実務担当者のための

講 師プロフィー ル
わた なべ

よう

氏

特定社会保険労務士
社会保険労務士法人YWOO 代表。
日本年金学会正会員。上級個人情報保護士。マイナンバー管理士。
損害保険業界、派遣業界勤務を経て、2006年起業独立。企業の人事労務コンサルティング、バックオフィ
スアウトソース受託業、執筆、出版社・公的機関等にて社会人・実務者セミナー講師、企業研修（人材育成
等）企画・講師。
【主な著作等】
「令和2年改正 高年齢者雇用の法解説と人事制度の考え方」他。

お 申 込 みにつ い て
１．お申込みは、下記の「参加申込書」でのFAX送付、当社HPでの申込みの２
種類がございます。
２．お申込み受付後、
請求書及び受講の注意事項等をメールでお送りいたします。
３．参加費用は下記の指定銀行にお振込みください。
三 菱UFJ銀 行 麹町中央 支 店
（普 通）1022849
口座名：（株）産労 総合研究 所セミナー

カ）サンロウソウゴウケンキュウショセミナー

※振込手数料は、
ご利用者でご負担願います。

４．参加費用の請求書・領収書は、
ご希望の方のみ発行いたします。必要な方
は、申込書にご記入ください。
５．オンラインライブ受講、録（オンデマンド）画受講の場合は、入金確認後、
テ
キスト及び視聴URL、
パスワードをお送りします。

参

加

申

込

【申込期限、変更、キャンセル等について】
６．会場受講・オンラインライブ受講の申込み、
会場受講・オンラインライブ受講
への変更、
オンラインライブ受講のキャンセルは、2月28日まで受け付け
ております。それ以降は、録画（オンデマンド受講）
をご検討ください。
７．録画（オンデマンド）受講申込み・入金期日は、3月18日です。入金確認後
のURL、
パスワード、
テキスト送付となりますので、
ご注意ください。
８．会場受講のキャンセルについては、開催日3日前（土日・祝日を除く）
より
キャンセル料をいただきます。
（3日前：参加費の30％、前々日：同50％、
前日・当日：同全額）
９．録画
（オンデマンド）
受講のご入金後の取消しはできませんのでご注意くだ
さい。
10．講師の病気、
地震等の天災などによりやむを得ず開催を延期または中止す
る場合がございます。その際には、受講者の方へお電話及びメールでご連
絡いたします。受講料は返金いたします。

書

〔申込受付欄〕

WEBサイト

Ⓡ

0120-73-3641

お申込日：

月

日

話

〒
業

所
役

参加者
氏 名

種

従業員数
組合員数

②③の場合はテキスト送付先（上記所在地と異なる場合のみ）

の課題です。シニア社員は、健康状態や働く意欲、経済

ぜひこの機会に、実務上に必要な知識を学び、改正の

状況などの個人差が大きく、
さまざまな活用の仕組みが

あった内容を確認しませんか。講師は、関連する多くの

考えられます。しかし、そのなかで忘れてはならないの

資格を保有している渡辺葉子氏です。まとめて学ぶと相

が、年金、社会保険、税の仕組みです。それらをトータル

乗効果があると考えられる２つの講座を準備しました。

で理解し、ハイブリッドな処遇を設計できれば、シニア

１つだけの講座受講ももちろん可能です。

高年齢者雇用のすべての実務＆活用セミナー
①当日参加
（会場）
3月９日
（水）
10：00〜16：30
（期間限定
（3月15日〜28日）
の録画配信が付きます）

＊申込みは２月28日まで。
以降は録画受講をご検討ください。

＊申込みは２月28日まで。
以降は録画受講をご検討ください。

全国町村会館 ホールA

全国町村会館 ホールA

住所：東京都千代田区永田町1-11-35 TEL：03-3581-0471

住所：東京都千代田区永田町1-11-35 TEL：03-3581-0471
〔地下鉄・永田町駅より徒歩１分、
地下鉄・赤坂見附駅より徒歩５分〕
②当日参加
（オンラインライブ）

