
ACCESS ▼  京阪・Osaka Metro（旧大阪市営地下鉄）谷町線「天満橋駅」より西へ300m 
　　　　   京阪・Osaka Metro（旧大阪市営地下鉄）堺筋線「北浜駅」より東へ500m

〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか 本館2・3F

OSAKAしごとフィールド http://business.shigotofield.jp/

TEL
月～金曜 9：30～18：30 （17：30受付終了） 

ご 予 約
お問合せ

※このチラシは大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課委託事業（受託）OSF中小企業支援センター運営共同企業体（一般財団法人大阪労働協会
／NPO法人HELLOlife）の一環として作成しました。
当施設へのご登録（無料）がお済みでない企業様には、受講時にご登録をお願いしております。詳細はお問合せください。

お
申
込
み
方
法

お電話で ※土・日・祝・年末年始休 

FAX
：
：
06-6910-3765
06-6232-8581

「申込欄」にご記入の上、上記までFAXをお送りください。
FAXで

http://business.shigotofield.jp/seminar/
各セミナー申込フォームからお申し込みください。　

WEBで

申 込 欄

ご希望の
セミナー

企 業 名

ご参加者

フ リ ガ ナ

Ｔ Ｅ Ｌ

E - m a i l

※参加を希望するセミナー日付の上に記載の番号をご記入ください。中小企業人材支援センター（大阪働き方改革支援センター）

採用・育成・定着に役立つセミナーをご紹介します。
10月
2018

twitter OSF_JOBoffer スタッフがお知らせや「働く」に関する情報を更新中！

　　　　　

【要予約】

手話通訳が必要
な場合や車椅子
でご参加される
場合等は、事前に
お申出ください。

定員：30名

会場：エル・おおさか本館
　　  11階セミナールーム

職場体験を通じた人材確保を考えてみませんか？

書類や面接だけではない選考方法を考えてみませんか？職場体験は、企業が求職者の特性・特徴等を理解し、
採用の可否を判断したり、採用後の育成方法を考えるうえで、有効な手法です。このセミナーでは、職場体験の
受入に必要な職場の理解や環境について解説すると共に、OSAKAしごとフィールドで実施している職場体験
プログラムについて、ご紹介します。

日5
14:00～16:00

金

No.05

講師 ： OSAKAしごとフィールド　コンサルタント・カウンセラー

会場：エル・おおさか本館
　　  11階セミナールーム
定員：20名

障がい者雇用「スタートアップセミナー」

企業が障がい者を雇用する上で必要となる知識等をステージ別（検討段階、採用段階、定着支援段階）に解説
するシリーズセミナーで、今回は「検討段階」をテーマに開催します。基礎講座に併せて、障がい者雇用先進企
業から、具体的な雇用実例も紹介します。

日4  
14:00～16:30

木

No.03

講師 ： 大阪府障がい者雇用促進センター　上席調査役
　　　障がい者雇用先進企業　代表者　（株）サンキ　会長　樋口　博美氏

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　  3階セミナールーム

採用戦略セミナー～選ばれる企業になる～

今年度の採用状況はいかがでしょうか。今年度の採用活動を続ける企業や来年度に向けて準備をする企業等　　
状況は様々かと思います。当セミナーでは、来年度の採用に向けてどのように採用計画を立てるべきかについ
てのヒントをお伝えします。自社に併せた採用計画をきちんと作成することこそが成功に向けての第一歩です。　　　　　　　　　

日2
14:00～16:00

火

No.01

講師 ：  （株）パーソナルヴィジョン研究所　今　恒男氏

1,000円

受講料

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　 3階セミナールーム

強い組織を作る！組織エンゲージメントとは？

選ばれる企業になるために給与条件や福利厚生などのES(社員満足度)を高めることは重要です。しかしなが
ら、それだけでは他社との差別化は難しく、大手企業には適いません。今考えるべきはエンゲージメント、つま
り愛着心をどのように高めるか。エンゲージメントを高めることで、定着率アップや生産性の向上などの効果が
期待できます。今回は「組織エンゲージメント」についての基本的な考え方についてお伝えします。

14:00～16:00
日3 水

No.02

講師 ：  （株）アイライフ　代表取締役　松岡　隆政氏

1,000円

受講料

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　 3階セミナールーム

働き方改革シリーズ～職場の社員の望む改革～

働き方改革をするなら社員の希望を反映した改革にしませんか？自社の社員が望んでいることは把握しづら
いと思います。本セミナーでは、簡単に社員の望みを知ることができるワークを行います。職場の皆さんと実践
してみてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講師 ：  （一社）キャリアラボ　竹本　記子氏

10:00～12:00
日9 火

No.06 1,000円

受講料

生産性向上セミナー～マルチタスクからシングルタスクへ～

「業務の生産性を向上させたいが、何から始めたらよいかわからない・・・。代表的な進め方の例として①部署ご
とにプロジェクトチームを作る②部署単位で課題発見・課題解決に取り組む③成果を検証する④全社に浸透
させる、という4つの工程があります。今回は②に焦点を当て、事例を検証し「向上させる意識を持つこと」の重
要性について学びます。

