
令和3年度 厚生労働省 地域雇用活性化推進事業企業向けセミナー

日  時 7/5 14:00~16:00月

人的課題解決の「むずかしさ」を「面白さ」へ 大学卒業後、不動産デベロッパーにて営業職を経て、2007年
より13年間人材派遣・人材紹介の仕事に従事し、年間100名
以上に対してのキャリアコンサルティングに携わる。「働く」
を通じて、人生の時価を面白く、豊かに過ごすための仕掛け
づくりをするために、企業組織へ働きかけを行っており、登壇
経験も多数。

相互理解による組織活力向上戦略

浜野 法美 氏株式会社あしあとみらい研究所
所属コンサルタント：

講師プロフィール

1.人、組織における真の課題解決とは
2.性格タイプによる課題解決メソッド
3.組織活力向上のための人事戦略

講座内容

講座内容

講座内容

日  時 7/28 14:00~16:00水

企業の生き残りのカギは？
通信インフラ構築・RPAコンサルティング企業であるベイシス
株式会社代表取締役社長。社会人2年目より起業し、広島から
東京そして全国へと事業規模拡大を遂げ、今年６月東証マザー
ズ上場。時流の変化をキャッチし、培ったノウハウの強みを活
かした課題解決型の事業導入など、共感できる人材とともに組
織力を高めている。変革にチャレンジする経営ノウハウや組織
づくりが注目され、登壇依頼多数。

コロナ禍で急速に変化したビジネス環境　

吉村 公孝 氏ベイシス株式会社
代表取締役社長：

講師プロフィール

1.コロナ禍がもたらしたデジタル化
2.なぜDXが必要なのか
3.当社や他社の導入例

日  時

裏面に
受講申込書が
あります

主催　津山市地域雇用創造協議会

TEL.0868-32-3300
運営  株式会社キャリアプランニング 津山市新魚町17

アルネ・津山４階
お申し込み
お問い合わせ

FAX.0868-32-3301
E‐mail tsuyama@capla.co.jp   HP http://www.capla.co.jp

津山まちなかカレッジ
(アルネ・津山4Ｆ地域交流センター)

裏面の申込書にご記入の上、FAXまたはメールにてお送りいただくか、
ホームページからお申し込みください。

採用をお考えの地域内企業 社各15
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

◀お申込みフォームのQRコード

対象者
定 員

お申し
込み

会　場

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、開催方法や日程変更の可能性もございます。

8/24 14:00~16:00火

「目標管理・評価者研修の進め方」
大手金融機関にて、人事や経理を歴任後、社会保険労務士事
務所を設立。現在は特定社会保険労務士として、労務業務を行
いながら、岡山県社会保険労務士理事、津山商工会議所常議
員等の要職に就任。労務相談や商工会議所、一般企業にて各
種セミナー講師として活躍。さらに、中小企業・小規模事業者の
採用や定着に関する課題を解決する採用定着士としても幅広
く活躍中。

業績向上・人材育成につながる

笹井 茂樹 氏笹井社会保険労務士事務所
社会保険労務士 採用定着士：

講師プロフィール

1.何のために人事評価に取り組むのか
2.評価者に必要な３つのスキル
3.効果を発揮するための評価とは

申込締切

月6/28 まで17:00

申込締切

水7/21 まで17:00

申込締切

火8/17 まで17:00

採用力向上・人材を活かす経営セミナー

コロナショックを乗り切るための

取り組むべき組織改革

受講料
無料受講生

募集

※リモートでも受講いただけます。

仕事を辞める理由で最も多いのが「人間関係」。なぜ、社員間の誤解や対立が起きるか、
その背景の理解を深めます。お互いが分かり合い、職場の課題を解決するために必要な
手法を学び、自社でいかに適用していくかを考えます。

