記者配布資料
2019 年

6 月

17 日

各 位
名 古 屋 商 工 会 議 所

名古屋商工会議所は中小企業の働き方改革を支援します！！
個別相談・セミナー・交流会の参加者を募集中です。
名古屋商工会議所では深刻な人手不足に直面している中小企業が、「生産性向上」や「多様な働き方ができる
職場づくり」などの働き方改革に取り組むための支援事業を実施しております。
報道各位におかれましては、本事業の報道につきまして格別のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
①「働き方改革個別相談会」（無料）
「生産性を高め、賃金を引き上げるための方法」、「時間外労働の上限規制や年次有給休暇の義務
化」
、
「働き方改革に活用できる助成金」などのお悩みごとに社会保険労務士が相談に応じます。
日

時： 2019 年 9／20、10／18、11／15、12／20、2020 年 1／17、2／21

いずれも金曜日

①13 時から 14 時、②14 時から 15 時、③15 時から 16 時(1 日あたり 3 社。事前予約制)
場

所： 名古屋商工会議所

1 階相談室

対

象： 事業主、総務人事担当者

②「仕事と育児／介護の両立支援セミナー＋個別相談会」（無料）
育児休業復帰や介護離職ゼロに向け、「育休復帰・介護支援プラン」の策定方法を事例を交えて紹
介します。また、国の両立支援等助成金の説明、個別相談会（希望者のみ）も行います。
日

時： 2019 年 8／2（金）
、11／21（木） 13：25～16：45 （同じ内容で 2 回）

場

所： 名古屋商工会議所

対

象： 事業主、総務人事担当者

③「名商ビジネス交流会

3 階第 1 会議室

総務・人事担当者の交流会」（会員限定・無料）

働き方改革関連法への対応をはじめ、人材採用・育成、労務管理など共通の悩みを抱える総務・人
事担当者同士の交流会。「他社の取り組み」や「リアルな思い」を共有し、日頃のお仕事に役立て
ていただく気軽な交流会です。
日 時： 2019 年 10／17（木） 15：00～17：00
場 所： 名古屋商工会議所

5 階会議室ＡＢＣ

内 容： 社会保険労務士による「働き方改革」ミニセミナー、グループごとで座談、参加者
全員の交流
問い合わせ先：名古屋商工会議所
中小企業部 会員サービス担当 松田
対 象： 名商会員限定 総務人事担当者
名古屋商工会議所 中小企業部 会員サービス担当 松田
ＴＥＬ：052-223-5636 ＦＡＸ：052-221-7622
E-mail：matsuda@nagoya-cci.or.jp

主催：名古屋商工会議所
共催：愛知県働き方改革推進支援センター（厚生労働省愛知労働局委託事業）

働き方改革個別相談会

無料

社会保険労務士が相談に応じます！
名古屋商工会議所では、自社の働き方改革に取り組む事業主を対象に
「働き方改革個別相談会」を毎月開催します。
人手不足対策、助成金の活用、労働時間の管理など働き方改革全般に
ついて、どんな些細なお悩みやご相談でも構いません。

日程

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

時間

2019年 9/20（金）
10/18（金）
11/15（金）
12/20（金）
2020年 1/17（金）
2/21（金）

会場
名古屋商工会議所 1階 中小企業部内相談室
（名古屋市中区栄2-10-19）
※駐車場のご用意はございません。
公共交通機関をご利用ください。

各日とも3回入替制
①13：00から14：00
②14：00から15：00
③15：00から16：00
詳細
対 象：事業主、総務人事担当者等
参加費：無料
定 員：事前予約制。先着順。1日あたり3社。
相談方法：会議所内相談室での対面相談。
※一度に複数回の予約はできません。相談が
終了してから次の予約を受け付けます。
※限られた時間ですので、あらかじめ相談し
たい内容を整理した上でお越しください。
※ご予約の時間に遅れますと相談時間が短く
なります。

申込方法
・電話にてお申込みください。
・お申込みの際にご登録いただいた情報は、相談対応者への情報提供、名商からの事業
案内・各種連絡に利用する他、共催団体（愛知県働き方改革推進支援センター）へも
提供します。

問合せ先
名古屋商工会議所 中小企業部 会員サービス担当 松田、村上
電話052-223-5636（平日9：00から17：00）
名古屋商工会議所ＨＰ内詳細ページ
https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=1025

主催：名古屋商工会議所

第59回 テーマ
総務・人事担当者の交流会

～働き方改革関連法への対応～

会員企業のなかで、人材採用、人材育成、労務管理、働き方改革関連法への対応など、様々な課題で
ご苦労されている事業主や総務・人事担当者の方を対象に開催します。
「他社ではどうしているのかな」「何か良い対策はないかな」など、総務・人事担当者のリアルな思いを
共有し、自社の総務・人事業務に役立てていただくための場です。
気軽におしゃべりして、情報交換しましょう。

