
                 

働き方改革関連法に関する説明会のご案内 
 

現在、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（以下「働き方改革関 

連法」）が、施行されております。 

本改正により、制定された「罰則規定のある時間外労働の上限規制」は、中小企業に対し

ても、すでに適用されており、その対応が急務となっております。 

この度、沖縄労働局、労働基準監督署では、働き方改革関連法の趣旨・内容の周知及

び新たな労働時間制度に基づく管理徹底の促進を図るべく説明会を開催いたします(今回は

すべてオンラインによる開催となります)。 

多数の皆様方のご参加をお待ちしております。 

説明会の日程は下記のとおりです（申し込み方法は次ページ以降をご覧ください。）。 

なお、本説明会の運営は、受託会社である大原出版株式会社が行います。ご不明な点

等がございましたら、「ご質問・お問合せ先」あてにご連絡ください。 

                              

① 令和 4 年 1 月 13 日（木）  名護市   （オンライン開催に変更となりました） 

② 令和 4 年 1 月 19 日（水）  那覇市   （オンライン開催） 

③ 令和 4 年 2 月  3 日(木)  沖縄市    （オンライン開催に変更となりました） 

④ 令和 4 年 2 月  8 日（火）  石垣市   （オンライン開催） 

⑤ 令和 4 年 2 月 14 日（月）  宮古島市  （オンライン開催に変更となりました） 

⑥ 令和 4 年 2 月 17 日（木）  那覇市    （オンライン開催に変更となりました） 

 

(参加にあたってのご注意) 

本説明会は平成３１年１月以降繰り返し開催しているものとなります。 

本説明会は今後も随時開催予定ですので、開催日時・場所等が決定次第ホームページに掲

載します。 

 

【ご質問・お問合せ先】 

大原出版株式会社 

働き方改革関連法説明会事務局 

電話： ０３－５５７７－４７１０ （平日 10:00～17:00） 

  E-mail: hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

 

 

沖縄労働局 労働基準監督署 

mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp


＜働き方改革関連法に関する説明会申込書＞ 

FAX 送信先：03-5577-4735  E-mail : hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

インターネットでもお申し込みができます。                                       

HP アドレス   https://event.event-planner.net/#/d3hcvd2k 

申込 ID  OKN0101 会社名    

申込者名    申込人数    

電話番号    FAX   

E-mail       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の受付は開始時間の３０分前より行います。 

原則、定員に達した場合を除き、申込に対する返信等のご連絡はさせていただいておりませ

んので、ご了承ください。なお、本説明会は不参加により、何らの不利益を伴うものではござい

ません。 

本説明会は Zoom の WEB 会議システム「Zoom」を使用して実施します。https://zoom.us/  

【注】 

１．利用端末（デバイス） 

1 時間接続するごとに、約 200～約 300MB のデータ通信が発生します 

・双方の端末を通じて、対面の状態で映像・音声の授受をします。 PC による受講を推奨い

たします。 

2. 推奨インターネット通信環境  

WiFi、4G 等モバイル回線、有線   

【ご質問・お問合せ先】 

大原出版株式会社 

働き方改革関連法説明会事務局 

電話： ０３－５５７７－４７１０ （平日 10:00～17:00） 

  E-mail: hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

１名・2 名（1 事業場あたり 2 名まで） 

【説明会内容】： 

（１） 労働時間法制の見直しについて 

（名護労働基準監督署） 

（２） 働き方改革の推進に向けた支援について 

（沖縄働き方改革推進支援センター） 

（３） 地域産業保健センター等の活用について 

（北部地域産業保健センター）                  

（日程） 

令和 4 年 1 月 13 日（木） 14：00～16：30  

オンライン Zoom による実施 

説明会資料、Zoom の使用マニュアル、視聴用の URL を説明会前日までに送付いたします。               

mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
https://event.event-planner.net/#/d3hcvd2k
https://zoom.us/
mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp


＜働き方改革関連法に関する説明会申込書＞ 

FAX 送信先：03-5577-4735  E-mail : hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

インターネットでもお申し込みができます。                                       

HP アドレス   https://event.event-planner.net/#/yh86sa68 

申込 ID  OKN0102 会社名    

申込者名    申込人数    

電話番号    FAX   

住所  〒     

E-mail    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の受付は開始時間の３０分前より行います。 