3月８日
（火）
10：00〜16：30

3月９日
（水）
10：00〜16：30

（期間限定
（3月15日〜28日）
の録画配信が付きます）

（期間限定
（3月15日〜28日）
の録画配信が付きます）

＊申込みは２月28日まで。
以降は録画受講をご検討ください。
③録 画

＊申込みは２月28日まで。
以降は録画受講をご検討ください。
③録 画

3月15日
（火）
〜3月28日
（月）

参加対象者

3月15日
（火）
〜3月28日
（月）

人事・総務のご担当者、労働組合のご担当者

□ ②オンラインライブ受講

□ ①会場受講

②③の場合はテキスト送付先（上記所在地と異なる場合のみ）

□ ②オンラインライブ受講

参加費用

□ ③録 画 受 講

高年齢者雇用・活用セミナー

人

賃金事情・労務事情
人事実務・労働判例
企業と人材・医事業務
看護のチカラ・病院羅針盤

eメール

年金セミナー

社員はさらにモチベーション高く働いてくれるでしょう。

高齢社会では、
シニア社員（60歳以上）の活用は喫緊

②当日参加
（オンラインライブ）

購読誌名（○印）

属
職

□ ①会場受講

高年齢者雇用・活用セミナー

〔地下鉄・永田町駅より徒歩１分、
地下鉄・赤坂見附駅より徒歩５分〕

ＦＡＸ

ふりがな

＆

（期間限定
（3月15日〜28日）
の録画配信が付きます）

電

所在地

年金セミナー

3月８日
（火）
10：00〜16：30

2022年3月8日・9日開催

企業名
団体名

高齢者雇用・活用セミナー

①当日参加
（会場）

https://www.e-sanro.net/

年金＆高齢者雇用・活用セミナー

＆

まるごと年金セミナー

参加を申込みされる場合は、下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、本面をFAXで送信願います。

専用FAX

まるごと年金

こ

渡辺 葉子

年間購読会員
一

□ ③録 画 受 講
ご希望の場合のみ発行いたします。必要な方はチェックをしてください。 □ 請求書
※プライバシーポリシーにより個人情報をお取扱いいたします。
個人情報保護方針については、産労総合研究所ホームページ（https://www.e-sanro.net/）をご覧ください。

般

1日参加
2日参加
1日参加
2日参加

24,000円
（税込）
48,000円
（税込）
28,000円
（税込）
56,000円
（税込）

●会場受講・オンラインライブ受講・録画受講は同額です。
（会場受講の場合には、テキスト代・昼食代を含む。オンラインライブ受講・録
画（オンデマンド）受講の場合には、
テキスト代、
テキスト送付代を含む。）
●会場受講・オンラインライブ受講の場合でも、録画が付きます。
●年間購読会員とは、産労総合研究所発行の定期刊行誌（申込書参照）
ご購読者。

□ 領収書
お 申し込 み
お問い合わせ

産労総合研究所付属

日本賃金研究センター
セミナー事務局

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1 三宅坂ビル３Ｆ
TEL：03-5860-9779 E-mail：cnt01@sanro.co.jp
https://www.e-sanro.net/

まるごと年金セミナー

高年齢者雇用のすべての実務＆活用セミナー

当日参加
（会場／オンラインライブ）… 3月８日
（火）
10：00〜16：30
録
画………………………………… 3月15日
（火）
〜3月28日
（月）
年金のしくみは複雑ですが、当講座では、1日で、担当者
に必要な年金の知識の習得、社員からよくある質問に対応
できるように、具体的な質問を想定しつつ実務優先で進め
ていきます。
さらに、
これから順次施行される年金改革法や、
シニア社

