
無料セミナーのご案内 ＦＡＸ  ０３－３２１８－５８０１ 

厚生労働省 委託事業 
 
職場のハラスメント（セクハラ・パワハラ等）対策セミナー 

のご案内 

 
 
企業などがセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの予防・解決の取組を進

める上で役立つ「職場のハラスメント（セクハラ・パワハラ等）対策セミナー」を、
全国 47都道府県で開催します。 
本セミナーでは、ハラスメント対策の必要性は分かるが、どう取り組めばよいのか

分からないといった事業主や企業のご担当者の皆さまのために、具体的なノウハウを
お伝えします。 
 

対象者 事業主や企業の人事労務管理担当の方 など 

セミナー 
内容 

■ 講義 
企業が効果的にハラスメント対策を実施できるため、セクハラ・パワハラ等の予防・解決の取組の
ポイント、取組事例、裁判例などについて解説します。 

■ グループワーク 
講義内容を踏まえ、セクハラ・パワハラ等の事例、自社で取り組む場合のハラスメント防止体制
の在り方について検討するグループ討議を実施し、ハラスメントの予防・解決に向けた取組について
理解を深めていただきます。 

開催日・場所 2019年 7月～2020年 1月まで全国にて開催します。各地域の詳細は裏面をご覧ください。 

時間 14︓00～17︓00（受付開始 13︓30） 

定員 各回 50～150名・参 加 費 無 料  ※先着順 定員に達し次第、締め切らせていただきます。 
 

 
 

【申込方法】 下記に必要事項を記載の上、ＦＡＸ （03-3218-5801） にてお申し込みください。 
お申し込みはＥメールでも受け付けています。Ｅメールでお申し込みの際は、下記太枠内の内容を、 
セミナー事務局（harassment-seminar@tokiorisk.co.jp）までお送りください。 

申込会場 月    日開催             会場 

企業名  

お役職・ 
お名前 

① 
（役職） 

② 
（役職） 

③ 
（役職） 

（氏名・フリガナ） （氏名・フリガナ） （氏名・フリガナ） 

ご連絡先 
受講票の送付先となります。
必ずご記入ください。 

電話番号：    （    ）      FAX番号：    （    ） 
メールアドレス： 
ご住所 〒   －     
 

＜個人情報の取扱いについて＞ 
送信していただいた個人情報は、セミナー運営およびそれに準じる情報提供の目的のために使用いたします。当社は、ご本人の同意を得ないで、この利用目的の達成のために必要な範囲を超えて登録者の個
人情報を利用いたしません。なお、当社が求める個人情報を記入いただけない場合、または登録内容に不備がある場合には、お申込を受け付けることができない可能性があります。当社にご登録いただいた個
人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用・提供の拒否権を希望される場合には、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な範囲で対応させていただきます。上記につき同意
の上、セミナーへの申し込みをお願いします。個人情報に関する問い合わせ先︓東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 コーポレートサービス部 管理ユニット TEL03-5288-6580 〒100-0004 
東京都千代田区大手町１－５－１ 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23F 

お問合せ 
職場のハラスメント対策セミナー事務局 TEL︓03-3217-5777 Email︓harassment-seminar@tokiorisk.co.jp 

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 製品安全・環境本部内 
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１ 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23F   

https://www.mhlw.go.jp/ https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/ 



 
開催地 開催日 会 場 開催地 開催日 会 場 

北海道 1 
(札幌市) 9/10(火) TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前 愛知 3 

(名古屋市) ʻ20/1/21(火) ウインクあいち 
(愛知県産業労働センター) 

北海道 2 
(札幌市) 11/13(水) 北海道建設会館 三重 

(津市) 10/16(水) 津商工会議所 

青森 
(青森市) 9/25(水) 青森観光物産館アスパム 滋賀 

(大津市) 10/29(火) ピアザ淡海 

岩手 
(盛岡市) 9/25(水) マリオス 京都 

(京都市) 11/1(金) TKP京都駅前カンファレンスセンター 

宮城 1 
(仙台市) 9/20(金) 仙都会館 大阪 1 

(大阪市) 8/30(金) アットビジネスセンター大阪梅田 

宮城 2 
(仙台市) 11/19(火) フォレスト仙台 大阪 2 

(大阪市) 10/30(水) エル・おおさか 
(大阪府立労働センター) 

