緊急開催！
昨今、長時間労働に関する問題が社会問題になっており、労働基準法の改正や行政指導も強化されつつあります。
また、過重労働は人件費の増大だけでなく、
優秀な社員の確保や生産性の低下においても悪影響を及ぼします。
本セミナーでは、
今、
労働時間問題に関して世の中で何が起きているのか、
参加費無料／事前予約制
企業は具体的に実務でどのように対策を打つべきかについて解説します。

開催概要
開催
日時
開催
会場

2017 年

3月3日 金

（受付開始10：30〜）
［11:00〜17:00］

ニューオータニイン札幌
北海道札幌市中央区北2条西1-1-1

［交通］●JR
「札幌駅」より徒歩8分
●地下鉄南北線
「さっぽろ駅」より徒歩6分
●地下鉄東豊線
「さっぽろ駅」より徒歩3分
●地下鉄南北線
「大通駅」より徒歩7分
●地下鉄東豊線
「大通駅」より徒歩4分

2階 北斗の間

21出口
22出口

■ 地下鉄
「さっぽろ駅」最寄出口
22番出口・・・徒歩1分
21番出口・・・一部エスカレーターあり 徒歩3分

ニューオータニイン札幌
札幌
グランド
ホテル 三井住友銀行

※JR
「札幌駅」
からは地下鉄東豊線「さっぽろ駅」
に
向かってお進みください。

りそな銀行
大塚商会 札幌支店

※ご来場の際は、
電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。
お申し込み締め切り

■ お申し込み方法
裏面お申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みく
ださい。ホームページからもお申し込みできます。

2017年 2月28日 火 17:00まで
先着順となります。

セミナーのご案内

丸井
今井

札幌市電

定員

各コース

これから取り組む
「働き方改革」
と人材の定着

11:00

テレワークの導入の核になる通信ネットワーク。ICT環境の構築なしにテレワークの実現は成し得ません。
留意するべき点や進みゆくICT活用のポイントと、
日本のテレワークの実情や取り組みについてご紹介します。

〜

第1部

11:50
50分

第2部

〜

13:30
14:30
60分

第3部

〜

14:50
15:40

講師：株式会社大塚商会 通信ネットワークプロモーション部 室前 正徳

働き方改革待ったなし！ 〜人材難の時代を見据えた企業の具体的な取り組みとは〜
新たに働き方改革担当大臣が設けられ、
厚生労働省だけでなく関係省庁が連携して
「働き方改革」
を最大のチャレ
ンジと位置づけて国として力を入れて取り組むこととなりました。2017年度内を目途に、
長時間労働是正のため
に、
法改正の方向も打ち出される予定で、
少子高齢化に労働力人口が減少していくことを考えると、
多様な人材の
活用が企業の成長にとって喫緊の課題です。今後の労務管理をどのようにすべきかポイントを解説します。
講師：主治医のような社会保険労務士法人 岡本 洋人 氏

“働き方改革” “長時間労働・待遇格差”解消への取り組みが企業成長の鍵！
今こそ始める働き方改革推進セミナー

本来企業が目指す労務管理対策＆働き方改革を実現するためには、
従業員の健康管理と生産性向上から企業の業績向上につな
げるための
「健康経営思考」
が必要になると考えられます。就業管理システム
「勤次郎Enterprise」
をご紹介します。

50分

第4部

〜

15:50
16:50

50名様

講師：日通システム株式会社 札幌支店 高田 謙二 氏

PCの
「見える化」
で始める長時間労働対策・情報セキュリティ対策
本セミナーではクライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」
で収集した実際のPC操作ログを基に、
セキュ
リティ対策を行う方法や、社員の長時間労働の実態を把握する方法をご紹介します。

60分

講師：Sky株式会社

●お申し込みは、
先着順とさせていただきます。また、
締切日より前にお申し込みを締め切らせていただく場合がございます。当日、
会場でのキャンセル待ちの受け付けは行いません。抽選の結果につきましては、
お申し込みされた方
全員に、
FAX またはE-mailにて後日ご通知します。
●会社名、
製品名などは、
各社または、
各団体の商標、
もしくは登録商標です。 ●セミナー内容・講師は予告なく変更される場合がございます。 ●個人・同業者様のお申し込みはご遠慮ください。

ホームページからも

詳細がご覧いただけます

このイベントに関する
お問い合わせは

http://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/17/h0303sapporo/

株式会社大塚商会
TEL：011-281-5741

札幌支店

イベント事務局

営業時間／ 9:00 〜 17:30
（土・日・祝日を除く）

担当：長谷川・梶

E-mail：ots-sapporo.event@otsuka-shokai.co.jp

緊急開催！

労務管理対策 ＆ 働き方改革セミナー

0I20-48-0348

お申し込み先

FAX.