講師 ：  （一社）キャリアラボ　津村　忠氏

10:00～12:00
日5 金

No.04

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　 3階セミナールーム

1,000円

受講料



セミナーお申込み方法等については、裏面をご覧ください。

第2回合理的配慮セミナー

合理的配慮についての基礎知識の講座及び障がい者雇用先進企業の具体的事例紹介や、講師間でのディス
カッションを行い、障がい種別に応じた配慮について解説します。　　　　　　　　　　

講師 ： 大阪府障がい者雇用促進センター　上席調査役
　　　（株）ﾆｯｾｲ・ﾆｭｰｸﾘｴｰｼｮﾝ　業務部次長　相井　弘幸氏

14:00～17:00
日25 木

No.15

定員：30名

会場：エル・おおさか本館
　　 11階セミナールーム

定員：80名

会場：エル・おおさか本館
         ６階大会議室　　

サイボウズ(株)が取り組む「働き方のイノベーションとは」？

中小企業の人材確保の悩みにこたえるカリスマ講師シリーズ。今回は、在宅勤務からウルトラワークまで多様
なワークスタイルにチャレンジし続けているサイボウズ（株）の取組みについて、同社の女性執行役員である関
根氏にお話いただきます。

日9
14:00～15:30

火

No.07 3,000円

受講料

講師 ： サイボウズ（株）　関根　紀子氏

カリスマ講師シリーズ
　　　第4弾

部下の主体的なアイデアを引き出すマネジメント

従来型の管理主導のマネジメントではなく、「サーバントリーダーシップ」の考え方を紹介し、会社(組織)から
の要請と部下1人1人の要望を調整統合する手法を学びます。

講師 ： （株）トリムタブ代表取締役　岸守　明彦氏

10:00～12:00
日12 金

No.09

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　 3階セミナールーム

1,000円

受講料

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　 3階セミナールーム

主体的に改善提案ができる若手社員の育成術

「ペーパータワーワーク」を使ってプロジェクト推進の基本を学ぶと同時に、「トヨタの改善手法」の考え方を導
入した「オリジナル業務改善シート」の活用方法をご紹介します。10:00～12:00

日11 木

No.08

講師 ： （株）トリムタブ代表取締役　岸守　明彦氏

1,000円

受講料～周囲を巻き込んで健全な
　　　　　　PDCAサイクルを回す方法～

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
        3階セミナールーム

「社員の能力を向上させ、事業の生産性を高める！大阪働き方改革推進支援・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賃金相談センター連携セミナー

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保『同一労働同一賃金』について説明します。そのうえで、有期契約労
働者等を正規雇用労働者に転換した場合や、短時間労働者の週所定労働時間を延長し社会保険に加入させ
た場合に支給対象となる『キャリアアップ助成金』について解説します。
※セミナー終了後には個別相談会も実施します。（個別相談会のご案内はセミナーの中で行います）

講師 ： 北井　一行氏（特定社会保険労務士）

14:00～15:30
日18 木

No.11 ～キャリアアップ助成金～

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　 3階セミナールーム

「生産性の向上でワークライフバランスを推進！」

長時間労働を防ぎ、ワークライフバランスを実現する「労働時間法制の見直し」について説明します。そのうえ
で、勤務間インターバルの導入、時間外労働の上限設定などを成果目標とする取組みが支給対象となる『時間
外労働等改善助成金』についてご紹介します。
※セミナー終了後には個別相談会も実施します。（個別相談会のご案内はセミナーの中で行います）

14:00～15:30
日19 金

No.12

講師 ： 北井　一行氏（特定社会保険労務士）

大阪働き方改革推進支援・
賃金相談センター連携セミナー ～時間外労働等改善助成金～

※サービスについては、お電話にてお問い合わせ下さい。

OSAKAしごとフィールド 中小企業人材支援センター（大阪働き方改革支援センター）のご案内 

大阪府が実施する様々な事業により、府内中小企業の採用・定着をサポート。
その窓口となるのが中小企業人材支援センター（大阪働き方改革支援センター）です。
求職者難時代の人材確保をミスマッチのない採用・定着へ繋げます。「困ったぁ！」と
お悩みの際には、お気軽にご相談ください。

サービスメニュー 他

コンサルティング 魅力発信

しごと発見cafeセミナー・研修
企業主導型保育事業
　　 相談窓口

アドバイスビズ

会場：エル・おおさか本館
　　  3階セミナールーム
定員：20名

「若手従業員のやる気と自主性を引き出す！」上司としてのコミュニケーション

「新入社員が積極性に欠ける」「部下にもっと主体的に行動して欲しい」そのように感じたとき、先輩・上司として
どのように声を掛けていますか。コーチングを活用した部下のやる気を引き出すコミュニケーションの方法に
ついて学びます。

日16  
14:00～16:00

火

No.10

講師 ： Esprit　森　美智代氏

1,000円

受講料

定員：30名

会場：エル・おおさか本館
　　  3階セミナールーム

若者理解セミナー～採用編～

採用現場における若者へのアプローチ手法について学びます。若者にとって魅力的な企業の見せ方にはどの
ような方法があるのか？若者の企業選びの軸と、それに合わせた自社の見せ方について、各社の取組みを共
有しながら学びます。

日24
10:00～12:00

水

No.14

講師 ： （一社）キャリアラボ　西座　由紀氏

1,000円

受講料

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　  3階セミナールーム

面接官講座～自社にも求職者にも良い面接官とは～

「応募者の本当の姿を引き出す」「面接を通して自社の魅力を伝える」等、面接官に求められる様々な知識やス
キルについて学んでいただきます。面接官経験者の方はもちろん、これからという方にもオススメです。
※セミナー内で、参加者同士のペアワークを予定しております。

講師 ： ヒューマンアカデミー（株）　木村　早苗氏

10:00～12:00
日23 火

No.13 1,000円

受講料

働き方改革をするなら社員の希望を反映した改革にしませんか？自社の社員が望んでいることは把握しづら
いと思います。本セミナーでは、簡単に社員の望みを知ることができるワークを行います。職場の皆さんと実践
してみてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