秋田 
(秋田市) 9/25(水) 秋田県 JA ビル 大阪 3 

(大阪市) ʻ20/1/21(火) エル・おおさか 
(大阪府立労働センター) 

山形 
(山形市) 9/19(木) ヤマコーホール 兵庫 1 

(神戸市) 10/29(火) 三宮コンベンションセンター 

福島 
(福島市) 9/18(水) 福島テルサ 兵庫 2 

(神戸市) 12/17(火) TKP神戸三宮カンファレンスセンター 

茨城 
(水戸市) 9/3(火) 茨城県労働福祉会館 奈良 

(奈良市) 10/24(木) 奈良商工会議所 

栃木 
(宇都宮市) 9/3(火) コンセーレ(栃木県青年会館) 和歌山 

(和歌山市) 10/24(木) 和歌山商工会議所 

群馬 
(前橋市) 9/10(火) ベイシア文化ホール 鳥取 

(鳥取市) 10/10(木) とりぎん文化会館 
(鳥取県立県民文化会館) 

埼玉 1 
(さいたま市) 7/25(木) JA共済埼玉ビル 島根 

(松江市) 10/9(水) 島根県労働者福祉協議会 
(ろうかん) 

埼玉 2 
(さいたま市) 11/26(火) JA共済埼玉ビル 岡山 

(岡山市) 11/6(水) おかやま西川原プラザ 

千葉 
(市川市) 9/5(木) 山崎製パン企業年金基金会館 

SUNCITY 
広島 
(広島市) 11/19(火) IG石田学園ビル 

東京 1 
(千代田区) 7/23(火) 日本教育会館 山口 

(山口市) 11/19(火) YIC Studio 
(YIC ビジネスアート専門学校) 

東京 2 
(千代田区) 11/19(火) 日本教育会館 徳島 

(徳島市) 11/6(水) 徳島県立総合福祉センター 

東京 3 
(千代田区) ʻ20/1/21(火) 日本教育会館 香川 

(高松市) 11/7(木) 高松センタービル 

神奈川 1 
(横浜市) 7/26(金) ビジョンセンター横浜 愛媛 

(松山市) 11/12(火) 二番町ホール 

神奈川 2 
(横浜市) 11/26(火) ビジョンセンター横浜 高知 

(高知市) 11/12(火) 高知商工会館 

新潟 
(新潟市) 9/10(火) 駅まえオフィス貸会議室 福岡 1 

(福岡市) 10/8(火) 福岡朝日ビル 

富山 
(富山市) 10/1(火) 富山県教育文化会館 福岡 2 

(福岡市) 12/17(火) 福岡朝日ビル 

石川 
(金沢市) 10/2(水) 金沢商工会議所 佐賀 

(佐賀市) 12/3(火) ホテルグランデはがくれ 

福井 
(福井市) 10/1(火) 福井県繊協ビル 長崎 

(長崎市) 12/3(火) 長崎勤労福祉会館 

山梨 
(甲府市) 9/3(火) YCC県民文化ホール 

(山梨県立県民文化ホール) 
熊本 
(熊本市) 12/10(火) 熊本市国際交流会館 

長野 
(長野市) 9/10(火) 長野バスターミナル会館 大分 

(大分市) 12/3(火) 全労災ソレイユ 

岐阜 
(岐阜市) 10/17(木) ワークプラザ岐阜 宮崎 

(宮崎市) 12/10(火) 高千穂ホール 

静岡 
(静岡市) 10/8(火) 静岡県産業経済会館 鹿児島 

(鹿児島市) 12/10(火) 天文館ビジョンホール 

愛知 1 
(名古屋市) 7/30(火) ウインクあいち 

(愛知県産業労働センター) 
沖縄 
(那覇市) 11/26(火) 沖縄県市町村自治会館 

愛知 2 
(名古屋市) 10/16(水) ウインクあいち 

(愛知県産業労働センター)    

職場のハラスメント（セクハラ・パワハラ等）対策セミナー 開催日程 