当日参加
（会場／オンラインライブ）
… 3月9日
（水）
10：00〜16：30
録
画………………………………… 3月15日
（火）
〜3月28日
（月）

員を取り巻く周辺法令の改正法、
いわゆる70歳定年法（改正
高年齢者雇用安定法）
も解説します。確定拠出年金（DC）
や個人型確定拠出年金（iDeCo）についても触れていきま
す。老齢の年金のみならず、遺族・障害・離婚分割について
も概要をご説明します。
とても内容豊富なセミナーです。

【ポイント】
①年金を一から学びまたは学び直し、
実務に必要な知識まで引
き上げます
②シニア社員の処遇制度構築にも役立ちます

Ⅰ 公的年金制度と保険料の仕組み
公的年金の仕組み／社会保険への加入／社会保険料
の仕組み／第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被
保険者／年金の増やし方／国民年金保険料の追納・後
納 等
Ⅱ 配偶者の年金
第3号被保険者とは／配偶者の年金の届出等／過去に
第3号被保険者関連の手続きを忘れていたら／事業主
がすべき第3号被保険者の届出／第3号被保険者の年
金の確認
Ⅲ 国民年金の加入期間
保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間の定義と
それぞれの期間の扱い／老齢の年金の受給資格期間
の原則と例外
Ⅳ 老齢の年金
老齢の年金（いつから・いくら）／年金の支給開始年齢
の特例と見落としがちな事項／振替加算／繰上げ・繰
下げ受給と留意事項／65歳以後の在職定時改定／ね
んきん定期便のみかた／請求から支給まで／お得なも
らい方 等

③定年前後説明会でよくある質問に答えられるようになります
④年金法やその他のシニア社員を取り巻く法改正を網羅して
解説します

Ⅴ 65歳までの賃金と年金、高年齢雇用継続給付の
支給調整／65歳からの賃金と年金の支給調整
雇用保険の高年齢雇用継続給付の仕組み／65歳まで
及び65歳以降の在職老齢年金の仕組み／65歳まで
の賃金と年金、高年齢雇用継続給付との支給調整／賃
金シミュレーションの作成
Ⅵ 遺族、障害、離婚分割の仕組み（概要）
遺族基礎年金と遺族厚生年金の仕組み／障害基礎年
金と障害厚生年金の仕組み／離婚分割の仕組み／それ
ぞれの年金はどのくらいもらえるか
Ⅶ 年金制度改正法と周辺法令の改正及びその影響
年金制度改正法（年金制度の機能強化のための国民年
金法等の一部を改正する法律）／雇用保険法等の一部
改正／（通称）70歳定年法／法改正とその影響
※改正事項は各項目でも解説します

Ⅷ DB,DCやiDeCoの基礎知識と実務及び改正（概要）
DBとDC／活用したいDC／iDeCoの基礎知識と事業主が
すべき実務／定年延長とDBの動き／DCやiDeCoの改正
（最新情報）
／DCの受給の仕方によるメリットデメリット 等

本セミナーでは、65歳まではもちろん、
さらに65歳以降の
高年齢者雇用に必要な労働・社会保険や年金の知識や
実務を徹底的に解説し、働き方改革や多様な働き方を意
識しつつ、昨今の判例も参考に、定年後再雇用社員など
シニア社員の働き方を探り、単一型からハイブリッドな処
遇構築への道筋をつけていきます。
さらに、多様な働き方等から活用できる高年齢者雇用の
対応を提示し、加えて多くの他社事例も紹介する、非常に

内容の濃いプログラムとなっています。講師が多くの企業
で実施している50歳代のライフ・キャリア研修（概要）もご
紹介します。
60歳以降の社員を戦力化したい、高年齢者雇用に関す
る実務知識をまとめて学びたい、
シニア社員の処遇制度を
一から見直したい、50歳以降の社員に自社メッセージを伝
える機会を構築したいと考えている担当者に最適のセミナ
ーです。

