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高等教育活性化シリーズ 223（通算 541回）                  2012年 12月 3日（月） 

大学法人のコンプライアンスと実務対応―― 

労働紛争－未然防止・事後解決の要点と留意点Ⅱ 
高等教育活性化シリーズ 225（通算 543回）                 2012年 12月 11日（火） 

“想定外”へのリスクマネジメントの進化― 

大学の事業継続計画（BCP）の策定と実際 
  

大学法人のコンプライアンスと実務対応―― 

労働紛争－未然防止・事後解決の要点と留意点Ⅱ 
～採用時の契約／在職中・退職時の管理／労務監査の勧め～ 

 
    ※ 労働契約法・労働者派遣法の改正／個別労働紛争等の増加／是正勧告・指導事例 

    ※ 労働時間管理（裁量労働制・変更労働時間制など）の要点と実際／多様な紛争解決制度 

    ※ 紛争未然防止の対応策／非正規雇用教職員に係わる諸法令と労務管理／労務“監査”とは 
 
 
 

 

 

2012年 12月 3日（月） 剛堂会館（明治薬科大学） 会議室（東京・麹町） 

 
“想定外”へのリスクマネジメントの進化― 

大学の事業継続計画（BCP）の策定と実際 
～地域・事業・構成員・業務・組織の特性を踏まえて～ 

 

  ※ BCPとは／その普及状況／東日本大震災の教訓／大学の BCPの策定と留意点／運用と展開 

  ※〔静岡大〕情報 BCPとは／実現のロードマップ／新研究・教育オープンクラウド大学構想 

  ※〔香川大〕BCP策定への取り組み／専門部会設置と現状分析／マニュアル骨子と策定要領 

  ※〔工学院大〕地域防災拠点としての大学／地震防災 BCP構築／新宿駅周辺地域の DCP 
 

 

 

 

 
 

 2012年 12月 11日（火） 剛堂会館（明治薬科大学） 会議室（東京・麹町） 

 

 地域科学研究会 高等教育情報センター 

● 今回配布先を限定しておりますので､関係各位へのご回覧につき､ご高配をお願いいたします。 

回 

覧 

 
  曽田   究 氏 ／ 社会保険労務士曽田事務所所長 特定社会保険労務士 

 
  丸谷  浩明 氏 ／ 東京工業大学 特任教授 （NPO）事業継続推進機構 副理事長 

  井上  春樹 氏 ／ 静岡大学 情報基盤センター副センター長・教授 

  白木    渡 氏 ／ 香川大学 危機管理研究センター長・教授 

  事業継続計画策定等専門部会会長 

  村上  正浩 氏 ／ 工学院大学 建築学部まちづくり学科 准教授 

● 講 師 陣 ● 

 

● 講 師 ● 

 

開催中止 

開催 



[ 参 加 要 領 ] 

日時 ： □高等教育活性化シリーズ 223   労働紛争－未然防止・事後解決の要点と留意点Ⅱ 

2012年 12月 3日（月）        13：00～16：50 
□高等教育活性化シリーズ 225   大学の事業継続計画（BCP）の策定と実際 

2012年 12月 11日（火）        9：40～16：30 
 
会場 ： 剛堂会館（明治薬科大学）会議室（東京・麹町）※両日程、同会場です 

千代田区紀尾井町 3-27  TEL 03-3234-7362 

（東京メトロ有楽町線｢麹町駅｣1 番出口より徒歩 4 分、または JR 中央・総武線「四ツ谷駅」麹町口より徒歩 10 分）  
 

参加費 
ご一名 

（資料代を含む） 
メディア参加 

（資料及び音声 CD 送付） 

高等教育活性化シリーズ 223 
労働紛争－未然防止・事後解決の要点と留意点Ⅱ 

36,000円 
(消費税込) 

37,000円(送料、消費税込) 

高等教育活性化シリーズ 225 
大学の事業継続計画（BCP）の策定と実際 

42,000円 
(消費税込) 

43,000円(送料、消費税込) 

