
30 分の無料
WEB セミナー 

＜東京働き方改革推進支援センター主催セミナー＞ 

 
 

セミナーでは、2021 年 4 月から中小企業にも適用となった同一労働同一賃金に関する基礎知識、対応方法や進め

方、またコロナ禍で注目となった「テレワーク」における労務管理上のポイント、ハラスメント対応、働き方改革関連法対

応等について、わかりやすくコンパクトにお伝えします。 

会社だけでなくご自宅など、どこからでも参加いただけます。 

 

★対象者／ どなたでもご参加いただけます（主に事業主、人事労務担当者 など）。 

 日時 セミナーテーマ 担当講師 

①  
令和3 年９月7 日（火）15:00－15:30 

（約30 分） 

管理職が知っておきたい 

パワハラに関する基礎知識 

社会保険労務士 

益永 治英 

②  
令和３年９月８日（水）15:00－15:30 

(約30 分) 
テレワークで求められる管理職の役割 社会保険労務士 

深尾 和未 

③  
令和３年９月9 日（木）10:00－10:30 

(約30 分) 

同一労働同一賃金 

『判例から分かる取り組むべきポイント解説』 

社会保険労務士 

関根 高史 

④  
令和３年9 月1４日（火）10:00－10:30 

(約30 分) 

年次有給休暇制度 

『年5 日の時季指定義務について』 

社会保険労務士 

野々村 俊樹 

⑤  
令和３年9 月21 日（火）10:00－10:30 

(約30 分) 
今、企業が知っておくべきＬＧＢＴ 社会保険労務士 

淺野 喜実代 

⑥  
令和３年9 月21 日（火）15:00－15:30 

(約30 分) 
今、企業が知っておくべきＬＧＢＴ 社会保険労務士 

淺野 喜実代 

⑦  
令和３年9 月24 日（金）15:00－15:30 

(約30 分) 

同一労働同一賃金 

『判例から分かる取り組むべきポイント解説』 

社会保険労務士 

関根 高史 

⑧  
令和3 年9 月28 日（火）10:00－10:30 

（約30 分） 

管理職が知っておきたい 

パワハラに関する基礎知識 

社会保険労務士 

益永 治英 

⑨  
令和３年9 月29 日（水）10:00－10:30 

(約30 分) 
テレワークで求められる管理職の役割 社会保険労務士 

深尾 和未 

⑩  
令和３年9 月30 日（木）15:00－15:30 

(約30 分) 

年次有給休暇制度 

『年5 日の時季指定義務について』 

社会保険労務士 

野々村 俊樹 

※上記セミナーのうち、①と⑧、②と⑨、③と⑦、④と⑩、⑤と⑥は同じ内容になります。 

 

★申込方法／ 以下の URL・QR コードよりお申し込みください。 

URL :  https://task-work.com/tokyo-center/#seminar   
 

 

＜令和3年度 東京労働局委託事業＞ 東京働き方改革推進支援センター 

<お問合せ＞東京働き方改革推進支援センターWEB セミナー事務局 ☎ 0120－232－865 

 

 



最低 30 分からの

WEB による無料
セミナー 

＜東京×愛知×岐阜＞働き方改革推進支援センター 一都二県合同連携セミナー！！ 

 
 

 

セミナーでは、2021年4月から中小企業にも適用となった同一労働同一賃金に関する基礎知識、対応方法や進め

方、またコロナ禍で注目となった「テレワーク」における労務管理上のポイント、ハラスメント対応、働き方改革関連法対

応等について、わかりやすくコンパクトにお伝えします。 

会社だけでなくご自宅など、どこからでも参加いただけます。 

 

 

★対象者／ どなたでもご参加いただけます（主に事業主、人事労務担当者 など）。 

 日時 セミナーテーマ 担当講師 

①  
9/3（金）10:30-11:00 

(約30 分) 相談急増中！ 

～「業務改善助成金」を徹

底解剖！～ 

■牟田 昂平 

岐阜労働局 働き方・休み方改善コンサルタント、社会保険労務

士有資格、国家資格キャリアコンサルタント。 

企業規模の大きい顧客も多く、ハラスメント対策やIPO 労務監査

などもこなせる。コロナ禍企業の支援など、その活躍を評価され、

各方面より委嘱を受け活動中。 

②  
9/7（火）10:30-11:00 

(約30 分) 

③  
9/9（木）10:30-11:00 

(約30 分) 
同一労働同一賃金への取

組み 

～合理的・不合理の判断は

5 軸で考える～ ④  
9/13（月）10:30-11:00 

(約30 分) 

