
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。

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/
申込フォームから簡単にお申込みいただけます。　

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。 1月
2019

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：20名

会場：エル・おおさか本館
　　  3階セミナールーム

報酬連動型目標管理で人材育成・エンゲージメント向上を実現
働き方改革とエンゲージメント向上が求められています。「大手企業向け目標管理」と「中小企業向け目標管理」の
違い、明日から使える目標管理のポイントなど、中小企業にとって知っていて損のない最新の人事トレンドをお伝え
いたします。
　　　　　　

日18
10:30～12:00

金

No.05

講師 ：  ㈱Dots　代表取締役　奥田　真弘氏

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

ワークライフバランスは企業の成長戦略  ～働き方改革はじめの第一歩～
働き方改革法が来年4月から順次施行されます。残業時間や年休取得の規定を守らない企業は、罰則が与えられる
上にブラック企業のレッテルを貼られてしまいます。そうならないために、業績を落とさず労働時間を削減する「仕事
のダイエット方法」について学びましょう。
　　　　　　

日18
13:30～15:00

金

No.06

講師 ： テレワークICT協議会　副会長 ・ actuarise（株）代表取締役　三島　浩一氏

1,000円

受講料

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　  11階セミナールーム

企業が優れた人材を確保し、社員を定着をさせるためには「自社に合った人事評価制度を整備する」「賃金をアップ
させる」等の様々な方策があります。これらは生産性を向上させるためにも有効です。これらを叶える助成金、「人材
確保等支援助成金」について解説します。申請書類の書き方もわかりやすく説明します。　　　　　　

日10
14:00～15:30

木

No.01

講師 ：  特定社会保険労務士　北井　一行氏

人材の確保・定着を図り、生産性の向上を叶える助成金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

11月下旬 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 「定着支援セミナー」
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「定着支援」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 17
14:00～16:30

木

No.04

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　(有)奥進システム　代表取締役　奥脇　学氏

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15 火

No.03

講師 ：  ㈱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～

会場：エル・おおさか本館
　　  3階セミナールーム
定員：20名

“選ばれる”採用面接官を目指して！  ～人事担当者自己改革シリーズ～
日本で唯一「声＝発声×シナリオ力×傾聴力」重視のプレゼンテーション・コミュニケーションを指導する「ＭＶＰ
声経塾」代表。リクルート社で約20年間、人材採用、転職支援などに関わり、約6,000名の転職カウンセリングと面
接ロープレを通じて「発声」の重要性を確信。面接官の魅力UpのBefore→Afterを体感ください！

日11
14:00～16:00

金

No.02

講師 ：  行政書士岩瀨薫子事務所　代表　岩瀨　薫子氏

1,000円

受講料



セミナーお申込み方法等については、表面をご覧ください。

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
         3階セミナールーム

～新人を迎える企業がすべきこと～  雇用対策(定着支援)セミナー
入社する若者が企業に期待することと、企業が新人に期待することのズレが大きくては、入社後の定着が望めません。
若者が企業に求めることや、ズレを減らす適切なアプローチの方法をお伝えします。
※新入社員を迎える企業のみならず、概ね入社3年未満の社員が在籍している企業の参加も歓迎です。

日28
14:00～16:00

月

No.09

講師 ： （一社）キャリアラボ　津村　忠氏

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

今更聞けない!?社会人マナー講座～お手本となる先輩社員へ～
任される仕事の量に比例して「きちんとしたビジネスマナーを知っとかなきゃ…」このような場面に遭遇していませんか？

「最初に教わったけれど忘れてしまった」や「今更聞けない」、そのようなビジネスマナーをもう一度学びましょう！後輩の
お手本となる先輩社員になるために。一歩差がつくビジネスマナー講座です。10:00～12:00

