
　近年多くの労働関係法令の改正があり、自社の制度や就業規則の見直しが必須となっています。
　今回の中小企業支援セミナーでは、最近の法改正をわかりやすく説明し、すぐに使える就業規則モデルを元に、人
事労務担当者が効率よく社内規程を整備できるよう運用を含めて解説します。
　なお、ご参加はソーシャルディスタンスを保持した「会場参加」と、Zoomを使用した「Ｗｅｂ参加」のいずれかでご
参加いただけます。経営者、人事労務担当者の方々は是非ご参加ください。

　近年多くの労働関係法令の改正があり、自社の制度や就業規則の見直しが必須となっています。
　今回の中小企業支援セミナーでは、最近の法改正をわかりやすく説明し、すぐに使える就業規則モデルを元に、人
事労務担当者が効率よく社内規程を整備できるよう運用を含めて解説します。
　なお、ご参加はソーシャルディスタンスを保持した「会場参加」と、Zoomを使用した「Ｗｅｂ参加」のいずれかでご
参加いただけます。経営者、人事労務担当者の方々は是非ご参加ください。

■開催日  ：令和3年10月27日（水）
■会    場  ：岡山商工会議所　1階大会議室

■定   員：会場参加 60名　オンライン参加 100 名（先着順）
■問合せ：岡山県社会保険労務士会
                     岡山市北区野田屋町 2-11-13-7F   （TEL：086-226-0164）
■締め切り：10月15日（金）
■お申し込み方法

　　　　　

◆岡山県　　在籍型出向相談支援事業　
　　　　　　※下記をご参照ください。
◆岡山市　　新型コロナウイルス感染症に係る企業社会保険・労務管理相談等業務及び同専門家
                         派遣業務
　　                  ※詳細は岡山市内の商工会・商工会議所にお尋ねください。
◆倉敷市　　労働相談事業

社会保険労務士会　中小企業支援セミナーと個別相談会のご案内

主催：岡山県社会保険労務士会・一般社団法人岡山県商工会議所連合会
後援：山陽新聞社・RSK山陽放送・OHK岡山放送・RNC西日本放送・TSCテレビせとうち・KSB瀬戸内海放送

セミナー概要

セミナー開催要項

■プロフィール

■テーマ

■講　師

以下のフォームからお申し込み下さい。

※なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止または電話相談のみでの対応とさせていただく場合があります。

※時間に限りがありますが、個別相談会も用意しています。

「法改正に対応するための実務総チェック」
～人事労務担当者が知っておくべき重要ポイント～

特定社会保険労務士　中西　由美香　氏

□ 2021年の法改正
　・中小企業における「同一労働・同一賃金」の適用
　・子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得
　・障害者の法定雇用率の引き上げ
　・70歳までの就業機会確保努力義務化
　・中途採用比率公表の義務化

　大学卒業後、金融機関の人事部を経て、平成 15 年に中西由美香社労士事務所を開設。本年 9月に法人化し、ファイブローズへと変更。「人を
育てる企業」の支援を得意とし、設立支援・教育研修・業務改善等、幅広いコンサルティングを行う事業主の良きアドバイザーとして活動。

https://form.os7.biz/f/713674af/

http://www.okayama-sr.jp/

クリック！
岡山県社会保険労務士会ホームページからもお申し込み頂けます。

※お申し込み頂いた個人情報は、本セミナーの開催においてのみ利用し適正に管理します。

岡山総合労働相談所
（要予約）

年金相談所
（要予約）

倉敷市役所　年金・労働相談会
（予約不要）

岡山商工会議所　労務相談会
※事業主の方対象（要予約）

岡山市役所年金・労働相談会
（予約不要）

岡山県社会保険労務士会　事務局
（岡山市北区野田屋町 2-11-13-7F）

ゆうあいセンター　小会議室
（岡山市北区南方 2-13-1）
岡山県社会保険労務士会　事務局
（岡山市北区野田屋町 2-11-13-7F）

倉敷市役所　生活安全課　市民生活係
（倉敷市西中新田 640）

岡山市役所 7階　大会議室
（岡山市北区大供 1-1-1）
又は
勤労者福祉センター
（岡山市北区春日町 5-6）

毎週水曜日・毎週金曜日
13 時～16 時

第３日曜日
13 時～16 時

第 1 水曜日・第３水曜日
13 時～16 時

第３木曜日
13 時～16 時

第 4 水曜日
13 時～16 時

タイトル 日　時 場　所

岡山商工会議所 1階　中小企業支援部
（岡山市北区厚生町 3-1-15）

第 4 木曜日
13 時～16 時

※対象は倉敷市内の事業所です。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、電話相談のみでの対応となる場合があります。
※詳細は、倉敷市労働政策課にお尋ねください。

毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日）１3時～ 16 時
倉敷市役所労働政策課相談窓口

◆在籍型出向制度とは
　現在の従業員としての地位を保有したまま
    他社で勤務することです。
    トラブル予防のためにも適切な手続きが
    必要です。
事前のお申し込みが必要です。岡山県社会保険労務士会のホームページ
からお申し込みください。

岡山県社会保険労務士会

岡山県社会保険労務士会

・セミナー：13：30～15：30　・相談会：15：30～16：30  （会場参加者のみ。要予約。） 

□ 2021年までに担当者がやっておくべきこと
□ 2022年に予定されている法改正

◎岡山県社会保険労務士会では、下記の無料相談会を定期的に実
　施しています。ぜひご利用ください。

◎県内の自治体が実施される労務関係の相談事業にもご協力させて
    いただいています。

参加
無料



津山支部

岡山支部

社会保険労務士にお任せください。

倉敷支部

穐田　恒雄
あきた労務管理事務所

岡山市南区当新田 475-5
☎ 086-242-5233

荒木　廣行
つちや経営労務事務所

岡山市北区京山 2-2-27
☎ 086-250-2615

労務管理、年金、労働・社会保険の専門家

有田　浩 /小西由紀恵
社会保険労務士法人グローバル

岡山市北区野田 3-20-25MT ビル V2F
☎ 086-242-0017

安藤　和人
安藤和人社会保険労務士事務所

岡山市南区豊成 1-2-27
☎ 086-226-7090

礒山雄一郎
礒山雄一郎社会保険労務士事務所

岡山市中区原尾島 861-7-103
☎ 086-273-8284

伊藤　徳則
伊藤社会保険労務士事務所

岡山市南区西高崎 51-47
☎ 086-362-5420

岩根紀代美
いわね社会保険労務士事務所

玉野市迫間 2481-7
☎ 0863-23-4853

上野真知子
うえの社会保険労務士事務所

岡山市北区下中野 1228-8
☎ 086-246-5161

上野山　剛
上野山剛社会保険労務士事務所

岡山市北区鹿田町 1-1-3 中島ビル 3階
☎ 086-801-0777

上 野　　實
上野経営管理事務所

岡山市中区湊 1365-25
☎ 086-276-2336

大河　健二
大河社会保険労務士事務所

岡山市北区東島田町 1-6-10-101 号
☎ 086-238-7012

高橋　洋子
高橋社会保険労務士事務所

備前市浦伊部 1099-41
☎ 0869-64-1266

大山　和夫
大山社会保険労務士事務所

玉野市和田 1-5-25
☎ 0863-81-8815

上赤　晃典 /國田真由美
みらいエール社会保険労務士法人

岡山市北区津倉町 1-4-3
☎ 086-250-1860

沖　 真 吾
ナイン社会保険労務士事務所

岡山市南区福成 1-177-13
☎ 086-239-7273

奥 川　 清
ビー・エム　サポートプラス
/奥川社会保険労務士事務所

岡山市中区西川原 1-8-8
☎ 086-271-7133

影山　貴敏
影山貴敏社労士事務所

岡山市中区雄町 529-1
☎ 086-279-2819

梶原　重則
梶原社会保険労務士事務所

岡山市南区泉田 426-1-102
☎ 086-244-7083

神 田　　豪
神田労務コンサルティング

岡山市北区西古松 1-9-8
☎ 086-244-5015

北田　正明
北田社会保険労務士事務所

岡山市北区伊福町 3-11-1
☎ 090-8717-2995

上牧　武史
上牧社会保険労務士事務所

栗原　千可
社会保険労務士栗原千可事務所

岡山市南区福富西 1-20-48-301
☎ 086-902-2488

沢田　和之
社会保険労務士法人沢田事務所

岡山市南区南輝 3-18-3-1
☎ 086-263-2304

鹿森　基輝
鹿森社会保険労務士事務所

岡山市中区今在家 235-7
☎ 086-238-4936

侍留　慶子
侍留社会保険労務士事務所

岡山市東区城東台西 3-2-8
☎ 086-278-6818

島田　康宏
社会保険労務士島田康宏事務所

岡山市北区加茂 1037-30
☎ 086-239-2560

周東　佳織
周東社会保険労務士事務所

岡山市北区南方 1-5-2 奥村ﾋ ﾙ゙3 階
☎ 086-227-7700

宮地　義孝 /佐藤起世子
あい社会保険労務士法人

玉野市御崎 2-3-13
☎ 0863-81-5634

山口　哲司 /山口真理子
倉敷社会保険労務士法人

倉敷市鶴形 1-2-15-202
☎ 086-426-1117

双 田　　直
双田社会保険労務士事務所

岡山市北区野田 4-1-7
☎ 086-246-6064

常冨真太郎
