
    

厚生労働省

滋 賀 労 働 局
働きやすい滋賀をめざして  

 
 
 
 
 

 

 

「『働き方改革』実践ノウハウ獲得セミナー」を開催します！ 

～ 中小企業の生産性向上のために ～ 

厚生労働省では、平成 29 年 12 月 4 日（月）及び 5 日（火）に、「『働き方改革』実践ノ

ウハウ獲得セミナー」（滋賀会場）を開催します。 

本セミナーでは、中小企業の労働生産性の向上を支援するため、健康経営、組織内コミュ

ニケーションの手法、労働生産性の向上に向けた取組事例等、即効性のある「働き方改革」

の実践アイデアやノウハウ等を説明します。 

また、本セミナー終了後、個別相談会を開催することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本セミナーは、厚生労働省から株式会社東京リーガルマインドに委託して実施するものです。 

※ 是非、御取材いただきますようお願いします。 

取材いただける場合、事前に担当（東野）までご連絡をお願いします。 

 

担 
 

当 

滋賀労働局 雇用環境・均等室 
 雇用環境改善・均等推進監理官 
       河 野  孝  
 室長補佐  宮 木  義 博   
  指導係長  東 野  至圭夫 
 TEL： ０７７－５２３－１１９０ 

資 料 提 供 

滋 賀 労 働 局 発 表 
平成２９年１１月２０日（月） 

【セミナーの概要】 

  １ 日 時：平成 29 年 12 月４日（月）、５日（火） 13:00 ～ 17:00 

  ２ 会 場：大津市 びわ湖大津館（大津市柳が崎５番 35 号） 

  ３ 定 員：各回 80 名（参加無料） 

（１日のご参加でも、両日のご参加でも可能です。） 

  ４ 主 催：厚生労働省 

    共 催：滋賀県働き方改革推進検討会議、滋賀産業保健総合支援センター 

  ５ 主な内容（プログラム） 

   （１）  社員の健康と職場環境改善（４日） 

健康経営、何から始める？（ワークショップ）（５日） 

   （２） 効果を生んだ取組事例（両日） 

   （３） 組織内コミュニケーションの方法（両日） 

   （４） 質疑応答、意見交換 

    ※ 個別相談会では、働き方改革に取り組む上でのアドバイスや助成金制度の紹介等 

を行います。 

  ６ 申込み方法 

    Web からのお申込みは下記 HP より可能です。また、FAX でのお申込みも可能です。 

● http://partner.lec-jp.com/ti/wsr/ 

● お問合せ先：株式会社東京リーガルマインド内 

      労働条件関係セミナー事務局 電話：０３－５９１３－６０８５ 

ぜひ、当日の取材をお願いします。 

「働き方改革」関連の発表です。 



受講対象者

プログラム

中小企業の経営者の方、人事部門の責任者や担当者の方

日程

会場

ご好評を頂いた
「平成 28 年度セミナー」参加者の声

「実践的な内容で、すぐに役立ちそうです」
「分かりやすく、すばらしい内容でした」

※プログラムは多少の変更がある場合があります。　※1日のご参加でも、両日のご参加でも可能です。

パート
パート1
パート2
パート3
パート4

1日目
社員の健康と職場環境改善

2日目
健康経営、何から始める？（ワークショップ）

効果を生んだ取り組み事例
組織内コミュニケーションの方法

質疑応答、意見交換等

2017/12/4月・5火13:00 ～17:00
大津市 びわ湖大津館
住所 ： 滋賀県大津市柳が崎 5番35号
アクセス ： JR 大津駅、京阪・浜大津駅から江若バス（堅田行き）「柳が崎」下車 徒歩約 3分
  JR 大津京駅、京阪・近江神宮前駅から徒歩約15分
■TEL 077-511-4187  ■FAX 077-511-3228

