
 

高年齢者活躍促進セミナー 

～７０歳までの就業機会確保のために～ 開催のご案内 
 

 

ご案内 

令和 3年 4月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、70 歳までの就業機会確保が努力義務となり

ました。本セミナーでは、専門家による講演のほか、定年引上げや継続雇用延長を先駆けた企業に

よる好事例の発表、意見交換等を行い、深刻化する労働力不足の切り札として、今後の高年齢者

雇用の方向性について共に考え、生涯現役社会の実現を目指します。 

 

主催 

宮城労働局 ／ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城支部 

 

プログラム 

◎講演「高齢社員の活用戦略と能力開発の進め方」 

  65歳超雇用推進プランナー、中小企業診断士  大場 宣英 氏  

 

◎企業事例発表「我が社における高齢者雇用の取り組みについて」 

  株式会社セント 取締役管理部長  佐藤 幸輝 氏   

 

◎発表企業に聞く～会場とのトークセッション～ 

  出演：株式会社セント 取締役管理部長  佐藤 幸輝 氏  

  コーディネーター：65歳超雇用推進プランナー、中小企業診断士  大場 宣英 氏 

 

◎高年齢者雇用に関する情報提供 

  宮城労働局 職業安定部 職業対策課 

 

◎高年齢労働者の労働災害防止について 

 宮城労働局 労働基準部 健康安全課 

 

◎65歳超雇用推進助成金の概要 

  独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城支部 高齢・障害者業務課 

  



日時 

令和 4年 11月 11日（金） 13:00～16:00 （開場 12:30） 

 

場所 

ポリテクセンター宮城  本館棟 3Ｆ 多目的ホール 

(宮城県多賀城市明月 2-2-1） 

■公共交通機関でお越しの方／ＪＲ仙石線多賀城駅下車 徒歩 15分（仙台駅から多賀城駅まで 20分） 

■お車でお越しの方／仙台港北ＩＣより 車で約 10分（会場内無料駐車場完備） 

※セミナー会場アクセスについては、リーフレット・参加申込書をご参照ください。  

 

定員 

60名 （定員になり次第締め切らせていただきます） 

 

参加費 

無料 

 

申し込み方法 

「参加申込書」にご記入のうえ、高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城支部へＦＡＸにてお申込みく

ださい。 

なお、お申込みが定員（60 名）に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込みくださ

い。 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

アルコール消毒液の設置、会場内の換気等の対策を行います。また、出席者の皆様にはマスクの着

用をお願いします。 

なお、ご出席の方は、別途体調確認チェックシートをご記入の上、当日ご持参ください。 

 

お申込・お問い合わせ先 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城支部 高齢・障害者業務課 

TEL:022-361-6288 

FAX:022-361-6291 

 



［入場無料］ 定員60名（先着順）
申込み方法は裏面をご覧ください。

主催：宮城労働局／独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部
共催：公益財団法人産業雇用安定センター宮城事務所、宮城県中小企業団体中央会、一般社団法人みやぎ工業会
後援：河北新報社

日時　令和４年11月11日（金） 13:00～16:00（開場12:30）
場所　ポリテクセンター宮城 本館棟３Ｆ 多目的ホール
　　　(多賀城市明月２－２－１）～裏面参照～

● 発表企業に聞く　～会場とのトークセッション～
● 高年齢者雇用に関する情報提供　　宮城労働局職業安定部職業対策課
● 高年齢労働者の労働災害防止について　宮城労働局労働基準部健康安全課
● ６５歳超雇用推進助成金の概要　　宮城支部高齢・障害者業務課

● 講演
　 高齢社員の活用戦略と能力開発の進め方
　 65歳超雇用推進プランナー、中小企業診断士
 大場　宣英 氏

● 企業事例発表
　 我が社における高齢者雇用の取り組みについて
　 株式会社セント
　 取締役管理部長　佐藤　幸輝 氏

70 歳までの
就業機会確保のために

【令和 4年度】

プ ロ グ ラ ム

令和３年4月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。本セ
ミナーでは、専門家による講演のほか、定年引上げや継続雇用延長を先駆けた企業による好事例の発表、意
見交換等を行い、深刻化する労働力不足の切り札として、今後の高年齢者雇用の方向性について共に考え、
生涯現役社会の実現を目指します。