岡山市北区磨屋町 1-6 岡山磨屋町ビル 4F

☎ 086-201-0808

田中弘一郎
田中弘一郎社会保険労務士事務所

岡山市北区内山下 1-8-22
☎ 086-230-5252

徳永　旭生
社会保険労務士徳永事務所

和気郡和気町原 357
☎ 0869-93-3317

中川　洋子
社会保険労務士法人年金サポート

岡山市中区浜 604-3 トラスト井上ビル 401 号
☎ 086-201-0677

中西由美香
社会保険労務士法人ファイブローズ

岡山市北区大元駅前 3-40 大元駅東口ビル
☎ 086-230-2356

中野花都江
おかやま人事ネット 21中野花都江事務所

岡山市北区下中野 349-101
☎ 086-805-4556

中前　貴子
社会保険労務士法人ビズ．ウォーク

成川　彰浩
成川社会保険労務士事務所

岡山市東区中川町 316-13-101
☎ 086-207-2356

中山　光子
中山社会保険労務士事務所

岡山市中区藤原光町 2-6-12
☎ 086-270-5500

則 政　　亨
則政社会保険労務士事務所

岡山市中区藤崎 686-9
☎ 086-277-7293

長谷川　純
はせがわ社会保険労務士事務所

岡山市中区浜 1-19-41 旭ﾋﾞﾙ201
☎ 086-207-2875

畑野比呂美
畑野労務管理事務所

岡山市南区千鳥町 23-8
☎ 086-262-4766

花 田　　秀
花田社会保険労務士事務所

岡山市北区天瀬 3-6 京橋ビル新館 202
☎ 086-226-2057

林　　真 理
林真理社会保険労務士事務所

岡山市北区西古松 2-24-5YMビル 2F
☎ 086-244-3456

難波　英一
難波英一社会保険労務士・行政書士事務所

岡山市南区芳泉 3-4-26
☎ 086-264-9654

土師　克仁
土師克仁社会保険労務士事務所

岡山市東区邑久郷 203
☎ 086-946-0158

林　　光 洋
林社会保険労務士事務所

岡山市北区大供 1-6-1
☎ 086-803-3955

土屋　博子
土屋博子社会保険労務士事務所

岡山市北区富田町 2-12-13 山本ビル 2F
☎ 086-225-2750

藤井　隆正
藤井隆正社会保険労務士事務所

岡山市南区西七区 411-2
☎ 086-362-2579

藤本　隆志
藤本社会保険労務研究所

岡山市北区野田屋町 1-6-21 桃太郎通り
☎ 086-227-3652

藤原　正則
藤原経営労務コンサルタント事務所

瀬戸内市長船町福里 5
☎ 0869-26-5800

麓　  一 茂
麓社会保険労務士事務所

岡山市北区三野 2-5-7-201
☎ 086-289-6061

日笠みどり
社会保険労務士日笠みどり事務所

岡山市南区迫川 40-2
☎ 086-362-2965

原　　希 望
はら社労士人事労務コンサルタント

岡山市北区西辛川 550-10
☎ 086-286-0538

平野　幹雄
ひらの社会保険労務士事務所

岡山市中区浜 604-3 トラストビル 602
☎ 086-206-5844

板谷　誠一
板谷社会保険労務士事務所

倉敷市中島 899-4
☎ 086-486-4712

大島　和彦
大島社会保険労務士事務所

倉敷市西富井 629-77
☎ 086-421-2601

押野　りか
押野労務サポートオフィス

浅口市鴨方町六条院東1062
☎ 080-1908-3230

倉敷市中庄 3605-2
☎ 086-463-7474

栗坂　節子
栗坂社会保険労務士事務所

倉敷市茶屋町早沖 1189-11
☎ 086-429-0806

桑田由香里
桑田社会保険労務士事務所

笠岡市笠岡 2388 笠岡ｼｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ2F
☎ 0865-66-0453

内田　直孝
社会保険労務士 オフィス内田

倉敷市美和 2-1-8 岡本ﾋﾞﾙ2F
☎ 086-431-4654

井上　知貴
きちコンサル社会保険労務士事務所

倉敷市白楽町 511-8
☎ 090-2864-8756

小川　太一
小川社会保険労務士事務所

倉敷市福江 116
☎ 086-485-4857

小中　英一
小中社会保険労務士事務所

倉敷市北浜町 2-4
☎ 086-426-6932

中 原　  俊
中原労務管理事務所

倉敷市白楽町 540-1
☎ 086-434-0674

永原　貴雄
永原社会保険労務士事務所

倉敷市幸町 10-10
☎ 086-421-6846

中村　雅江
中四国労務管理センター

倉敷市中央 2-10-7 富田ﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ1 階
☎ 086-427-3500