日 時：2019年１０月１７日（木）15：00～17：00
場 所：名古屋商工会議所 5階会議室ＡＢＣ
（名古屋市中区栄2-10-19）

無料

第１部
ミニセミナー

第２部
１分間自己紹介

第３部
交流会

働き方改革への対応などについて
社会保険労務士伴由紀子先生
の15分間セミナー

グループごとで普段の仕事内容や
お困りごとなどをお席でスピーチ

60分間交流会。お名刺をお忘れ
なく！社会保険労務士伴由紀子
先生も参加します！

■対象

会員限定 事業主、社内で総務・人事に携わっている方
ＷＥＢ申込
※セールス目的の方は申し込みをお断りします。
■講師
伴 由紀子氏（特定社会保険労務士・中小企業診断士）
■参加費 無料
■定員
６０社・１００名程度 （１社につき２名まで）定員に達しましたら締切ります。
■申込み ＷＥＢ申込サイトから１０月３日（木）までにご登録ください。
ＨＰ（詳細）
■詳細
名古屋商工会議所ＨＰ内の詳細ページをご覧ください。
https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=1031
■問合先 名古屋商工会議所 中小企業部 会員サービス担当 松田
電話０５２－２２３－５６３６

人材不足の解消に繋がる

受講
無料

仕事と育児/介護の
両立支援セミナー＋個別相談会
＆助成金ご案内

こんなお悩みありませんか？
１．人手不足だ

２．育児・介護中の社員がいるがどう対応したらよいかわからない
３．優秀な社員に働き続けてほしい
働き方の多様化や女性活躍、高齢者の増加が進むに伴い、仕事と育児・介護の両立支援が企業に求められ
る要素となりました。企業の持続的な発展や存続を考えるうえで、社会の変化に対応し、就業機会の拡大や
意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることは必要不可欠なものとなっています。多くの企業の深刻な経
営課題「人手不足」を解決するヒントもここにあると言えます。本セミナーでは、育児休業復帰や介護離職
ゼロに向けた「育休復帰・介護支援プラン」の策定方法や活用方法について、事例を踏まえ紹介するととも
に、両立支援等助成金についてご案内いたします。セミナー終了後には無料の個別相談会（※）を実施いた
します。本年は同内容で2回開催します。社内でご調整のうえ複数名のご参加をお待ちしています。
※2019年度は、最大4回まで無料相談可能です。

2019年

８月２日（金）

対象・定員

企業経営者および人事労務担当者の方
５０名

13:00 ～ 受付開始
◆13:25 ～ 15:40 セミナー
第１部：育休復帰支援について

次回（同内容）は 11/21（木）

内容

名古屋商工会議所 3階 第1会議室
（名古屋市中区栄2－10－19）

エリア育児プランナー／山内 里佳氏
第２部：介護支援について
エリア介護プランナー／飛田 あゆみ氏
◆15:45 ～ 16:45 個別相談会

主催
共催

問い合わせ先

申し込みはＷＥＢよりお願いします

株式会社パソナ 育児・介護支援事務局

※中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援
事業は、 株式会社パソナが厚生労働省より受
託・運営しています。

名古屋商工会議所 会員サービス担当
松田（０５２）２２３－５６３６

7月29日（月）締切

https://answer.cci.nagoya/kaiin/?code=acc774f0
本セミナー・個別相談は名古屋商工会議所の働き方改革＆ダイバーシティ推進事業の一環として開催します。

人材不足の解消に繋がる

受講
無料

仕事と育児/介護の
両立支援セミナー＋個別相談会
＆助成金ご案内

こんなお悩みありませんか？
１．人手不足だ

２．育児・介護中の社員がいるがどう対応したらよいかわからない
３．優秀な社員に働き続けてほしい
働き方の多様化や女性活躍、高齢者の増加が進むに伴い、仕事と育児・介護の両立支援が企業に求められ
る要素となりました。企業の持続的な発展や存続を考えるうえで、社会の変化に対応し、就業機会の拡大や
意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることは必要不可欠なものとなっています。多くの企業の深刻な経
営課題「人手不足」を解決するヒントもここにあると言えます。本セミナーでは、育児休業復帰や介護離職
ゼロに向けた「育休復帰・介護支援プラン」の策定方法や活用方法について、事例を踏まえ紹介するととも
に、両立支援等助成金についてご案内いたします。セミナー終了後には無料の個別相談会（※）を実施いた
します。社内でご調整のうえ複数名のご参加をお待ちしています。
※2019年度は、最大4回まで無料相談可能です。

2019年

対象・定員

11月21日（木）

企業経営者および人事労務担当者の方
５０名

13:00 ～ 受付開始
◆13:25 ～ 15:40 セミナー
第１部：育休復帰支援について

内容

名古屋商工会議所 3階 第1会議室
（名古屋市中区栄2－10－19）

エリア育児プランナー／山内 里佳氏
第２部：介護支援について
エリア介護プランナー／飛田 あゆみ氏
◆15:45 ～ 16:45 個別相談会

主催
共催

問い合わせ先

申し込みはＷＥＢよりお願いします
https://answer.cci.nagoya/kaiin/?code=a2922e30

株式会社パソナ 育児・介護支援事務局

※中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援
事業は、 株式会社パソナが厚生労働省より受
託・運営しています。

名古屋商工会議所 会員サービス担当
松田（０５２）２２３－５６３６

申込は、8月5日（月）から
11月18日（月）まで

本セミナー・個別相談は名古屋商工会議所の働き方改革＆ダイバーシティ推進事業の一環として開催します。