※参加費の払い戻しは致しません。申込者のご都合が悪いときには、代理の方がご出席ください。 
 
申込方法 ： 参加申込書に所要事項を記入のうえ FAX または Email にてご送付ください。 

 受講証と会場地図を送付しますので必ずご確認ください。 
 
支払方法 ： 銀行振込・郵便振替・当日払いがあります。 

 みずほ銀行麹町支店  普通 1159880  三菱東京 UFJ 銀行神田支店 普通 5829767 

 三井住友銀行麹町支店 普通 7411658  ＊郵便振替：00110-8-81660  

口座名 (株)地域科学研究会 

            (ご請求なき場合は振込受領書を領収書に代えさせていただきます) 
 
インターネットでのご案内は⇒http://www.chiikikagaku-k.co.jp/kkj/ E-mail: kkj@chiikikagaku-k.co.jp 

 
お申込み・お問合せ                東京都千代田区一番町 6-4ライオンズ第 2-106 
  TEL 03(3234)1231 FAX 03(3234)4993 

 

 

2012 年  月  日 

■高等教育活性化シリーズ 223      労働紛争－未然防止・事後解決の要点と留意点Ⅱ 

□ 当日参加       □ メディア参加 

■高等教育活性化シリーズ 225      大学の事業継続計画（BCP）の策定と実際 

□ 当日参加       □ メディア参加             （□に✔印を入れてください） 
 
勤務先  

所在地 〒                               

                 
                         
TEL            FAX    
 

参加者氏名 所属部課役職名 メールアドレス 
   

   

   

〈通信欄〉支払方法(□郵便振替 □当日払い □銀行振込) 必要書類（□請求書 □見積書) 

※この個人情報は、本セミナーの一連の業務及び今後のご案内に使用させていただきます。

地域科学研究会 

高等教育情報センター 

キリトリ線(※参加申込みの折は必ずお送りください) 
研修会参加申込書 

連絡部課・担当者名                

メールアドレス                 

※開催中止 

開催 

mailto:kkj@chiikikagaku-k.co.jp


労働紛争－未然防止・事後解決の要点と留意点Ⅱ           2012年12月3日（月） 

正規と非正規の雇用格差拡大は、“構造不況業種”となった大学世界に、急速に押し寄せて

おります。総人件費縮減は、教職員の労働条件・雇用形態、そして賃金の悪化を直撃してい

ます。大学法人の人事・労務担当においては、複雑多岐にわたる個別労務紛争の急増により、

頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。 

あらゆる紛争と同じく労働紛争も、事前の未然防止が最重要といえます。採用時～在職中、

そして退職時の雇用管理上の留意事項について、実際の是正勧告・指導事例を踏まえた対応

が急務であります。 

平成24年に労働契約法及び労働者派遣法が改正されております。労働基準法を含め、労働

関係諸法令への的確なチェックと把握に基づき、賢明な人事管理施策の実施が求められます。

労務監査というものがあり、任意監査であるものの、労使トラブルのリスク対策として、積

極的かつ継続的に取り入れられるべきではないでしょうか。 

 

本セミナーでは、私学の労務管理のプロフェッショナルである特定社会保険労務士の曽田

氏に、労働紛争の未然防止・事後解決の要点について、具体的な事例紹介を含め論展いただ

きます。 
 

時 間 講 義 項 目 

13：00 

～  

16：50 

□ 労働紛争－未然防止・事後解決の要点と留意点 

～採用時の契約／在職中・退職時の管理／労務監査の勧め～ 

特定社会保険労務士 曽田 究 

1．労働法令の平成 24年改正のポイント 

（1）労働契約法～有期労働契約の新たなルール 

（2）労働者派遣法～短期（日雇）派遣の原則禁止 

 

2．個別労働紛争等の増加 

（1）厚生労働省発表等による近年の動向 

（2）多様な紛争解決制度 ～行政支援、団体交渉、裁判、ADR 

（3）是正勧告・指導事例からみる要点 

 

3．紛争を未然に防止するための対応 

（1）採用時～労働契約締結に際しての労働条件の明示とその方法 

（2）在職中～労働時間管理、賃金の支払い、休職制度と業務災害 

（3）退職時～“円満”に労働契約を終了するために 

 

