 弁護士）

講 師

平成17年 司法試験合格
平成18年 立命館大学法学部卒業、第60期司法修習生

【１】労働組合とは

平成19年 竹林・畑・中川・福島法律事務所 入所

(1)いわゆる企業内労働組合の役割
(2) 外部合同労組と呼ばれる外部の労働組合の
役割

平成28年 ＪＰＳ総合法律事務所 開設
弁護士登録後、企業の人事労務事件を中心に取り扱う事務所に就職。
以後、顧問先の相談業務、訴訟、労働審判、労働委員会などの事件を多
く取り扱う。とりわけ外部合同労組との団体交渉を数多く取り扱っており、

【２】団体交渉とは
(1)団体交渉とは何か
(2) 外部合同労組との団交では何を協議する
のか
(3)団体交渉の基本的な進め方
(4)団体交渉の担当者心得
【３】不当労働行為とは

年間で50～60回程度は代理人として参加している。

(1) 団体交渉が不誠実交渉とされるのはどのような
ときか
(2) 労働組から支配介入と言われないために

【４】まとめと質疑応答
閉会

大阪会場

東京都千代田区九段北4-2-25 大阪市淀川区西宮原1-3-35

PROGRAM
開場

東京会場

対 象

私学労務研究会 会員様
及び私立学校の理事、管理職の皆様
法人事務局長、人事責任者の皆様

費 用

1 法人会員1名につき無料。
2人目からは1名につき10,000 円（税別）
非会員 ： 20,000円（税別）

主 催

一般社団法人 私学労務研究会（SRK）

※会場での受講のほかにライブ配信受講（会場同時中継のリアル
タイムでの視聴講）もできます。詳しくはお問合せください。

１６ ： ３０

セミナーのお申込みについて
非法人会員様が本セミナーの申込みに併せて会員ご入会の手続きをいただければ、本セミナー参加費用は会員としての取扱いをいたします。
会員にご入会いただくと会報誌・ メ ー ル マガジンの配信、社労士による無料のメール労務相談といった会員向けサービスが受けられます。 ご 入
会後に欠席された回の「私学労務・定例セミナー」は次回以降の「私学労務・定例セミナー」の参加人数分にキャリーオーバーできます。（入会の
会費額については、下記宛にお問合せください。）

下記ご記入の上、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。
当研究会ホームページ(https://www.sirouken.or.jp/) あるいは
右のバーコードからも、お申込み頂けます。

FAX：03-6455-5318

E-mail : info@sirouken.or.jp
入力フォームはこちら↓
https://tayori.com/form/9363d0303c0f7cd35b62e9b764bf98d05b786691

後日、参加受付確認書、お振込案内、会場地図を記載のメールアドレス宛にご送付させていただきます。 （メールアドレスが未記入の場合はFAXにてお送りさせていただきます。）

法人名

貴校名

部署名
お役職

お名前

ご住所

〒

TEL

FA X

大阪

※参加会場に
丸をつけてください。

□ 法人会員として申込みます。（注）別途、入会手続きが必要です。
□ 非法人会員としてセミナーのみ申込みます。

E-mail
主催
問合せ

東京

一般社団法人

私学労務研究会（SRK）

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-1 KOJIMACHI TERRACE 11F
TEL：03-6455-5317 Mail：info@sirouken.or.jp https://sirouken.or.jp

ご記入頂いた個人情報は、セミナー運営管理、お問い合わせ対応（ご本人への連絡を含む）、関連サービス・情報のご案内、メールニュース配信等に利用させていただきます。
個人情報に関するお問い合わせ先 事務局 03-6455-5317

２０２０年度 ＳＲＫ「私学労務セミナー」

労務リスクマネジメントとしてのハラスメント対策
昨今、ハラスメント問題は報道でも大きくとりあげられる
ようになり、私学の労務リスクとしてその検討は急務です。
とりわけパワハラについては、パワハラ防止措置を義務
づける労働施策総合推進法改正の施行（２０２０年６月１
日予定）に向け、「事業主が職場における優越的な関係
を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講
ずべき措置等についての指針」（パワハラ指針、２０２０年
１月１５日告示）の内容がとりまとめられました。法改正・
指針を前提として、私学として今求められる具体的対応を、
ハラスメントに関する予防対策にも触れながら、網羅的に
解説いたします。

