
中堅社員向け

新入社員向け

新入社員研修
　社会人としてのマナー､心構え、常識、組織人としての自覚を講義とグループ討議、ロールプレーイングを用いて理論だけでな
く行動レベルで身につけられるプログラムです。例年大人気の2日間コースです。
日時 A4月4日(火)、5日(水)　B4月10日(月)、11日(火)　9:30～17:00 対象 新入社員

講師 ㈱パルスＥ＆Ｔ　代表取締役　伊藤　亜彩子　氏
参加費 22,000円

各60名（A、Bとも研修は同じ内容です）募集人員

新入社員研修（フォローアップ）
　入社後半年間に習得した知識や技術が自分のものになっているかを振り返り、新たな目標を設定させモチベーションの向上を
図ります。
日時 A10月10日（火）   B10月11日（水）  9:30～17:00
対象 新入社員 講師 ㈱パルスＥ＆Ｔ　代表取締役　伊藤　亜彩子　氏

参加費 11,000円 （新入社員研修とセット申込で7,700円）
各30名（A、Bとも研修は同じ内容です）募集人員

若手リーダーパワーアップ＆スキルアップセミナー

日時 7月26日（火）　9:30～17:00 対象 入社５～７年前後の中堅社員、リーダー社員等参加費 10,800 円
20名募集人員

若手リーダーパワー＆スキルアップセミナー
　組織内で期待される若手リーダーの任務として「後輩をどう指導すべきか、上司の良き補佐役となるためには何をすべきか」を
学びます。
日時 7月26日（水）  9:30～17:00 対象 入社５年～７年目

講師講師 ㈲島田教育総合研究所　代表取締役　島田　義也　氏
参加費 11,000円

30名募集人員

2年目社員ブラッシュアップ研修
　「企業の顔」としての立場と役割を再認識させ、コミュニケーションスキルの向上を図るとともに、新入社員に対する接し方、指導
方法の習得等を行います。
日時 4月26日（水）  9:30～17:00

講師 ㈱エム・アイ・エス・インターナショナル　山本　恵子　氏
参加費 11,000円

30名募集人員
対象 入社2年目の社員等

2023年度本部開催（於:千葉県経営者会館）の教育･研修プログラムです。
当協会の研修を、ぜひ貴社の研修計画に組み入れ、ご活用くださいますようお願いいたします。

教育・研修プログラム教教育育 研修プログラム
一般社団法人千葉県経営者協会2023

年度

新任管理職研修
　新任管理職として経営管理に重点をおいた研修です。　①管理職としての役割と立場の認識　②問題発見と現状分析
③PDCAサイクルによる業務管理　④部下育成の重要性、等を習得します。
日時 6月19日（月）  9:30～17:00 対象 管理職

講師 ㈱パルスＥ＆Ｔ　代表取締役　伊藤　亜彩子　氏
参加費 11,000円

30名募集人員

（参加費は消費税込みの表示としてあります）

管理職の役割の基本概念
　会社における管理職の活動の基本となる「ドラッカー」のマネジメント理論を学びます。また、管理能力評価法を紹介して、これ
に基づく管理者の日々の活動の在り方について解説します。
日時 9月12日（火）  13:30～17:00 対象 管理職

講師 (一社)日本経営士会 千葉支部講師陣
参加費 5,500円

20名募集人員
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コーチング研修
　コーチングをしているつもりでも、いまひとつ成果が希薄なことはありませんか。それは、私（上司）のためにコーチングを実施
しているからです。チームメンバーが安心できる居場所（チーム）で、主体的に動き、考え、チームで働く力が発揮できる、チーム
メンバー成長のためのコーチングをご紹介します。
日時 10月12日（木）  13:30～17:00

講師 ㈱エム・アイ・エス・インターナショナル　中山　宏子　氏
参加費 5,500円 対象 人事・教育

30名募集人員

OJTトレーナー養成実践研修
　OJTトレーナーとして、①育成計画の策定方法　②仕事の指示の仕方、ほめ方、叱り方等具体的な進め方　③ケーススタデイ
（わがままな部下、会社を辞めたいといってきた場合等）等を学びます。
日時 11月6日（月）  9:30～17:00

講師 ㈱インソース　講師陣
参加費 11,000円 対象 OJT担当者(トレーナー・新人教育係）

30名募集人員

中堅社員研修
　中堅社員に求められる役割と行動を確認し、チームメンバーが生き生きと自立的に仕事を回していくための環境づくりを学びます。自
分の内面を見つめ直すことにより、自身のやるべき行動の気づきを促します。次世代を作る中堅社員の人間力向上のための研修です。
日時 11月14日（火）  9:30～17:00 対象 中堅社員

