
 
2019 年 11 月 13 日 

各位 
名 古 屋 商 工 会 議 所 

 

名古屋商工会議所の会員企業が働き方改革の事例発表を行います！ 

働き方改革！シリーズ講演会（全 12 回）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。 
2020 年1 月より、働き方改革！シリーズ講演会（全12回）を開催します。他社の事例を聞き、成功の

秘訣と失敗パターンを学ぶことで、自社の働き方改革を成功に導く秘訣を学びます。 
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。 

 
働き方改革！シリーズ講演会（全 12 回）予定 

 
開催日 テーマ 講師企業 

第 1 回目 1 月 28 日（火） 働き方改革全般 ㈱中部テクノス 

第 2 回目 2 月 17 日（月） 女性活躍推進 春日井製菓㈱ 

第 3 回目 3 月 5 日（木） 障がい者雇用促進 リゾートトラスト㈱ 

第 4 回目 4 月 17 日（金） 女性活躍推進 船橋㈱ 

第 5 回目 5 月 27 日（水） 外国人雇用促進（高度人材） ナガサキ工業㈱ 

第 6 回目 6 月 11 日（木） 障がい者雇用促進 ㈱スズケンジョイナス 

 第 7 回目以降は、現在交渉中です。 
 
・講師は、毎回変わります。会員企業の中から、働き方改革に取り組んでいる企業が講師をします。 
・テーマは、働き方改革全般、女性活躍推進、障がい者雇用促進、外国人雇用促進など毎回変わります。 
・1 回完結ですので、興味がある回だけの参加も可能です。 
・いずれの回も下記の通り開催します。 

参加対象：名古屋商工会議所会員 経営者および人事労務担当者 
参 加 費：無料 
場   所：名古屋商工会議所内会議室（名古屋市中区栄 2-10-19） 
詳細・申込：名古屋商工会議所のＨＰより 

・第 6 回目は、講演終了後、会場内で参加者交流会を開催します。各社が抱えるリアルな思いを共有したり、第 1～6
回までの講演会の振返りをするなど、情報交換の場とします。 