原則、定員に達した場合を除き、申込に対する返信等のご連絡はさせていただいておりませ

んので、ご了承ください。なお、本説明会は不参加により、何らの不利益を伴うものではござい

ません。 

本説明会は Zoom の WEB 会議システム「Zoom」を使用して実施します。https://zoom.us/  

【注】 

１．利用端末（デバイス） 

1 時間接続するごとに、約 200～約 300MB のデータ通信が発生します 

・双方の端末を通じて、対面の状態で映像・音声の授受をします。 PC による受講を推奨い

たします。 

2. 推奨インターネット通信環境  

WiFi、4G 等モバイル回線、有線   

【ご質問・お問合せ先】 

大原出版株式会社 

働き方改革関連法説明会事務局 

電話： ０３－５５７７－４７１０ （平日 10:00～17:00） 

E-mail: hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

１名・2 名（1 事業場あたり 2 名まで） 

【説明会内容】 

（１） 労働時間法制の見直しについて 

（沖縄労働局 労働基準部 監督課） 

（２） 働き方改革の推進に向けた支援について 

（沖縄働き方改革推進支援センター） 

（３） 地域産業保健センター等の活用について  

（沖縄産業保健総合支援センター・那覇地域産業保健センター） 

（日程） 

令和 4 年 1 月 19 日（水） 14：00～16：30 オンライン Zoom による実施 

説明会資料、Zoom の使用マニュアル、視聴用の URL を説明会前日までに送付いたします。 

mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
https://event.event-planner.net/#/yh86sa68
https://zoom.us/
mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp


＜働き方改革関連法に関する説明会申込書＞ 

FAX 送信先：03-5577-4735  E-mail : hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

インターネットでもお申し込みができます。               

HP アドレス   https://event.event-planner.net/#/ijiazb5n 

申込 ID  OKN0202 会社名    

申込者名    申込人数    

電話番号    FAX   

E-mail       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の受付は開始時間の１５分前より行います。 

原則、定員に達した場合を除き、申込に対する返信等のご連絡はさせていただいておりませ

んので、ご了承ください。なお、本説明会は不参加により、何らの不利益を伴うものではござい

ません。 

本説明会は Zoom の WEB 会議システム「Zoom」を使用して実施します。https://zoom.us/  

【注】 

１．利用端末（デバイス） 

1 時間接続するごとに、約 200～約 300MB のデータ通信が発生します 

・双方の端末を通じて、対面の状態で映像・音声の授受をします。 PC による受講を推奨い

たします。 

2. 推奨インターネット通信環境  

WiFi、4G 等モバイル回線、有線   

【ご質問・お問合せ先】 

大原出版株式会社 

働き方改革関連法説明会事務局 

電話： ０３－５５７７－４７１０ （平日 10:00～17:00） 

  E-mail: hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

１名・2 名（1 事業場あたり 2 名まで） 

【説明会内容】： 

（１） 労働時間法制の見直しについて 

（沖縄労働基準監督署） 

（２） 働き方改革の推進に向けた支援について 

（沖縄働き方改革推進支援センター） 

（３） 地域産業保健センター等の活用について 

（沖縄産業保健総合支援センター・中部地域産業保健センター）                  

（日程） 

令和 4 年 2 月 3 日（木） 14：00～16：30 オンライン Zoom による実施 

説明会資料、Zoom の使用マニュアル、視聴用の URL を説明会前日までに送付いたします。                           

mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
https://event.event-planner.net/#/ijiazb5n
https://zoom.us/
mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp


＜働き方改革関連法に関する説明会申込書＞ 

FAX 送信先：03-5577-4735  E-mail : hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

インターネットでもお申し込みができます。     

HP アドレス   https://event.event-planner.net/#/7dzwfgi5 

申込 ID  OKN0204 会社名    

申込者名    申込人数    

電話番号    FAX   

E-mail       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の受付は開始時間の１５分前より行います。 

原則、定員に達した場合を除き、申込に対する返信等のご連絡はさせていただいておりませ

んので、ご了承ください。なお、本説明会は不参加により、何らの不利益を伴うものではござい

ません。 

本説明会は Zoom の WEB 会議システム「Zoom」を使用して実施します。https://zoom.us/  

【注】 

１．利用端末（デバイス） 

1 時間接続するごとに、約 200～約 300MB のデータ通信が発生します 

・双方の端末を通じて、対面の状態で映像・音声の授受をします。 PC による受講を推奨い

たします。 

2. 推奨インターネット通信環境  

WiFi、4G 等モバイル回線、有線   

【ご質問・お問合せ先】 

大原出版株式会社 

働き方改革関連法説明会事務局 

電話： ０３－５５７７－４７１０ （平日 10:00～17:00） 

  E-mail: hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

１名・2 名（1 事業場あたり 2 名まで） 

【説明会内容】 

（１） 労働時間法制の見直しについて 

（八重山労働基準監督署） 

（２） 働き方改革の推進に向けた支援について 

（沖縄働き方改革推進支援センター） 

（３） 地域産業保健センター等の活用について 

（沖縄産業保健総合支援センター・八重山地域産業保健センター）                   

（日程） 

令和 4 年 2 月 8 日（火） 14：00～16：30 オンライン Zoom による実施 

説明会資料、Zoom の使用マニュアル、視聴用の URL を説明会前日までに送付いたします。 

  

mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
https://event.event-planner.net/#/7dzwfgi5
https://zoom.us/
mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp


＜働き方改革関連法に関する説明会申込書＞ 

FAX 送信先：03-5577-4735  E-mail : hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

インターネットでもお申し込みができます。     

HP アドレス   https://event.event-planner.net/#/givtfiw8 

申込 ID  OKN0203 会社名    

申込者名    申込人数    

電話番号    FAX   

E-mail       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の受付は開始時間の１５分前より行います。 

原則、定員に達した場合を除き、申込に対する返信等のご連絡はさせていただいておりませ

んので、ご了承ください。なお、本説明会は不参加により、何らの不利益を伴うものではござい

ません。 

本説明会は Zoom の WEB 会議システム「Zoom」を使用して実施します。https://zoom.us/  

【注】 

１．利用端末（デバイス） 

1 時間接続するごとに、約 200～約 300MB のデータ通信が発生します 

・双方の端末を通じて、対面の状態で映像・音声の授受をします。 PC による受講を推奨い

たします。 

2. 推奨インターネット通信環境  

WiFi、4G 等モバイル回線、有線  

【ご質問・お問合せ先】 

大原出版株式会社 

働き方改革関連法説明会事務局 

電話： ０３－５５７７－４７１０ （平日 10:00～17:00） 

  E-mail: hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

１名・2 名（1 事業場あたり 2 名まで） 

【説明会内容】： 

（１） 労働時間法制の見直しについて 

（宮古労働基準監督署） 

（２） 働き方改革の推進に向けた支援について 

（沖縄働き方改革推進支援センター） 

（３） 地域産業保健センター等の活用について 

（宮古地域産業保健センター）           

（日程） 

令和 4 年 2 月 14 日（月） 14：00～16：30 オンライン Zoom による実施 

説明会資料、Zoom の使用マニュアル、視聴用の URL を説明会前日までに送付いたします。    

mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
https://event.event-planner.net/#/givtfiw8
https://zoom.us/
mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp


＜働き方改革関連法に関する説明会申込書＞ 

FAX 送信先：03-5577-4735  E-mail : hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

インターネットでもお申し込みができます。        

HP アドレス   https://event.event-planner.net/#/bdgae5-n 

申込 ID  OKN0201 会社名    

申込者名    申込人数    

電話番号    FAX   

E-mail       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の受付は開始時間の１５分前より行います。 

原則、定員に達した場合を除き、申込に対する返信等のご連絡はさせていただいておりませ

んので、ご了承ください。なお、本説明会は不参加により、何らの不利益を伴うものではござい

ません。 

本説明会は Zoom の WEB 会議システム「Zoom」を使用して実施します。https://zoom.us/  

【注】 

１．利用端末（デバイス） 

1 時間接続するごとに、約 200～約 300MB のデータ通信が発生します 

・双方の端末を通じて、対面の状態で映像・音声の授受をします。 PC による受講を推奨い

たします。 

2. 推奨インターネット通信環境  

WiFi、4G 等モバイル回線、有線   

【ご質問・お問合せ先】 

大原出版株式会社 

働き方改革関連法説明会事務局 

電話： ０３－５５７７－４７１０ （平日 10:00～17:00） 

E-mail: hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp 

１名・2 名（1 事業場あたり 2 名まで） 

【説明会内容】： 

（１） 労働時間法制の見直しについて 

（那覇労働基準監督署） 

（２） 働き方改革の推進に向けた支援について 

（沖縄働き方改革推進支援センター） 

（３） 地域産業保健センター等の活用について 

（沖縄産業保健総合支援センター・那覇地域産業保健センター） 

（日程） 

令和 4 年 2 月 17 日（木） 14：00～16：30 オンライン Zoom による実施 

説明会資料、Zoom の使用マニュアル、視聴用の URL を説明会前日までに送付いたします。                           

mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
https://event.event-planner.net/#/bdgae5-n
https://zoom.us/
mailto:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp

