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主催：岡山県

共催：岡山労働局

働き方改革推進フォーラム事業

方

第1部

基調講演

幸福度と生産性を
両立できる組織づくり

サイボウズ（株）代表取締役社長 青野慶久氏

1971年生まれ。愛媛県今治市出身。大阪大学工学部情報システム
工学科卒業後、松下電工（現 パナソニック）を経て、1997年8月愛媛県
松山市でサイボウズを設立。2005年4月代表取締役社長に就任。
2018年1月代表取締役社長 兼 チームワーク総研所長（現任）。
社内のワークスタイル変革を推進し離職率を6分の1に低減するととも
に、3児の父として3度の育児休暇を取得。
また2011年から事業のクラ
ウド化を進め、売り上げの半分を超えるまでに成長。総務省、厚労省、経
産省、内閣府、内閣官房の働き方変革プロジェクトの外部アドバイザー
やCSAJ（一般社団法人コンピュータソフトウェア協会）の副会長などを
歴任。
著書に『ちょいデキ！』
（文春新書）、
『チームのことだけ、考えた。』
（ダ
イヤモンド社）、
『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのか
もしれない。』
（PHP研究所）がある。
第2部

パネルディスカッション

コロナで激変 〜働き方改革の最前線〜

コーディネーター

宇佐川邦子氏
畑島 美緒氏
石井 聖博氏
フリーアナウンサー 本庄里恵子氏

お問い合わせ・お申し込み先

事業委託運営

青野 慶久氏

岡山県中小企業団体中央会
〒700-0817 岡山市北区弓之町4-19-202

TEL.086-224-2245

推進フォーラム2020
i n

O K A Y A M A

働き方改革関連法が昨年4月から順次施行されています。中小
企業に対しても、
様々な規制等の適用がされている中で、
各企業に
おいて働き方改革の取組が進みつつあります。
また、新型コロナの
感染拡大により関心が高まったテレワークなど、
新しい生活様式へ
の対応も求められているところです。本フォーラムでは、基調講演・
パネルディスカッションを通じ、
コロナ禍においても柔軟に対応で
きる働き方改革の推進に向けた具体策・実践例を紹介します。

10月28日（水）13：00〜16：50

2020年
場

所

参加費

おかやま未来ホール
岡山市北区下石井1丁目2番1号
イオンモール岡山5F

全日空
ホテル●

岡山
駅

パネリスト サイボウズ（株）
代表取締役社長
（株）
リクルートジョブズ
ジョブズリサーチセンター センター長
金田コーポレーション（株）代表取締役
（株）WORK SMILE LABO代表取締役

働き方改革

ビック
●カメラ

●髙島屋

無料 定員200名（要事前予約）

（会場50名、
オンライン150名） イオンモール
※新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、
来場での受講
とオンライン配信での受講の両
方で開催します。
なお、
スマート
オンライン配信 フォン・タブレットでオンライン参
同時開催!!
加の方は「ZOOM」アプリを予
（ZOOM利用）
めインストールしてください。

岡山 ●

↓市役所

アクセス
●JRでお越しの場合
JR「岡山駅」下車 徒歩約5分
●お車でお越しの場合
山陽自動車道 岡山ICから約25分

働き方改革

（株）
リクルートジョブズ
ジョブズリサーチセンター センター長

推進フォーラム2020
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プログラム
13：00〜13：05
開会

挨拶 岡山県産業労働部長 小林健二

13：05〜14：50

第1部 基調講演

テーマ「幸福度と生産性を両立できる組織づくり」
サイボウズ（株） 代表取締役社長 青野慶久氏
14：50〜15：00

金田コーポレーション（株）
代表取締役 畑島美緒氏

玉野市出身。大学卒業後、30歳まで専業主婦。
1998年家業である（株）金田板金工業所（現金田
コーポレーション（株））に就職。2016年同社5代目
社長として現職に就く。 “笑顔でイキイキ働ける会社
“をモットーに人材育成、環境作り、柔軟な働き方を提
唱し、社員の生活に寄り添える仕組み作りを目指して
いる。SDGSへの貢献として5つの目標を掲げ、
その意
義を深く理解しながら全社挙げて取り組んでいる。