 
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 



「3年前から働き方改革をやって、実績上げてます！
その秘密を明かします！」 無料

名古屋商工会議所 中小企業部 会員サービスユニット 松田（０５２）２２３－５６３６

名古屋商工会議所会員限定 企業経営者およびそれに準ずる方 ５０名
※セールス目的の方は申し込みをお断りします。

本セミナー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。

自社の働き方改革に取り組む会員企業を対象に、月1回のシリーズ講演会（全12回）を開催します。 会員企

業の中から、働き方改革に取り組んでいる企業をお招きし、取り組み内容や成果について実例を交えたお話しをお聞

きします。

第1回目となる今回は、すでに3年前から働き方改革に取り組み、外注を増やすことなく、従業員の就労時間を

減らし、生産性を上げ、業績も上げ、従業員の給料も上げた！（株）中部テクノス 大竹社長をお招きし、その

事例紹介をしていただきます。 働き方改革は、経営者の強い意思と実行力にかかっています。 ぜひ、本セミナー

でお話しを聞いて、自社の働き方改革にお役立てください。

企業概要

業務内容：建設コンサルタント、測量 所在地：名古屋市名東区 設立：1971年

資本金：6000万円 従業員：64名 http://www.c-aas.co.jp

対象・定員

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=1383

問合せ

申込・締切

日 時：2020年１月２８日（火） 15：00～16：30

場 所：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）

2020年 働き方改革！シリーズ講演会(全12回）

会員
限定

講師
株式会社中部テクノス

代表取締役 大竹 日出男 氏

下記ＨＰよりお申し込みください。 2020年1月26日（日）締切です。

内容 14：30～ 受付開始

15：00～16：30 講演 質疑応答

我が社の取り組み成功事例

コーディネーター 中小企業診断士 特定社会保険労務士 伴 由紀子 氏



「女性が家庭と仕事の両立を実現し、
キャリアアップし続ける喜びを
提供できる会社であるために」 無料

名古屋商工会議所 中小企業部 会員サービスユニット 大西（０５２）２２３－６２０７

名古屋商工会議所会員限定 企業経営者および人事労務担当の方５０名
※セールス目的の方は申し込みをお断りします。

本セミナー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。

自社の働き方改革に取り組む会員企業を対象に、月1回のシリーズ講演会（全12回）を開催します。 会員企

業の中から、働き方改革に取り組んでいる企業をお招きし、取り組み内容や成果について実例を交えたお話しをお聞

きします。

第2回目となる今回は、国の進める「女性活躍の促進」の分野で先進的な取組みを進めている春日井製菓㈱

より、社員一人一人が「女性活躍を進めると、会社にとってどのような良い点があるのか」を考え、納得し、自分事とし

て捉えることで、❝組織を変えていく推進力❞としているお話をお聞きします。

働き方改革は、今働いている従業員のためだけでなく、従業員採用の面においても重要なポイントです。安定した

事業継続のためにも、できることからひとつずつ、取り組んでいきましょう！

企業概要

業務内容：菓子類の製造並びに販売 所在地：名古屋市西区 設立：1928年

資本金：1億円 従業員：589名 https://www.kasugai.co.jp

対象・定員

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=1394

問合せ

申込・締切

日 時：2020年２月１７日（月） 15：00～16：30

場 所：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）

2020年 働き方改革！シリーズ講演会（全12回）

会員
限定

講師 春日井製菓株式会社

総務部総務Ｇ グループ長

松下あゆみ 氏

下記ＨＰよりお申し込みください。 2020年２月１３日（木）締切です。

内容
14：30～ 受付開始

15：00～16：30 講演 質疑応答

我が社の取り組み成功事例

コーディネーター 中小企業診断士 特定社会保険労務士 伴 由紀子 氏



【障がいがある人も、ない人も、
特別に区別されることなく それぞれが「できること」で
それぞれを「助け合い」、共に働く職場を】

無料

名古屋商工会議所 中小企業部 会員サービスユニット 松田（０５２）２２３－５６３６

名古屋商工会議所会員限定 企業経営者および人事労務担当の方５０名
※セールス目的の方は申し込みをお断りします。

本セミナー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。

自社の働き方改革に取り組む会員企業を対象に、月1回のシリーズ講演会（全12回）を開催します。会員企

業の中から、働き方改革に取り組んでいる企業をお招きし、取り組み内容や成果について実例を交えたお話をお聞

きします。

第3回目となる今回は、障がい者雇用促進について、リゾートトラスト（株）の事例をお聞きします。障がい者

雇用を始めたきっかけ、失敗談、求人方法、日々の仕事内容など、高い定着率につなげる取り組みについて、

具体的な事例を交えた現場のお話をお聞きします。 自社の働き方改革にお役立てください。

企業概要

業務内容：会員権事業、ホテルレストラン事業、ゴルフ事業、メディカル事業等

所在地：名古屋市中区 設立：1973年 資本金：195億9千万円 従業員：7592名

https://www.resorttrust.co.jp/

対象・定員

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=1432

問合せ

申込・締切

会員
限定

講師 リゾートトラスト株式会社

人事企画部 ＣＳＲ推進室

名古屋・大阪事務支援課 兼 就労サポート課

課長 稲熊 梢 氏

下記ＨＰよりお申し込みください。 2020年3月3日（火）締切です。

内容 14：30～ 受付開始

15：00～16：30 講演 質疑応答

我が社の取り組み成功事例

コーディネーター 社会保険労務士法人とうかい 代表 社会保険労務士 久野勝也氏

2020年 働き方改革！シリーズ講演会(全12回）

日 時：2020年３月５日（木） 15：00～16：30

場 所：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）



「しくじり続けた社長がたどり着いたのは
“女性活躍”でした」 無料

名古屋商工会議所 中小企業部 会員サービスユニット 小宮山（０５２）２２３－５６３４

名古屋商工会議所会員限定 企業経営者および人事労務担当の方 ５０名
※セールス目的の方は申し込みをお断りします。

本セミナー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。

自社の働き方改革に取り組む会員企業を対象に、月1回のシリーズ講演会（全12回）を開催します。 会員企

業の中から、働き方改革に取り組んでいる企業をお招きし、取り組み内容や成果について実例を交えたお話しをお聞

きします。

第4回目となる今回は、女性活躍の推進について船橋株式会社の事例をお聞きします。①女性活躍に取り組む

ことになった経緯、②長期インターンシップのメンター、外部人材を巻き込んだプロジェクトのリーダー、ものづくり補助金

申請等の業務を若手女性従業員に任せた段取りとその成果について、経営者と入社3年目の従業員それぞれの目

線でお話しいただきます。働き方改革は、経営者の強い意思と実行力にかかっています。ぜひ、自社の働き方改革

にお役立てください。

企業概要

業務内容：合羽・防水エプロンの製造・加工・販売 所在地：名古屋市中村区 設立：1951年

資本金：3000万円 従業員：37名 http://www.2784.co.jp （創業：1921年）

対象・定員

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=1586

問合せ

申込・締切

日 時：2020年4月17日（金） 15：00～16：30

場 所：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）

2020年 働き方改革！シリーズ講演会(全12回）

会員
限定

船橋株式会社

代表取締役 舟橋 昭彦 氏

開発室 大谷 真奈美 氏

下記ＨＰよりお申し込みください。 2020年4月13日（月）締切です。

内容 14：30～ 受付開始

15：00～16：30 講演 質疑応答

我が社の取り組み成功事例

コーディネーター アイ・スマイル社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 吉岡 規子 氏

講師