講師 ㈱エム・アイ・エス・インターナショナル　中山　宏子　氏
参加費 11,000円

30名募集人員

取締役の法的義務と責任
　取締役を対象に　①従業員と異なる取締役の責任について　②取締役の善管注意義務、競業取引・利益相反取引規制　③コ
ンプライアンスに基づく行動（情報管理、ハラスメント防止等）等について解説します。

日時 7月11日（火）  13:30～16:30 対象 取締役及び候補者
講師 弁護士法人リバーシティ法律事務所　弁護士　和田　はる子　氏

参加費 5,500円
20名募集人員

ビジネス文書力養成講座
　伝えたいことがひと目でわかるビジネス文書作成のポイントについて、また社内文書（報告書・連絡書作成のポイント)社外文書
（案内状・お祝い状・おわび状他)等、具体的な文例を用い、ポイントを解説します。
日時 8月2日（水）  13:30～17:00 対象 入社2～5年

講師 ㈱インソース　講師陣
参加費 5,500円

30名募集人員

経営者向け

スキルアップ研修 

中堅社員向け

職場リーダー研修会
　職場の実務と指導の中心的役割を果たす方を対象にリーダーとしての能力向上を目指す研修です。リーダーシップ能力をグループディ
スカッションやワークを通じて獲得し、チームに対して良好で効果的なコミュニケーションを図るためのスキルについても学びます。
日時 2024年1月16日（火）  9:30～17:00 対象 サブマネージャー参加費 11,000円

30名募集人員 （一社）日本産業カウンセラー協会 東関東支部認定講師　大木　実佐　氏講師

女性管理職・女性リーダーステップアップ研修
　管理職及び職場リーダー的立場の女性のさらなる活躍のために、ビジネス環境への理解を深め、マネジメントスキルを向上さ
せると共に、社外ネットワーク作りに資する講座です。　※女性社員や部下を抱える男性経営者・管理職にもお勧めします。
日時 5月15日（月）  13:30～16:30 対象 管理職・中堅社員参加費 5,500円

30名募集人員 篤志館㈱　代表取締役　雨間　けい子　氏講師



経営労働政策特別委員会報告セミナー
　「経労委報告」「春季労使交渉の手引き」を元に労使交渉のスタンスを解説します。

日時 2024年2月上旬 対象 労務担当者
講師（一社）日本経済団体連合会

参加費 2,640円
50名募集人員

人事・労務分野の研修 

財務基礎力養成講座
　社会人として必要とされる決算書の全体像の理解、Ｂ/Ｓ、Ｐ/Ｌの勘定科目の意味を学びます。また、決算書を分析し数字から経
営の実体を探るところまで解説します。
日時 8月21日（月）  9:30～17:00

講師 ㈱オンリーワン　代表取締役、経営コンサルタント・税理士　古川　英夫　氏
参加費 11,000円 対象 入社2～5年

30名募集人員

採用していい人･いけない人の見極め方
　よい人材を採用するため、自社の魅力、求める人材を再確認し既存の採用方法を改める必要があります。応募書類や面接時の
表情･行動から応募者の性格や能力を読み取り、面談回答から応募者の本音を見極める方法など面接官に必要とされるスキルを
修得します。
日時 2024年2月1日（木）  13:30～17:00

講師 ㈲キャリアドメイン　代表取締役　谷所　健一郎　氏
参加費 5,500円 対象 人事･採用担当者

30名募集人員

働き方改革推進に係る連携協定事業
（千葉県労働基準協会連合会、千葉県社会保険労務士協会との共催）

時間 9:30～ 17:00 対象 総務・人事・労務担当者参加費 無料 各100名募集人員

弁護士法人リバーシティ法律事務所
弁護士法人リーガルプラス法律事務所

弁護士法人けやき総合法律事務所
10/26（木）
10/26（木）

10/26（木）

労働法フォーラム１
労働法フォーラム２
労働法フォーラム３

時間 15:00～ 17:00 対象 総務・人事・労務担当者参加費 無料 各30名募集人員

千葉県社会保険労務士会
千葉県社会保険労務士会

11/27（月）
5/30（火）労務管理セミナー①

労務管理セミナー②

労働法大学講座（10 講）

時間 13:30～ 17:00 対象 総務・人事・労務担当者参加費 全講132,000円　単講14,300円 各30名募集人員

千葉大学教授
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士

6/28
7/10
8/1
8/29
9/14
10/3
10/25
11/1
11/28
12/7

（水）
（月）
（火）
（火）
（木）
（火）
（水）
（水）
（火）
（木）

①労働法の基礎と人事管理
②⑴就業規則・労働協約と労働契約 ⑵賃金・賞与・退職金の法律実務
③労働時間・休憩と休日・休暇の法律実務
④人事異動と出向・転籍の法律実務
⑤女性労働・高年齢者雇用・障害者雇用等に関する法律実務
⑥労働災害、安全配慮義務、その他健康問題への対応と法律実務
⑦有期労働者・パートタイマー・派遣労働者の法律実務と管理
⑧退職･解雇･懲戒の法律の実務
⑨事例研究「日常実務管理上のトラブル防止対策」
⑩組合活動・団体交渉と不当労働行為

