
 

貴社名

貴社住所

ご

ご記載頂
の他

第 1 部
今井労務経営事務所

本本本セセセ
関関関連連連
にににつつつい

解雇
厚厚生生
もも年年
ララブブ
労労使使
もも多多
をを受受
 
 

 

セミナー

☑☑整整

知知

☑☑解解

☑☑不不

☑☑試試

☑☑紛紛

☑☑退退

☑☑解解

☑☑退退

☑☑労労

☑☑労労

 
 
 

貴社名 
 

貴社住所 〒

ご出席者 
１

２

記載頂いた情報
他、サムライアライアンスの

部講師 特定

今井労務経営事務所

[講師略歴
昭和５１年
上場メーカー勤務後、平成１４年より名古屋
の社会保険労務士兼中小企業診断士事務所
した後、平成
開業。平成

セセセミミミナナナーーーででで
連連連しししててて退退退職職職
つついいいててて、、、法法法

解雇せざるを
生生労労働働省省にによよ
年年間間 66 万万件件
ブブルルにに発発展展しし
使使トトララブブルルにに
多多いい弁弁護護士士かか
受受けけるる社社労労士士

お問い合

セミナー概要 

整整理理解解雇雇、、懲懲

知知っってておおききたたいい

解解雇雇せせざざるるをを得得

不不当当解解雇雇ででトトララ

試試用用期期間間中中のの

紛紛争争解解決決のの手手

退退職職すするる社社員員

解解雇雇・・退退職職でで変変

退退職職金金規規程程をを

労労働働者者側側かからら

労労使使トトララブブルル予予

お
 

〒 

１ 役職                    

２ 役職                    

情報は、本セミナーのご
サムライアライアンスの

特定社会保険労務士

今井労務経営事務所（合同会社戦略労務研究所

講師略歴]                         
昭和５１年生まれ、同志社大学商学部卒業。一部
上場メーカー勤務後、平成１４年より名古屋
の社会保険労務士兼中小企業診断士事務所

た後、平成 18 年、福井市に今井労務経営事務所
開業。平成 21 年、合同会社戦略労務研究所設立

企業

でででははは、、、トトトラララブブブ
職職職金金金なななどどど退退退

法法法律律律的的的ななな観観観

せざるを得なくなったとき
よよるるとと平平成成

件件超超ととななっってて
ししややすすくく、、
ににななららなないい
かからら、、労労使使
士士のの立立場場かか

合わせ先 

 

懲懲戒戒解解雇雇、、退退職職

いい解解雇雇・・退退職職

得得ななくくななっったた

ララブブルルにに！！解解

のの社社員員、、契契約約

手手段段～～ああっっせせ

員員のの年年次次有有給給

変変わわるる失失業業保保

をを変変更更すするる際際

ららののアアククシショョンン

予予防防にに向向けけたた

お申込み

                    

                    

セミナーのご
サムライアライアンスの HP（

 
［サムライアライアンス

TEL:0778-22

保険労務士 今井順也
合同会社戦略労務研究所

                         
同志社大学商学部卒業。一部

上場メーカー勤務後、平成１４年より名古屋
の社会保険労務士兼中小企業診断士事務所

、福井市に今井労務経営事務所
年、合同会社戦略労務研究所設立

企業のリスクマネジメント

ブブブルルルををを回回回
退退退職職職にににままま
観観観点点点ややや実実実

なくなったとき
成成 2222 年年度度のの
てていいまますす。。
、、会会社社側側ににはは
いいたためめににどどうう
使使紛紛争争のの対対処処
かかららのの実実践践的的

退職職勧勧奨奨、、雇雇いい

職職のの種種類類  

たた場場合合のの具具体体

解解雇雇のの実実例例・・

約約社社員員のの解解雇雇

せせんん、、労労働働審審

給給休休暇暇のの買買いい

保保険険のの扱扱いい  

際際ののポポイインントト  

ンンとと使使用用者者側側

たた就就業業規規則則のの

み ▶▶ FAX

                    

                    

セミナーのご連絡に関わることのみに
（http://www.samurai

サムライアライアンス

22-2468（代

今井順也
合同会社戦略労務研究所） 所長 

                         
同志社大学商学部卒業。一部

上場メーカー勤務後、平成１４年より名古屋市内
の社会保険労務士兼中小企業診断士事務所に勤務

、福井市に今井労務経営事務所
年、合同会社戦略労務研究所設立

のリスクマネジメント

回回回避避避すすするるるたたた
まままつつつわわわるるるトトト
実実実務務務上上上ののの事事事

なくなったとき、
のの民民事事上上のの個個
。。解解雇雇やや退退職職
はは慎慎重重なな対対
ううししたたららよよ
処処、、解解決決のの
的的なな労労務務管管

いい止止めめ eettcc・・・・

体体的的なな進進めめ方方

・・裁裁判判例例～～  

雇雇のの扱扱いい  

審審判判ととはは？？  

いい上上げげはは？？  

  