⑤  
9/15（水）10:30-11:00 

(約30 分) 「職場における」パワハラ 

～それってパワハラ？“定

義”を詳しく！～ ⑥  
9/17（金）10:30-11:00 

(約30 分) 

⑦  
9/22（水）10:30-11:00 

(約30 分) 「職場における」パワハラ 

～判例を基にアウト・セー

フを解説～ ⑧  
9/29（水）10:30-11:00 

(約30 分) 

⑨  
9/3（金）13:30-14:00 

(約30 分) 

はじめて人を雇う方の為

の労務初級セミナー 

■名屋 浩志 

名屋社労士事務所 代表 

ナヤサポ株式会社 代表取締役 

愛知働き方改革推進支援センター 派遣専門家 

愛知県社会保険労務士会 三河西支部研修部長 

講師実績：全トヨタ労働組合連合会、名古屋商工会 

議所、貨物鉄道協会、刈谷労働基準協会など 

⑩  
9/10（金）10:30-11:00 

(約30 分) 

⑪  
9/24（金）10:30-11:00 

(約30 分) 

⑫  
9/6(月)  10:30-11:00 

(約30 分) 起きてしまった 

ハラスメント対応策 ■神田 充人 

中部大学心理学科非常勤講師。 

官公庁を中心にカウンセラーやメンタルヘルス研修講師を担当。 

それぞれのライフステージにあった寄り添ったカウンセリング

を行っています。 

⑬  
9/14（火）10:30-11:00 

(約30 分) 

⑭  
9/7（火）13:30-14:00 

(約30 分) ストレスフルな時代だか

らこそ健康な心の作り方 
⑮  

9/21（火）10:30-11:00 

(約30 分) 

 



⑯  
9/13（月）13:30-14:00 

(約30 分) 

健康経営と働き方改革！ 

■福田 之保 

プロ愛知働き方改革推進支援センター 相談員 

社会保険労務士として、企業の労務顧問や健康経営、メンタルヘ

ルス研修など幅広く活動をしています。 

今回は、健康経営をするメリットややり方など、健康経営のすば

らしさをご説明します。 

⑰  
9/27（月）10:30-11:00 

(約30 分) 

⑱  
9/17（金)15:30-16:20 

(約50 分) 

Well-being（社員幸福度） 

向上による生産性 UP の

秘訣 

■田中 裕二 

株式会社マンガラ代表取締役、国家資格キャリアコンサルタン

ト。人事コンサルティング業界で16 年の経験。採用、キャリア、

人事評価制度、well-being 等、人・組織に関わるコンサルティン

グ経験あり 

⑲  
9/22（水） 15:30-16:20 

(約50 分) 

業務の『仕組み化』 ～生

産性を高める働き方改革

の事例と進め方～ 

■吉貝 徹 

シクミタス株式会社代表取締役、名古屋大学大学院非常勤、有限

責任監査法人トーマツグループに入社。現職を含め、中小企業向

け経営/人事コンサルティングを通して 300 社以上の仕組み作り

を経験。 

⑳  
9/27(月) 13:30-14:20 

(約50 分) 

「人事評価制度」による 

「同一労働同一賃金」の実

現 

■小田原 祐太 

株式会社あしたのチーム 人事コンサルタント。人事評価制度コ

ンサルティング会社あしたのチーム社にて東海・関西エリアを中

心に延べ100 社のコンサルティング実績あり。2016 年より東海

エリアの責任者に就任。 

㉑ 
9/28(火) 10:30-11:00 

(約50 分)  

サッカーシーンに見られ

る働き方改革 

■佐藤 文隆 

愛知働き方改革推進支援センター・センター長。元自動車整備士

という異色の経歴。現在は東海三県の中小企業を中心にワークラ

イフバランスの推進に尽力する傍ら中小企業診断士として感動

企業の実現のための支援も行っています。 

㉒ 
9/30（木）13:30-14:20 

(約50 分) 

～精神科医が語る～ 

組織の心理的安全性の作

り方・図り方 

■伊井 俊 

精神科専門医、メンタルコンパス（株）代表取締役。日本若手精

神科医の会理事、日本精神神経学会国際委員、ACT JAPAN 理事 

 

★申込方法／ 以下のURL・QRコードよりお申し込みください。 

URL :  https://task-work.com/tokyo-center/#seminar   
 

 

＜令和3年度 東京労働局委託事業＞ 東京働き方改革推進支援センター 

<お問合せ＞東京働き方改革推進支援センターWEB セミナー事務局        0120－232－865 

 