休憩

15：00〜16：40

第2部 パネルディスカッション

テーマ「コロナで激変〜働き方改革の最前線〜」
パネリスト

サイボウズ（株）
代表取締役社長
（株）
リクルートジョブズ
ジョブズリサーチセンター センター長
金田コーポレーション（株）

代表取締役

（株）WORK SMILE LABO

代表取締役

コーディネーター
フリーアナウンサー

青野 慶久氏

（株）WORK SMILE LABO（ワークスマイルラボ）
代表取締役 石井聖博氏

宇佐川邦子氏
畑島 美緒氏
石井 聖博氏

岡山市出身。大学卒業後、
キヤノンマーケティング
ジャパン（株）を経て、2015年から家業である老舗事
務機屋の4代目として現職につく。50名以下の中小
企業へより良い働き方を提供する企業となるべく、
ま
ずは自社の働き方改革へ着手し、
テレワークやICTを
活用した多様な働き方改革に常に挑戦している。本
社をライブオフィス化し、実際に働いている姿を見て
体験頂ける”ワクスマ”に力をいれている。

本庄里恵子氏

16：40〜16：45
質疑応答

16：45〜16：50
閉会

挨拶 厚生労働省岡山労働局長 内田敏之

本庄里恵子（フリーアナウンサー）
神奈川県横浜市出身。慶應義塾大学を卒業後、
瀬戸内海放送に入社。2005年から2008年12月まで
KSBの初代岡山・香川地区地上デジタル放送推進
大使に任命される。現在、KSB「自由人、会社人〜トッ
プの横顔〜」ナビゲーター。

そのほかのイベント
テレワーク体験コーナー
多様な働き方事例企業の紹介
働き方改革推進支援センターによる相談コーナー

お申込み方法

宇佐川邦子氏

リクルートグループ入社後、一貫して求人領域を担
当。2014年4月より現職。
各々の業界の特色を踏まえ、
求人・採用活動、人材育成・定着、
さらに定着促進の
ための従業員満足のメカニズム等、
「雇用に関する課
題とその解決に向けた新たな取り組み」をテーマに講
演・提言を行う。
〈主な活動（現任）〉 公益社団法人全国求人情報
協会常任委員
内閣府「女性・高齢者等新規就業
支援事業検討会」委員
厚生労働省「中小人材サービス事業者のIT活用等に
よる生産性向上に向けた検討会」委員、
「中途採用を通じたマッチングを促進し
ていくための企業の情報公表の在り方等、諸課題関する調査研究事業検討会」
委員 東京商工会議所 「多様な人材活躍委員会」委員

ご参加には事前のお申し込みが必要です。
いずれかの方法でお申し込みください。

1．FAXでお申し込みの場合

お申込み書に必要事項をご記入の上、
切り取らずにFAXで送信ください。

FAX．086-232-4145

2．メールでお申し込みの場合 必要事項をご記入のうえ、メールでお申し込みください。

メールアドレス：teichaku@okachu.or.jp

どちらかチェックしてください

□会場参加希望

申し込みフォームはこちら

□オンライン
（ZOOM）
参加希望

事業所名

担当者名

所在地

部署・役職

業種

Tel

（

）

-

Fax

（

）

-

E-mail

参加者名

@
フリガナ

フリガナ

氏名

氏名

部署・役職

部署・役職

※収集した個人情報は10/28のイベント運営のためのみに使用し、
イベント終了後は速やかに廃棄致します。
【注意事項】 ・会場にて参加の際は、当日マスクを着用して頂き、発熱・咳などの症状がみられる場合には、出席をご遠慮ください。
・今後、新型コロナウイルス感染拡大等の状況により開催が難しくなる場合には、
お申込みの皆様へ個別にご連絡します。
あらかじめご了承ください。

お問合わせ／岡山県中小企業団体中央会（岡山市北区弓之町4-19-202 tel:086-224-2245）