プログラム
開場

１２ ： ３０

開会

１３ ： ００ ご挨拶

4/24(金) 延期

7 7

大阪会場
２０２０年

13：00～16：30

4/2７(月) 延期

7 13

（火）

（月）

13：00～16：30

東京ガーデンパレス

大阪ガーデンパレス

東京都文京区湯島1-7-5

大阪市淀川区西宮原1-3-35

里内 友貴子 氏

講 師

里内法律事務所 弁護士

京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻修了。
京都府女性活躍・ワークライフバランス企業応援マ
ネージャー（2016年度～2019年度）、宇治市DV対策
ネットワーク会議委員（現）、長岡京市男女共同参画
審議会委員（現）、亀岡市男女共同参画審議会委員
（現）等公職も務める。
共著に「女性社員の労務相談ハンドブック」（新日本法
規出版）がある。
2016年7月、里内法律事務所を京都市中京区に開設。

講義 １３ ： ０５
【１】 ハラスメントによるリスク
【２】 ハラスメントとは
(1) セクシャルハラスメント
(2) パワーハラスメント
(3) マタニティーハラスメント
(4) ＬＧＢＴ対応
【３】 ハラスメント対策の取組
(1) ハラスメント問題発生時の初動対応
(2) ハラスメント対策導入のステップ
【４】 まとめと質疑応答
閉会

東京会場
２０２０年

対 象

私学労務研究会 会員様
及び私立学校の理事、管理職の皆様
法人事務局長、人事責任者の皆様

費 用

1 法人会員1名につき無料。
2人目からは1名につき10,000 円（税別）
非会員 ： 20,000円（税別）

※会場での受講のほかにライブ配信受講（会場同時中継のリアル
タイムでの視聴講）もできます。詳しくはお問合せください。

１６ ： ３０

セミナーのお申込みについて
非法人会員様が本セミナーの申込みに併せて会員ご入会の手続きをいただければ、本セミナー参加費用は会員としての取扱いをいたします。
会員にご入会いただくと会報誌・メルマガジンの配信、社労士による無料のメール労務相談といった会員向けサービスが受けられます。 ご 入 会
後に欠席された回の「私学労務・定例セミナー」は次回以降の「私学労務・定例セミナー」の参加人数分にキャリーオーバーできます。（入会の会
費額については、下記宛にお問合せください。）

下記ご記入の上、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。
当研究会ホームページ(https://www.sirouken.or.jp/) あるいは
右のバーコードからも、お申込み頂けます。

FAX：03-6455-5318
E-mail : info@sirouken.or.jp
入力フォームはこちら↓

https://tayori.com/form/5510678c24bb2af2c1947cc72401dc60278027ed
後日、参加受付確認書、お振込案内、会場地図を記載のメールアドレス宛にご送付させていただきます。 （メールアドレスが未記入の場合はFAXにてお送りさせていただきます。）

法人名

貴校名

部署名
お役職

お名前

ご住所

〒

TEL

FA X

大阪

※参加会場に
丸をつけてください。

□ 法人会員として申込みます。（注）別途、入会手続きが必要です。
□ 非法人会員としてセミナーのみ申込みます。

E-mail
主 催
問合せ

東京

一般社団法人

私学労務研究会（SRK）

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-1 KOJIMACHI TERRACE 11F
TEL：03-6455-5317 Mail：info@sirouken.or.jp https://sirouken.or.jp

ご記入頂いた個人情報は、セミナー運営管理、お問い合わせ対応（ご本人への連絡を含む）、関連サービス・情報のご案内、メールニュース配信等に利用させていただきます。
個人情報に関するお問い合わせ先 事務局 03-6455-5317

