
    

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

兵庫労働局長による「労働法制出張講義」行います！ 

～要請があれば講義に伺います～ 

 

兵庫労働局（局長  小林 健）では、これから社会へ出て働く大学生や、アルバイトをして

いる学生に、さまざまな職場内のトラブルに遭わないため、またトラブルに遭ったときの対処

のための基礎知識を持ってもらうために、幹部が大学等で労働法の基礎について講義を

行っています。 

４月は労働局長による講義を下記の日程で予定しています。 

また、要請があれば県内の大学等に、積極的に伺います。 
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※ 平成２８年度は、１５回（１２校）実施し、１，３４２名が受講しました。（平成２７年度１８

回１７校１，０５７人） 実施状況は、兵庫労働局ホームページに掲載中です。 

当日の取材申込みは、講義前日の午後 5 時までに、 

・兵庫労働局雇用環境・均等部 企画課（０７８－３６７－０７００）までお願いします。 

・大学へのお問い合わせは、兵庫大学学長室（０７９－４２７－９５５１）までお願いします。 

 

 

 

平成２９年３月３０日 
【照会先】 
兵庫労働局 
雇用環境・均等部企画課 
課    長   久須 剛太郎 
課長補佐   町口 孝人 

（電話）０７８－３６７－０７００ 

兵庫労働局 Press Release 

大学等出張講義申込み窓口 

兵庫労働局雇用環境・均等部 企画課（０７８－３６７－０７００） 

兵庫労働局長による４月の講義予定 
 

・日   時  平成２９年４月１８日（火） 午後２時４０分～４時１０分 

 

・場   所  兵庫大学（学校法人睦学園）  加古川市平岡町新在家２３０１  

２号館２０２教室 

※当日は学内で「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンも行います。 

２号館１０１教室（午後２時４０分～５時） 

 

 

 

 

         

 



    

 

平成２９年度 労働法制講義 

 
１．目 的  

兵庫労働局では、これから社会に出て働く若者に対し、労働法制の
基礎知識の周知を図ることは、関係法令の不知による問題事案の発
生を未然に防止するとともに、若者の職業意識の涵養に重要なものと
考えています。 
 そのため、年間通じて当局幹部が大学等に出向き、労働法制の普
及等を図るセミナーや講義等（無料）を積極的に引き受けております。 

  
２．講義内容 

働く時に必要な最低限の基礎知識や職場でトラブルが発生した場
合の対応方法など、パワーポイントやハンドブックを活用するなどし
て、分かりやすい説明に努めており、社会人になるにあたっての不安
や心配に思うこと等の解消を図っています。 

 
３．実 績 

・平成２８年度実績  １５回（12校）、１，３４２名出席 
 

・平成２７年度実績  １８回（17校）、１，０５７名出席 
 
４．今後の予定 

                                      平成２９年３月末現在 

平成２９年 ５月１２日（金） 関西福祉大学 

平成２９年 ６月 ８日（木） 関西福祉大学 

平成２９年 ６月２１日（水） 吉備国際大学 志知キャンパス 

 
 

（参   考） 

・平成２８年度、平成２７年度の開催状況（ＨＰに掲載中）  別紙 
 

・兵庫労働局から講師を派遣します【無料】 チラシ  別紙 
 



別紙 

労働法制出張講義 
労働法制について、ご要望があれば 

兵庫労働局の幹部が大学等での出張講義に

伺います。 
 

大学等の出張講義申込み窓口 

兵庫労働局 雇用環境・均等部企画課 

（０７８－３６７－０７００） 

 

平成２８年度の講義風景 

 

小林 健 兵庫労働局長   



  

松浦 貴子 雇用環境・均等部長   

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年度の開催状況 

平成 28年 4月 26日 神戸女子大学 ※１ 

平成 28年 6月 20日 神戸医療福祉大学  

平成 28年 6月 22日 神戸女学院大学 ※１ 

平成 28年 6月 23日 吉備国際大学 志知キャンパス ※２ 

平成 28年 7月 5日 関西福祉大学 ※２ 

平成 28年 7月 11日 兵庫県立大学 ※２ 

平成 28年 7月 28日 神戸女子大学  

平成 28年 7月 29日 神戸女子大学  

平成 28年 10月 6日 姫路獨協大学  

平成 28年 11月 9日 関西国際大学  

平成 28 年 11 月 21 日 武庫川女子大学  

平成 28 年 12 月 2 日 神戸学院大学  

平成 28 年 12 月 8 日 園田学園女子大学  

平成 28 年 12 月 12 日 園田学園女子大学  

平成 28 年 12 月 20 日 神戸常盤大学  

実施 １５回 （１２校） 出席者 １，３４２人 

 

◎アルバイトの労働条件を確かめよう！キャンペーン（４月～７月） 

※１単独開催、※２労働法制講義と同時開催 

 

 



平成２７年度の開催状況 

平成 27年 6月 11日 神戸医療福祉大学  

平成 27年 6月 15日 関西福祉大学  

平成 27年 7月 6日 甲南大学  

平成 27年 9月 30日 神戸常磐大学  

平成 27年 10月 5日 武庫川女子大学  

平成 27年 10月 6日 姫路獨協大学  

平成 27年 10月 7日 神戸山手大学 神戸山手短期大学  

平成 27年 10月 30日 神戸大学  

平成 27年 11月 13日 芦屋学園短期大学  

平成 27年 11月 19日 神戸学院大学  

平成 27年 11月 20日 兵庫県立大学（神戸商科キャンパス）  

平成 27年 11月 27日 神戸女子大学  

平成 27年 12月 2日 兵庫県立大学（姫路工学キャンパス）  

平成 27年 12月 3日 神戸女子大学  

平成 27年 12月 8日 神戸学院大学  

平成 27年 12月 15日 湊川短期大学 

平成 27年 12月 18日 吉備国際大学 志知キャンパス 

平成 28年 1月 20日 神戸親和女子大学 

実施 １８回（１７校） 出席者 １，０５７人 

 



 兵庫労働局では、これから社会へ出て働くことになる若者を対象として、労働法制の基礎知識を周知し、
労働関係のトラブルから身を守るため、講義・セミナー等への講師に職員を派遣しています。 

 知っておきたい働くときのポイントなどを簡単な資料を使い、経験豊富な職員がわかりやすく解説してお
ります。ぜひ、この機会にご活用ください。 

 

【セミナー・講義例】 

・労働法ってなんだろう？ 

・アルバイトでも残業手当があるの？ 

・労働時間、賃金額が最初の話と違うんだけど？                 

 

【労働法制講義実施状況」 

平成27年度実績 実施回数18回（17校）、出席者 1,057人 

平成28年度実績 実施回数15回（12校）、出席者 1,342人     

学校関係者の皆様へ 
 学生に、労働法制の知識を！！ 

    兵庫労働局から講師を派遣します【無料】 

【お申込み・お問い合わせ】 

兵庫労働局 雇用環境・均等部 企画課 
TEL:078-367-0700  FAX:078-367-9050 

講義内容や講義時間等
は、できるだけ 

ご要望にお応えできる
よう対応いたします。 

「アルバイトの労働条件をたしかめよう」キャラクター「たしかめたん」 
本山清数さん(兵庫県)の作品 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html 

「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～」 

「これってあり？まんが 知って役立つ労働法Q＆A」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mang
aroudouhou/ 

別 紙 

TEL:078-367-0700
TEL:078-367-0700
TEL:078-367-0700
TEL:078-367-0700
TEL:078-367-0700