西川　浩二
社会保険労務士西川事務所

高梁市南町 183
☎ 0866-22-7568

妹 尾　　悟
せのお社会保険労務サポート事務所

井原市岩倉町 1081-1
☎ 0866-63-3213

小西多惠子
社会保険労務士事務所 KONISHI

倉敷市児島下の町 6-16-26
☎ 086-473-8050

中 野　  浩
中野社会保険労務士事務所

倉敷市二日市 359-19
☎ 086-424-5362

松木　秀夫
松木労務管理事務所

岡山市北区富田町 2-6-6 コートスクエアーⅢ502
☎ 086-235-4987

茂木　昭雄
茂木社会保険労務士事務所

岡山市東区可知 5-42-8
☎ 086-942-4818

鷲江　直哉
鷲江社会保険労務士事務所

岡山市北区今 3-2-37 今三丁目物流ビル 2階
☎ 086-250-1720

泉　   貴 文
泉社会保険労務士事務所

倉敷市吉岡 172
☎ 086-436-7116

磯田　正明
磯田労務管理事務所

浅口郡里庄町新庄 5582
☎ 0865-64-4561

溝手　康暖
溝手社会保険労務士法人

岡山市北区大供 2-1-1-401
☎ 086-226-7665

森　　千 春
森社会保険労務士事務所

岡山市北区今 8-11-19
☎ 086-805-1556

谷口有紀子
社労士事務所　Square.  スクエア

浅口市鴨方町六条院中 3235-3 2 階
☎ 0865-54-0662

西本　幸子
セト労務管理 office 西本幸子

倉敷市昭和 2-1-22 倉敷昭和ビル 2階
☎ 086-421-4084

廣瀬　信博
廣瀬社会保険労務士事務所

倉敷市松島 287-4
☎ 086-462-4236

福 島　   航
福島航社会保険労務士事務所

倉敷市西阿知町新田 110-1ﾘｱﾝC207
☎ 086-441-5913

藤井　武彦
藤井武彦社労士事務所

倉敷市玉島阿賀崎 5-6-5
☎ 086-525-4800

藤原　彰子
藤原彰子社会保険労務士事務所

倉敷市尾原 2049-1
☎ 090-7136-5810

二宮　美香
社会保険労務士事務所オフィスみらい

倉敷市大島 543
☎ 086-421-5500

二梃木直樹
にちょうぎ社会保険労務士事務所

倉敷市神田 3-3-10
☎ 086-444-9053

服部　順子
服部社会保険労務士事務所

笠岡市西大島 4503-3
☎ 0865-67-1890

村田　敏美
村田敏美社会保険労務士事務所

津山市小原 22-5 寺坂ﾋﾞﾙ4 階
☎ 0868-25-1070

橋本由利子
はしもと経営デザイン

倉敷市中庄 372-2
☎ 086-462-7652

福井　節夫
福井社会保険労務士事務所

真庭市久世 2914
☎ 0867-42-5148

森永　基裕
もりなが人事労務オフィス

倉敷市川西町 16-14 モトヤビル 4F
☎ 090-7894-5985

幸見　安剛
幸見社会保険労務士事務所

津山市山北 547-11 なつめビル 3F 西
☎ 0868-24-0735

笹井　茂樹
笹井社会保険労務士事務所

津山市山下 5
☎ 0868-23-4933

清水　孝行
清水孝行社会保険労務士事務所

津山市小原 617
☎ 0868-35-3837

田中　隆之
田中社会保険労務士事務所

美作市尾谷 171
☎ 0868-74-3490

小林亜紀子
つなぐ社会保険労務士法人

岡山市北区平田 125-109
☎ 086-246-3790

森脇　昌子
社会保険労務士キャリア設計オフィス

倉敷市浜町 1-8-31　A-201
☎ 090-6406-5173

田渕　大聖
田渕社労士事務所

津山市河辺 1858-8
☎ 080-1949-4845

森本美保子
モリモト社会保険労務士事務所

真庭市栗原 1754-1
☎ 070-3777-1004

安井　玲子
やすい社会保険労務士事務所

津山市安井 315-5
☎ 0868-29-1781

田渕　義彦
田渕社会保険労務士事務所

津山市国分寺 147-17
☎ 0868-26-3782

新 田　　孝
新田事務所

津山市南新座 7-21
☎ 0868-23-0244

岡山市北区西古松 2-26-16
上杉第 7ビル西古松 2021
☎ 086-363-1591

社会保険労務士法人
パーソナルマネジメント

小田　典子

社会保険労務士法人 KIBI 
吉備総合社会保険労務士事務所

岡山市北区厚生町 2-13-12
労働保険管理センター内
☎（代） 086-224-5325