4．非常勤講師等の非正規雇用について 

（1）非正規雇用教職員と諸法令の適用の確認 

（2）労務管理上の要点 

 

5．労務監査の勧め～事前チェック～ 

〈質疑応答〉 



大学の事業継続計画（BCP）の策定と実際                  2012 年 12 月 11 日（火）  
時 間 講 義 項 目 

 9：40 

～

11：00 

□ 大学の事業継続計画（BCP）の意義と持つべき視点 
東京工業大学  丸谷  浩明 

1．事業継続計画（BCP）とは 
（1）BCP の概念   （2）BCP の普及状況 
（3）東日本大震災の教訓 
2．大学の BCP 策定の意義と留意点 
（1）大学の BCP の意義  （2）大学の BCP の特徴・困難さ 
（3）大学の BCP 策定の留意点 
3．大学における BCP の運用と展開 
（1）維持管理・改善の重要性 （2）他の主体の BCP との整合性        〈質疑応答〉 

11：10 

～  
12：30 

□［静岡大］BCP のゴールに向けた情報基盤整備～検証と進化 
     ～ビッグデータと新研究・教育オープンクラウド大学構想～ 

静岡大学  井上  春樹 
1．大学の情報 BCP とは何か 
（1）我が国の大学は大災害を避けて通ることはできない！？ 
（2）中途半端な被害想定は事業継続の可能性を放棄することと等価 
（3）大学にとって最も大事なものは何か？ 
（4）情報保存、情報システムの完全無停止稼働実現には全面クラウド化が必須 
2．大学の情報 BCP 実現のロードマップ：静岡大学を例に 
（1）2013 年：学内のシステム、データのポータビリティ化完了 
（2）2015 年：キャンパス以外の DC ベースのクラウドへの移設完了 
（3）2017 年：国内～海外 DC へのシステムバックアップ体制確立 
（4）2020 年：新教育・研究オープンクラウド＝ワンワールドクラウドの実現 
3．新研究・教育オープンクラウド大学構想 
（1）真のオープン化に向かいつつある教育・研究の形態 
（2）データ量の爆発と冗長性の拡大～ビッグデータ時代の幕開け 
（3）通信回線が用をなさない新 ICT 時代への移行 
（4）新オープンクラウド実現は BCP 実現施策が主推進力                   〈質疑応答〉 

13：30 

～  
14：50 

□［香川大］BCP 策定への取り組み 
     ～基本コンセプト、10 項目のマニュアル、策定要領の概要～ 

香川大学  白木  渡 
1．BCP 策定に向けて 
（1）東日本大震災の教訓  （2）危機管理対策のあり方 
（3）専門部会の設置  （4）現状分析 
2．BCP 勉強会の実施 
（1）被害想定   （2）対応業務の洗い出し 
（3）重要業務の選定  （4）災害時の対応体制 
3．BCP マニュアルの骨子と策定要領 
（1）基本コンセプト  （2）マニュアル骨子 
（3）策定要領の概要  （4）想定外災害から大学を守るために  〈質疑応答〉 

15：10 

～  
16：30 

□［工学院大］大学を地域防災拠点とした地震防災の取り組み 
     ～工学院大学の BCP と新宿駅周辺地域の DCP～ 

工学院大学  村上  正浩 
1．地域防災拠点としての大学 
（1）地域防災拠点に求められる機能（2）地域防災拠点として工学院大学ができること 
（3）東日本大震災時における工学院大学の帰宅困難者対応 
2．工学院大学の BCP 構築に向けた取り組み 
（1）工学院大学の地震防災対策 （2）東日本大震災時の教訓 
（3）BCP 構築に向けて 
3．新宿駅周辺地域の DCP 構築に向けた取り組み 
（1）新宿駅周辺防災対策協議会 
（2）工学院大学を地域防災拠点とした様々な地震防災の取り組み 
（3）新宿駅周辺地域の DCP 構築に向けて                                 〈質疑応答〉 

  