高年齢者活躍促進セミナー



会場アクセス

●公共交通機関でお越しの方
　JR仙石線多賀城駅下車 徒歩15分
　 (仙台駅から多賀城駅まで20分)
●お車でお越しの方
　仙台港北ICより 車で約10分

会場案内図（駐車場有り）
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プロロジス

ポリテクセンター宮城

JR多賀城駅

産業道路

143
45

23

F A X : 0 2 2 - 3 6 1 - 6 2 9 1

高年齢者活躍促進セミナー 参加申込書

連絡先
TEL

FAX

所属・役職・ご出席者名

事業所・団体等名

所属・役職・ご出席者名

■ お問合わせ先 ■
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城支部 

高齢・障害者業務課　井上・田村

TEL:022-361-6288　FAX:022-361-6291

参加ご希望の方は下記あてに
FAXにてお申込み願います。
なお、お申込みが定員（60名）に
達し次第締め切らせていただき
ますので、お早めにお申込みく
ださい。

※なお、セミナー申込みにより
いただいた個人情報について
は、本セミナー実施のための
みに利用させていただきま
す。利用目的の範囲内で適切
に扱うものとし、法令で定め
られた場合を除き、第三者に
は提供いたしません。

※新型コロナウイルス感染症対策について
アルコール消毒液の設置、会場内の換気等の対策を行い
ます。また、出席の皆様にはマスクの着用をお願いしま
す。ご出席の方は、同封の体調確認チェックシートにご
記入の上、当日ご持参ください。



体　調　確　認　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

記入日　　　令和　4　年　  　月　　　　日
セミナー参加者　各位

　令和４年度高年齢者活躍促進セミナーにおいて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者等の
健康状態を確認するため情報の提供をお願いいたします。本シートはセミナー前１週間における健康状態を
事前にご記入の上、当日受付にご提出ください。
　なお、提出された個人情報の取り扱いには十分配慮し、個人情報保護法等の法令において認められる場合
を除き、ご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。
　ただし、会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合は、必要な範囲で保健所等に提供
する場合がありますので、ご了承ください。何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

参　　　加　　　者

氏　　　名

セミナー前１週間における健康状態　　（※該当する項目の□にチェック）

所　属　先

電　話　番　号
（日中に連絡が取れる電話番号）

事前に体温を測定し、結果を記入してください。

当日（１１月１１日（金））の体温

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃

（　１　） ３７．５度以上の発熱がない □

（　２　） 咳、のどの痛みなど風邪の症状がない □

（　３　） 普段にはない強い倦怠感、息苦しさ（呼吸困難）がない □

（　４　） 嗅覚や味覚の異常がない □

注：全ての項目にチェックが付かない場合は、セミナーへの参加見合わせをお願いします。

（　５　） 普段にはない身体の重さを感じることや疲れやすい等の症状がない □

（　６　）
新型コロナウイルス感染症における陽性及び濃厚接触者として疑
われていない（陰性確認済みの場合は、疑われていないに該当） □



（　６　）
新型コロナウイルス感染症における陽性及び濃厚接触者として疑わ
れていない（陰性確認済みの場合は、疑われていないに該当） □

注：全ての項目にチェックが付かない場合は、セミナーへの参加見合わせをお願いします。

（　４　） 嗅覚や味覚の異常がない □

（　５　） 普段にはない身体の重さを感じることや疲れやすい等の症状がない □

（　２　） 咳、のどの痛みなど風邪の症状がない □

（　３　） 普段にはない強い倦怠感、息苦しさ（呼吸困難）がない □

当日（１１月１１日（金））の体温

　　　　　　　　　　　３６．３　　　　　　　　　℃

セミナー前１週間における健康状態　　（※該当する項目の□にチェック）

（　１　） ３７．５度以上の発熱がない □

事前に体温を測定し、結果を記入してください。

〇〇〇会社所　属　先

電　話　番　号
（日中に連絡が取れる電話番号）

　　△△△　－　××××　―　〇〇〇〇

　令和４年度高年齢者活躍促進セミナーにおいて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者等の健
康状態を確認するため情報の提供をお願いいたします。本シートはセミナー前１週間における健康状態を事前
にご記入の上、当日受付にご提出ください。
　なお、提出された個人情報の取り扱いには十分配慮し、個人情報保護法等の法令において認められる場合を
除き、ご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。
　ただし、会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合は、必要な範囲で保健所等に提供
する場合がありますので、ご了承ください。何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

参　　　加　　　者

氏　　　名 　　　　　　機　構　　　太　郎

体　調　確　認　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

記入日　　　令和　４　年　１１　月　１１　日

　　　セミナー参加者　各位

記入例