側側のの対対処処  

ののポポイインントト  eet

主催

FAX：0778

                    氏名 

                    氏名 

わることのみに
http://www.samurai

サムライアライアンス事務局］

代） FAX:0778

今井順也 
 

                               
同志社大学商学部卒業。一部 

市内 
勤務 

、福井市に今井労務経営事務所 
年、合同会社戦略労務研究所設立。 

のリスクマネジメント

たたためめめににに会会会社社
トトトラララブブブルルルににに
事事事例例例なななどどど

、会社はどう
個個別別労労働働紛紛
職職金金はは、、従従
対対応応がが求求めめらら
よよいいかか？？会会社社
のの実実際際ににつついい
管管理理ののポポイインン

第
神田法律事務所

[講師略歴

昭和
平成
平成
【取扱業務】
働問題

日

会場

・・・・  

方方  

eettcc  

主催 

0778-22
TEL 

FAX 

わることのみに使用させて
http://www.samurai-alliance.jp/

］ 福井県越前市堀川町

0778-22-6606 

のリスクマネジメント

会社社社ががが知知知っっっ
にににつつついいいててて、、
どどどかかかららら分分分かかか

はどう対応
紛紛争争にに係係るる相相
従従業業員員のの生生活活
らられれてていいまま
社社側側だだけけでで
いいてて、、ままたた
ンントトににつついい

第２部講師 

神田法律事務所

講師略歴]                          

昭和５３年生まれ、神戸大学法学部卒業。
平成１８年、弁護士登録し福井市内の法律事務所に勤務。
平成２２年、神田法律事務所開設。
【取扱業務】債務整理、債権回収、交通事故、相続、
働問題、その他民事・刑事事件全般

日時 
平成

13:30
 

福井商工会議所 会場 

 
士士業業

ササ 
 

22-6606

させて頂きます。
alliance.jp/）からも受

福井県越前市堀川町

 MAIL: info@samurai

のリスクマネジメント講座

っっっててておおおくくくべべべ
て、、、そそそののの予予予
かかかりりりやややすすすくくく

対応するか
相相談談件件数数はは
活活にに直直結結すす
まますす。。  
ででななくく労労働働
たた、、会会社社側側
いいてておお話話ししまま

 弁護士
神田法律事務所 所長  

                          

年生まれ、神戸大学法学部卒業。
年、弁護士登録し福井市内の法律事務所に勤務。
年、神田法律事務所開設。

債務整理、債権回収、交通事故、相続、
その他民事・刑事事件全般

平成 24 年２
13:30～

福井商工会議所

業業ネネッットトワワーークク

ササムムラライイアア

6606 

。また、お申
受け付けております

福井県越前市堀川町 5-12 小木会計事務所内

info@samurai

講座 

べべべききき解解解雇雇雇問問問
予予予防防防法法法、、、紛紛紛
くくくごごご説説説明明明ししし

か？ 
はは解解雇雇にに関関わわ
すするる問問題題ででああ

働働者者側側のの代代理理
側側でで身身近近にに労労
まますす。。  

弁護士 神田芳和

                          

年生まれ、神戸大学法学部卒業。
年、弁護士登録し福井市内の法律事務所に勤務。
年、神田法律事務所開設。 

債務整理、債権回収、交通事故、相続、
その他民事・刑事事件全般 

２月１日
～15:00（

福井商工会議所ビル

参加無料

クク  

アアラライイアアンン

申し込みは FAX
けております。 

小木会計事務所内

info@samurai-alliance.jp

問問問題題題ををを学学学
紛紛紛争争争ののの対対対処

しししままますすす      

わわるる問問題題だだ
ああるるここととかか

理理人人にに立立つつ
労労使使問問題題のの

神田芳和 

                          

年生まれ、神戸大学法学部卒業。 
年、弁護士登録し福井市内の法律事務所に勤務。

債務整理、債権回収、交通事故、相続、

日（水） 

（13 時受付

ビル A 会議室

参加無料

ンンスス  

FAX 
 

小木会計事務所内 

alliance.jp 

学学学びびび、、、
対処処処法法法

だだけけでで
かかららトト

つつ機機会会
のの相相談談

                               

年、弁護士登録し福井市内の法律事務所に勤務。

債務整理、債権回収、交通事故、相続、労

 

受付開始） 

会議室 

参加無料 