日28 月

No.08

講師 ： （株）ヒューマンアカデミー　木村　早苗氏

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
         3階セミナールーム

超採用難時代に負けない！プロリクルーター養成講座 
「自社に定着し、活躍する人材」を視える化し、全社の理解と協力を得る手法を習得します。外部環境を理解した上
で、「いかに自社で活躍する人材」を採用するか！？その為には、マーケティングの考え方と社内の巻き込みが欠かせ
ません。ターゲットを設定し、その人材を採用する為の社内の巻き込み方までを紹介します。14:00～16:00

日29 火

No.10 1,000円

受講料

講師 ：  ㈱ヒューマンファースト  代表取締役　山本   陽亮氏

※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

アドバイスビズ参加企業募集！

毎週金曜日13:30～15:30

これまでの採用経験を活かして、求職者の就活に関する疑問や質問にお答えいただける
企業の経営者や人事担当者の方を募集しています。 ～時間枠～

①13:30～14:00　②14:00～14:30
③14:30～15:00　④15:00～15:30

※集合時間は12：50です。お申込み方法については、お電話にてお問い合わせ下さい。

ドリンクを飲みながら、リラックスした雰囲気で求職者と交流しませんか？面接や合同企
業説明会などでは、分かりにくい求職者の人柄などを見ながらお話をしていただけます。
求職者との出会いの場の1つとしてご活用下さい。

しごと発見cafe参加企業募集！

※開催が決まりましたらOSAKAしごとフィールドの登録企業にメールマガジンにてご案内
　いたします。お申込み方法については、お電話にてお問い合わせ下さい。

定員：20名

会場：エル・おおさか本館
　　  3階セミナールーム

従業員の離職予防のために  ～職場内のハラスメントが招くもの～
長くいきいきと働ける職場に必要なものとは。セクハラ・パワハラ等のハラスメントや、昨今課題となっているＬＧＢ
Ｔをとりまく環境等も従業員の離職に大きく影響しています。人材の離職を防ぐために、これらの注意点と企業が
講じるべき対策について理解を深めます。グループワークでは裁判例を用いて楽しく学びます。

講師 ： 大阪府社会保険労務士会　副会長　特定社会保険労務士　長岡　伸江氏

15:00～17:00
日30 水

No.11

コーチング理論でコミュニケーションを円滑にしモチベーションをアップさせる！
企業を取り巻く社会・経済環境は急激かつ複雑に変化しています。このような中で活躍する企業人としては、従来の

「教えてもらう」「指示を仰ぐ」といった姿勢だけでは、組織を支えていく戦力にはなれません。自らが状況を探り行
動する、新しい方法を創造し、チャレンジしていく力の習得に向けて、フェンシング日本代表選手のメンタルコーチ
も務める講師がわかりやすくお伝えします。若手社員のためのコーチング研修です！

講師 ： Esprit　森　美智代　氏

15:00～17:00
日24 木

No.07

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

大阪府社会保険労務士会
連携セミナー

1,000円

受講料

他企業が設置した企業主導型保育施設を利用することができます！
自ら保育施設を設置しなくても、他企業が設置した企業主導型保育施設と契約する
ことで、保育施設の共同利用が可能になります。認可外保育施設ですが、設置基準や
運営基準は通常の認可外保育施設より厳しく設けられており、その基準をクリアした
施設のみが、助成を受けて設置・運営されています。

Ｑ.”共同利用”って何ですか？
他企業が設置した企業主導型保育施設を、自社の従業員が利用できるようにすること。
利用するには、施設設置企業と法人契約を結ぶ必要があります。

Ｑ.利用することでどんなメリットがあるの？
●子育て世代従業員の安心感　　●産休・育休からの復帰がスムーズ
●職場環境整備に積極的な企業だという認識を持ってもらえる　など

詳しくはお電話ください！
ＯＳＡＫＡしごとフィールドでは企業主導型保育事業の相談窓口を設置しています。
お気軽にお問合せください。TEL：06-6232-8580（平日9：30～17：30） 

A社社長
保育施設を設置、
運営しているB社社長

ウチの
従業員にも
利用させて
ください！

どうぞ！

）