滋
賀

平成 29 年度
厚生労働省委託事業

「働き方改革」

実践ノウハウ獲得
セミナー

業績向上に
つながる！
業績向上に
つながる！

やる気アップ
につながる！
やる気アップ
につながる！

生産性が
グッと上がる！
生産性が
グッと上がる！

本セミナーでは、健康経営、ワークライフバランス、組織内コミュ
ニケーションと生産性等、企業経営と人事労務、現場運営等に精通
した専門家などの講師が分かりやすく、即効性のある「働き方改革」
の実践アイデアや知識、ノウハウなどをお伝えいたします。

参加無料 各回定員80名 先着順

セミナーの詳細はこちら →

～中小企業の生産性向上のために～

共催：滋賀県働き方改革推進検討会議、滋賀産業保健総合支援センター
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参加
希望日

フリガナ

氏　名

業　種

電　話

企業・
団体名

フリガナ
参加希望
人数

会場名

10名未満     10 ～ 49名     50 ～ 99名     100 ～299名     300名以上企業規模

＠－　　    　－ e-mail

※いずれかを○で囲む

Fax. 03-5913-6409労働条件関係セミナー参加申込書

名

月　　　　　日

申込
方法 ①下記 HPよりのお申し込み ②下記 Fax申込書によるお申し込み

http://partner.lec-jp.com/ti/wsr/

株式会社東京リーガルマインド内　労働条件関係セミナー事務局（菅、吉田）

東京都中野区中野4-11-10　アーバンネット中野ビル

お問合わせ Tel : 03-5913-6085
Fax : 03-5913-6409

Email : rd-jouken01@lec-jp.com

下の①または②の方法によりお申し込みください

登壇者紹介

●日本電気マネジメントパートナー株式会社
　人材開発サービス事業部
　エグゼクティブコンサルタント
●ＮＰＯ法人はたらく場研究所代表理事
●一般社団法人組織共創アカデミー代表理事

ＮＥＣでは人事や広報を歴任し、海外
勤務を経て、「3,000 人の対話集会」
をはじめとする組織開発の経験を積み、
現在、組織開発や主に幹部人材育成業
務に携わる。さらに社外では、「社会人
の場づくり」を推進するＮＰＯ法人や、
ファシリテーターやリーダーを養成する
法人を立ち上げ、パラレルキャリアで広
く組織開発や人材育成を推進する。実
践的な組織開発・ファシリテーションの
第一人者。

【主な著書】
「私が会社を変えるんですか？」
（日本能率協会マネジメントセンター、共著）

●社会保険労務士法人 中村・中辻事務所
　代表社員
●株式会社インフィニティ　取締役

大分労働基準局に労働事務官（当時）
として入局。以来、労災保険業務に携
わり「脳・心臓疾患」、「精神障害等」
の給付業務を行う。現在は「メンタル
ヘルス」、「安全衛生部門」、「セクハラ・
パワハラ」、「過重労働対策」を中心に
企業に向けてコンサルティングを行なっ
ている。講師活動は年間 90 本以上、
企業、官庁などに向けて多数。

【所属学会】
社団法人　日本産業衛生学会

【資格】
特定社会保険労務士
（東京都社会保険労務士会所属）
産業カウンセラー・衛生管理者

●自治医科大学 客員教授
●内閣府経済財政諮問会議専門委員

東京大学大学院医学系研究科修了、医
学博士。専門は予防医学、保健医療政策。
平成 16 年に東京大学医学部附属病院
助教就任、その後、同大学政策ビジョン
研究センター等を経て、平成 29 年 7月
より自治医科大学客員教授就任。20 代
で過疎地の医療に魅せられ、30 代で基
礎医学から予防医学に転向。産官学連
携のもと予防医学研究を進める。保険者
と設置した健康委員会（ヘルスケア・コ
ミッティー）を株式会社化し、平成 16
～ 27 年の退任まで同社代表取締役とし
て予防サービスの開発および検証にも取
組む。

【主な著書】
会社の業績は社員の健康状態で９割決まる
（幻冬舎 2015）
社員の健康が経営に効く
（労働調査会 ,2015）
健康経営アドバイザー研修初級
（東京商工会議所編 2016( 監修 ))

古井
 祐司氏

中辻
 めぐみ氏中島

 英幸氏