コロナ禍でテレワークやリモート商談など、ビジネス環境は大きく変化しました。スキ
ル・人材不足や業務の効率化など、従来の課題をDX推進により、いかに変革できるか。
推進上の障壁や成果など、導入企業例を交えながら、解説していただきます。

評価の妥当性や信頼性で社員のモチベーションが決まります。人材育成に欠かせない目
標管理や人事制度を解説いただき、個々の社員目標や適正な評価運用を目指します。社
員の目標達成は、企業の成長・安定経営にも繋がります。



令和 3 年  厚生労働省  地域雇用活性化推進事業
採用力向上・人材を活かす経営セミナー　

受講申込書 申込年月日：令和  3  年　　　月　　　日

●ご記入いただいた個人情報は、津山市地域雇用創造協議会が責任をもって管理し、本事業に関する連絡、参加者の分析、
　当協議会主催の関連事業の情報提供のみの使用とし、それ以外での目的では使用いたしません。

●本事業は厚生労働省の委託事業として実施しているものです。参加をされた皆様には厚生労働省への報告のため
　セミナー当日及び事後のアンケート調査にご協力をお願いいたします。

※応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。申込み締切り後にご連絡いたします。

所属

事業所

名　称 業　種

住　所

電　話
番　号

部　署

FA X

役　職

氏　名 性　別 年　齢男  ・  女

メール
アドレス

（〒　　　　　－　　　　　　　）

（ふりがな）

受  講  者

希望日

採用力向上・人材を活かす経営セミナー　受講申込書

（企業向けセミナー）

※申込締切日
１７時必着

7/5（月）
（申込締切：6/28） （申込締切：7/21）

7/28（水）

現在の
状況

1　在職中（事業主）

3　在職中（創業希望）

4　無　職（創業希望）
5　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

※該当する番号を○で囲んでください

（申込締切：8/17）

8/24（火）

津山市地域雇用創造協議会 FAX 0868-32-3301
(運営会社　株式会社キャリアプランニング )

お申し込み
お問い合わせ

〒708-8520　津山市新魚町 17　アルネ・津山 4階
株式会社キャリアプランニング運　営

津山市地域雇用創造協議会主  催

T E L 0868-32-3300
0868-32-3301F A X

津山市山北 663　津山市役所東庁舎 1 階
TEL：0868-31-7080　FAX：0868-24-0881

〒708-0004

E-mail tsuyama@capla.co.jp 
HP  https://www.capla.co.jp 

才

2　在職中（役員 /従業員等）

受講
方法

会　場
・

リモート



令和3年度 厚生労働省 地域雇用活性化推進事業企業向けセミナー

日  時 7/20 14:00~16:00火

人の成長と組織の発展のためのポイント 組織内キャリアコンサルティングや独自の手法を用いた組織
開発において数々の実績を持つ。個人の成長が組織の発展に
寄与するものという前提で、「人・組織分野」の経営支援に力
を注いでいる。一方、個人に対するキャリア支援においては、
「キャリア イコール ライフ」という観点で人生全般に視野を
広げた支援を旨とし、多くの人々の転機に関わっている。特
に、ワークライフバランス全般、治療と仕事の両立支援、人生
100年時代のライフプラン、セカンドキャリアプランなど、
多様な層の人々に支援の輪を広げている。

経営戦略としてのワークライフバランス　

田中 道博 氏株式会社あしあとみらい研究所
代表取締役 ：講師プロフィール

１．経営における「人」の重要性
２．人の成長と組織の発展のためのマネジメント
３．「ワークライフバランス」による組織成長のシナリオ

講座内容

日  時 8 /3 14:00~16:00火

仕事の生産性向上、効率ＵＰ術 金融機関の人事部で女性初の管理職に就任。研
修の企画・運営のかたわら、社内外の研修講師を
務める。現在は特定社会保険労務士として、企業
人事のアドバイザー業務を行いながら、行政、企
業、病院、学校等にて各種セミナー講師として活
躍。また、キャリア・コンサルタントやワークライフ
バランスコンサルタントとして様々な支援を行っ
ている。

経営戦略としての働き方

講師プロフィール

１．自粛生活で見えた自社の「仕事の進め方」
２．チームマネジメントで組織の生産性をアップさせる
３．時間管理≠タイムマネジメント⇒効率UPの方法

講座内容

ワークライフバランス実現セミナー

コロナ時代の新しい働き方改革

成果を出せる経営戦略

受講料
無料受講生

募集

裏面に
受講申込書が
あります

主催　津山市地域雇用創造協議会

TEL.0868-32-3300
運営  株式会社キャリアプランニング 津山市新魚町17

アルネ・津山４階
お申し込み
お問い合わせ

FAX.0868-32-3301
E‐mail tsuyama@capla.co.jp   HP http://www.capla.co.jp

裏面の申込書にご記入の上、FAXまたはメールにてお送りいただくか、
ホームページからお申し込みください。
◀お申込みフォームのQRコード

対象者
定 員

お申し
込み

会　場

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、開催方法や日程変更の可能性もございます。

申込締切

火7/13 まで17:00

申込締切

火7/27 まで17:00 中西 由美香 氏中西由美香社労士事務所
社会保険労務士：

津山まちなかカレッジ
(アルネ・津山4Ｆ地域交流センター)

採用をお考えの地域内企業 社各15
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

※リモートでも受講いただけます。

経営課題の本質を見極め、解決に結びつけるため「人」「組織」に焦点を当て、解説しま
す。また、ワークライフバランスが社会や組織に与える影響について、個性を発揮しつつ
成果を生むための人事戦略についても学びます。

長引く自粛生活で、私達の働き方もここ数年で大きな変貌を遂げました。待ったなしの働き方
改革と相まって、今までの生活スタイルや業務の進め方を見直す必要に迫られています。時
代の変化に対応できる柔軟な考え方と進め方を考えるきっかけにしていただくセミナーです。



令和 3年  厚生労働省  地域雇用活性化推進事業
効率ＵＰで働き方改革、ワークライフバランス実現セミナー　

受講申込書 申込年月日：令和  3  年　　　月　　　日

●ご記入いただいた個人情報は、津山市地域雇用創造協議会が責任をもって管理し、本事業に関する連絡、参加者の分析、
　当協議会主催の関連事業の情報提供のみの使用とし、それ以外での目的では使用いたしません。

●本事業は厚生労働省の委託事業として実施しているものです。参加をされた皆様には厚生労働省への報告のため
　セミナー当日及び事後のアンケート調査にご協力をお願いいたします。

※応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。申込み締切り後にご連絡いたします。

7/20（火）

（企業向けセミナー）

※申込締切日
１７時必着

（申込締切：7/13） （申込締切：7/27）
8/3（火）

所  属

事業所

名　称 業　種

住　所

電　話
番　号

部　署

FAX

役　職

氏　名 性　別 年　齢男  ・  女

メール
アドレス

（〒　　　　　－　　　　　　　）

（ふりがな）

受 講 者

希 望 日

ワークライフバランス実現セミナー　受講申込書

津山市地域雇用創造協議会 FAX 0868-32-3301
(運営会社　株式会社キャリアプランニング )

才

お申し込み
お問い合わせ

〒708-8520　津山市新魚町 17　アルネ・津山 4階
株式会社キャリアプランニング運　営

津山市地域雇用創造協議会主  催

T E L 0868-32-3300
0868-32-3301F A X

津山市山北 663　津山市役所東庁舎 １階
TEL：0868-31-7080　FAX：0868-24-0881

〒708-0004

E-mail tsuyama@capla.co.jp 
HP  https://www.capla.co.jp 

1　在職中（事業主）

3　在職中（創業希望）

4　無　職（創業希望）
5　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

※該当する番号を○で囲んでください

2　在職中（役員 /従業員等）

受講
方法

会　場
・

リモート