FAX専用お申し込み用紙

［ 開催日 ］2017年3月3日
（金）
お 申し込 み 締 め 切り

2017年2月28日（火）
17：00 まで

＜お申し込み専用ホームページ＞

http://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/17/h0303sapporo/

■お申し込みは、本紙「FAX専用お申し込み用紙」をご利用のうえ、お申し込みください。上記ホームページからもお申し込みいただけます。
■複数人数お申し込みの際は、恐れ入りますが本紙「FAX専用お申し込み用紙」をコピーしてお申し込みください。
■お申し込みは、先着順とさせていただきます。

「FAX専用お申し込み用紙」のご記入にあたり、
【個人情報の取り扱いについて】
の内容をご確認いただき、
ご同意のうえご記入ください。

FAXお申し込み 記入欄
■ セミナー お申し込み

参加ご希望のコースに✓をご記入ください。
（複数選択可）

第1部 （11:00〜11:50） これから取り組む「働き方改革」と人材の定着
働き方改革待ったなし！
第2部 （13:30〜14:30） 〜人材難の時代を見据えた企業の具体的な取り組みとは〜

第3部 （14:50〜15:40）

“働き方改革” “長時間労働・待遇格差”解消への取り組みが企業成長の鍵！
今こそ始める働き方改革推進セミナー

第4部 （15:50〜16:50） PCの「見える化」で始める長時間労働対策・情報セキュリティ対策
■ 太枠内をご記入ください。

■ 欄内の※は必須記入項目です。記入漏れのないようご注意ください。
■ 恐れ入りますが、
ご記入は黒のボールペン、万年筆などでお願いいたします。

フリガナ
貴社名 ※
団体名
フリガナ

ご所属部署名

ご氏名 ※
お役職
ご住所 ※

〒
フリガナ

電話番号 ※

(

FAX番号 ※

)

(

)

メールアドレス

【個人情報の取り扱いについて】

最終更新日：2016 年 8 月 10 日

a)事業者の氏名又は名称
株式会社大塚商会
b)個人情報保護管理者について
株式会社大塚商会 イベント・セミナー事務局 責任者
連絡先は、
「f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて」
をご確認ください。
c)個人情報の利用目的について
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的に利用します。
商品、
サービスに関する情報の提供および提案、連絡、
マーケティング活動
（メール・お電話・郵送・FAX・訪問等に
よるご案内・連絡等）
/商品、
サービスの企画および利用等の調査に関する、
お願い、連絡、回答
（アンケート等によ
る商品、
サービス、企画、
お客様ご利用状況・満足度等の調査等）
/商品、
サービス、
その他のお問い合わせ、依頼等
の対応、試用の提供等/お客様からの各種お問い合わせ、資料請求など依頼対応/展示会、
セミナー、
トレーニング、
懸賞、
その他イベントに関する案内、回答/統計資料の作成のため/その他一般事務・業務等の連絡、
お問い合わ
せ、回答/お客様から受託もしくは個別のサービスにて同意を得た範囲内で利用する場合 等
代金の請求、回収、支払い等の事務処理
（イベントが有償の場合）
/展示会、
セミナー、
トレーニング、懸賞、
その他
イベントに関する参加登録（受付カードへの記入、名刺の受け渡しを含む）/参加登録された情報に関する確認、
連絡、問い合わせ、回答
（メール・お電話・郵送・FAX・訪問等による）
/賞品の発送のため
d)個人情報の第三者提供について
ご記入いただいた個人情報はイベントの協賛・協力・出展企業に提供する場合があります。提供の目的は商品、
サービスの情報またはマーケティング活動（イベント、改善提案など）
に関する情報の連絡です。提供する項目は

弊社記入欄

社員番号

氏名、役職、団体法人名、部署名、連絡先
（ご住所、電話/FAX番号、電子メールアドレスを含む）
です。
大塚商会と提供企業とは、個人情報保護に関する契約を締結いたします。なお、提供項目は目的達成に必要な
最低限とし、
提供手段は当社の定めた安全な手段といたします。
また、
法令の定めによる場合、
お客様ご本人および
人の生命や身体又は財産の保護のために必要な場合、
あらかじめお客様ご本人から同意を得ている場合にも第三
者に提供します。
e)個人情報の取り扱いの委託について
ご記入いただいた個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、第三者へ個人情報を委託する場合が
あります。
その場合は、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関する契約を
締結いたします。
f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて
お客様ご本人またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、
利用の停止、消去および第三者への提供の停止
（以下“開示等”という）
を要求される場合の連絡先は、
イベントの
主催部署、
または下記お問い合わせ先になります。手続きについては、大塚商会の次のサイトでご確認ください。
https://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/operation/maillist.html
お問い合わせ先：株式会社大塚商会 広告宣伝部
E-mail:event@otsuka-shokai.co.jp FAX:03-3514-7881
g)個人情報のご記入について
ご記入にあたって、
すべての項目を記入いただくかは、任意とさせていただきますが、未記入とされた項目によっては、
手続きや適切な対応ができない場合があります。
h)未成年者の個人情報取得について
本人が未成年者
（２０歳未満）
の場合は、親権者または保護者の同意なく個人情報を取得いたしません。

所属

氏名

○本お申し込みに関するお問い合わせは、
右記の電話番号にご連絡いただきますようお願いいたします。 TEL：04−7148−1735

株式会社大塚商会

DM発送センター

○開催内容に関するお問い合わせは、下記の電話番号にご連絡いただきますようお願いいたします。

■お問い合わせ先 株式会社大塚商会 札幌支店 イベント事務局 担当：長谷川・梶
TEL：011-281-5741

営業時間／ 9:00〜17:30（土・日・祝日を除く）

E-mail：ots-sapporo.event@otsuka-shokai.co.jp