Ⅰ 高年齢者雇用の現状と他社事例
高年齢者雇用安定法（いわゆる70歳定年法）を知る／
高齢化の状況／定年延長(廃止)や選択定年制、シニア
活用、採用、処遇等高齢者活用の他社事例

Ⅳ 高年齢者活用からみた労働関連法のルールの改正や
昨今の判例と企業対応
パートタイム・有期雇用労働法の知識（昨今の判例から
考える処遇の考え方）／労働契約法と有期雇用特別措
置法の活用／副業・兼業ガイドラインの見直し（概要）
と関連法の改正 等

Ⅱ 65歳以降までの雇用を見据えた、高齢社員に関わる
年金・社会保険・税の基礎知識と実務
〜法改正も解説します〜
年金の基礎知識（年金額の決定と受給までのフロー・
ねんきん定期便・繰上げ・繰下げなどお得なもらい方、
配偶者の年金・社員からのよくある質問など）／雇用保
険の知識（失業等給付・高年齢雇用継続給付など）／健
康保険の知識（被保険者と被扶養者など）／労働・社会
保険への加入と保険料のしくみ／住民税の知識・雇用
保険の給付・老齢年金の税・退職金の税 等
※参考 DBとDCとiDeCo（概要）
※参考 退職後の年金や健康保険への加入
★年金については、3月8日セミナーと一部重複する部分があります

Ⅴ 雇用確保から戦力化へ
戦力化に向かうプロセスの確認
処遇制度・賃金・評価制度（概要）／他社事例
Ⅵ 働き方改革や多様な働き方から活用できる高年齢者雇用
の対応
働き方改革関連法から考える施策／限定正社員／兼
業・副業／テレワーク
※他社事例の現状も参考に

Ⅶ 50歳以降のライフ・キャリア研修のご紹介
（実例・概要）

Ⅲ 年金と賃金と雇用保険の給付の支給調整
〜実際にシミュレーションを作成してみる〜
60歳台前半及び６５歳以降の在職老齢年金のしくみ

アラフィフクライシスを乗り越える／マインドチェンジ／キャ
リアチェンジ／定年前後社員が知りたいこと／年金・医療・雇
用保険／老後資金のキャッシュフローとBL／介護や認知症
に備える／争族にならないために 等
参考 高齢者雇用で活用したい助成金

受 講 に つ い て
①会場受講について―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
会場は定員制とし、
会場における消毒、
空気清浄機設置、
換気、
消毒液・マスク等の設置、
講演台のアクリルガード設置、事務局スタッフのマスクの着用等に努めた上で開催いたします。
●会場受講のみなさまには、受付時での検温、
マスクの着用、手指の消毒をお願いしております。

②オンラインライブ受講について―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●パソコンと安定したインターネット回線、静かなセミナー視聴環境をご用意ください。
●受講は「ZOOM」を通じて行います
（セミナーURLにアクセスすれば接続できる仕組みです。無料のソフトウェアです。）
●受講時には、原則として受講者の方の顔は映りません。
●当日スムーズにご受講いただくために、事前テスト入場日を設定しております。
●テキストは、
ご入金確認後、3月4日着または7日午前中着予定で送付いたします。
●申込１人に対して複数人での視聴はご遠慮ください。
●詳細のご案内は、
お申込み後メールでご連絡いたします。

③録画（オンデマンド）受講について――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●録画の内容は、
3月8日・9日に会場で実施したセミナーです。
講師ごとに分割して作成し、
不要な部分等は編集いたします。
●配信には「VIMEO」を使用します。
（視聴URL（パスワード有）
にアクセスすれば接続できる仕組みです。無料のソフトウェアです。）
●配信期間ならば、何度でも視聴することが可能です。
●視聴には、
インターネット回線が必要です。
●テキスト及び視聴URLは、3月11日以降、
ご入金確認後に送付します。
●申込１人に対して複数人での視聴、視聴URL・パスワードの拡散はご遠慮ください。