皆川　宏之　氏
石井　妙子　氏
峰　　隆之　氏
中井　智子　氏
深野　和男　氏
山中　健児　氏
和田　一郎　氏
三浦　聖爾　氏
丸尾　拓養　氏
木下　潮音　氏
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一般社団法人千葉県経営者協会 事務局　（担当：加瀬、小川）
TEL. 043-246-1158　FAX. 043-246-0729

E-mail　kaseh@chibakeikyo.jp　　ogaway@chibakeikyo.jp

◎新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、変更する場合がございますのでご了承ください。

「教育・研修プログラム」および「出張研修」のお申込・お問い合わせは

ホームページ（http://www.chibakeikyo.jp/）よりお申込みください。

人事・労務分野の研修 

「
出
張
研
修
」の
ご
案
内

教育研修のプロが貴社の社内研修をお手伝いいたします。これまでに当協会で実施してきたテーマだけで
なく、貴社のニーズにあわせ、講師・テーマのピックアップも可能です。費用は、講師費用（謝礼・交通費）、
資料代、会場費のみ。低廉な費用で、講師派遣による社内研修をお考えなら、まずはお気軽にご相談ください！

●実施希望の２～３ヶ月前までにご相談ください。 ●ご要望のテーマに合わせて、講師を紹介させていただきます。

●貴社会議室、地域の商工会議所会議室等ご指定ください。 ●千葉県経営者会館も会員料金で利用可能です。

●講師謝礼　　階層別研修（１日から） ：10万円 ～ 20万円程度（交通費別）
　　　　　　テーマ別研修（半日から）：  7 万円 ～ 15万円程度（交通費別）
※研修内容・人数等により異なりますので、お打合せの上見積もりいたします。
◎人材開発支援助成金、雇用調整助成金（教育訓練）の対象となるケースもございます。

●この他、「新入社員研修」・「若手社員研修」・「リーダーシップ研修」・「中堅社員研修」など
の階層別研修から、幹部社員向けの本格的な「管理職研修」まで研修プログラムを豊富に
ご用意しております。貴社のニーズに合わせ、ご提案させていただきます。
◎内容によってオンライン研修も対応可能ですのでご相談ください。

テーマ
対象者

お申込・手配

場　所

費　用

「ビジネスで失敗しないためのマナー講座」、「決算書の読み方講座」、
「法律知識・コンプライアンス」、「すぐ役立つクレーム対応講座」

●この他、「新入社員研修」・「若手社員研修」・「リーダーシップ研修」・「中堅社員研修」など

お勧め
テーマ

人事労務講座（11 講）

時間 15:00～ 17:00（予定） 対象 総務・人事・労務担当者参加費 無料 各30名募集人員

4/27（木）

5/18（木）

6/8（木）
6/20（火）

9/26（火）

12/5（火）

2024/2/20（火）
2024/3/1（金）
2024/3/21（木）

9/22（金）

7月中旬

①（人事制度研究講座）
　千葉銀行の女性活躍支援に向けた取組
②基礎から理解する社会保険・労働保険の
　仕組みと実務（上期）
③採用選考時の留意点徹底検証
④基礎から理解する給与計算（上期）
⑤中小企業のための
　人事・労務部門DX推進セミナー
⑥労働基準行政を取り巻く最近の情勢
⑦36協定届出の実務
⑧基礎から理解する社会保険・労働保険の
　仕組みと実務（下期）
　基礎から理解する給与計算（下期）
⑨基礎から理解する労働法（前編）
⑩基礎から理解する労働法（後編）
⑪労働基準監督署の臨検（調査）への対応

千葉銀行
取締役常務執行役員

社会保険労務士

千葉労働局
社会保険労務士

㈱スマートドライブ他

労働基準監督官
千葉労働局

社会保険労務士

社会保険労務士

弁護士
社会保険労務士

弁護士

淡路　睦　氏

徳永　康子　氏

森本　哲郎　氏

徳永　康子　氏

森本　哲郎　氏

戸田　哲　氏
戸田　哲　氏

曽我　浩　氏


