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　島根県では、社員がいきいきと活躍できる職場を実現する経営者・管理職
である「イクボス」や女 性 活 躍 等を積 極 的に進める企 業の取 組や精 神の
普 及 により、誰もが安 心して働き続けることができる職 場 環 境づくりを
推進しています。経営者、管理職のみでなく、社員の方もご参加いただけます。
互いに理解を深め、よりよい職場づくりを進めましょう。
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企業・社員の令和４年度イクボス・女性活躍企業拡大促進事業

TEL

E-mail

FAX

講師や登壇者への質問があればご記入ください。（自由記入）

□会場参加
□オンライン参加
□録画視聴希望

7/25
意識改革セミナー１

個別相談会（20分）  ご希望の場合は、
ご希望の回にチェックを入れてください

（会場参加者限定／各社１回限り）

（申込締切：7/15まで）

※「会場参加」「オンライン参加」「録画視聴」の
　いずれか一つをお選びください

□女性活躍推進やイクボス、働き方改革に取り組みたいがよく分からない
□女性活躍推進やイクボスは経営改革にならないと思うが、社会的に言われているから内容を知りたい
□育児休業制度を男女共に取得してほしい
□社員・部下に成長してほしい。生産性をあげたい
□残業が多い、休みがとりにくい職場である
□社内のコミュニケーションをよくしたい
□働きやすい職場づくりのために制度を整えているが、今一つ成果が出ない
□モチベーションが高い社員をふやしたい
□そのほか（　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□7/25に申し込む    □10/7に申し込む

□会場参加
□オンライン参加
□録画視聴希望
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行動改革セミナー2

（申込締切：9/15まで）
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各種セミナーの年間予定 参加無料

※詳細は県のHPで
　ご覧になれます。 に登録すれば今年度予定のセミナー等の情報が届きます。※本事業の発信専用

問合せ先（事業委託先）：㈱メディアスコープ 
主催 しまね働く女性きらめき応援会議・島根県（政策企画局女性活躍推進課）

事前アンケート（セミナーにご参加の方は以下にご回答ください）
貴社またはご自身の状況や課題について該当のものにチェックしてください。（複数回答可）

経営者・管理職の意識（行動）改革セミナー参加申し込み書

住所

※メディアスコープからの返信（ikuboss@ms-ltd.co.jp）を
　受信できるように設定をお願いします。

〒

お名前

企業
団体

ふりがな

※おひとりにつき1枚でお申し込みください

名称

役職 申し込むセミナー（該当のものにチェックお願いします）

※□1 意識改革セミナー、□2 行動改革セミナーを一度に申し込むこともできます。
　（□3 □4 は8月以降にお申し込み受付いたします）
※お申し込みいただいた情報は、参加者管理の目的で利用し、それ以外には使用しません。
※定員になり次第締め切ります。
※感染症拡大や、その他の事情により、予定が変更になることがございます。ご了承ください。

◎二次元コードをご利用にならない方は、メール、FAX、郵送でもお申し込みいただけます。
　必要事項をご記入の上、下記にお送りください。（＊は必須項目）

（複数名でお申し込みの場合は、お一人ずつお願いします）
お申し込みは、右記（二次元コード）からお申し込みください。お申し込みは、右記（二次元コード）からお申し込みください。

 株式会社メディアスコープ   〒690-0816 松江市北陵町51-3

TEL：0852-31-9011　FAX：0852-31-9022　E-mail：ikuboss@ms-ltd.co.jp（担当：中村・岡田）

部下の仕事と育児や介護
など 私 生 活との 両 立 を
考え、そのキャリアと人生
を応援しながら、期待される
効果をあげ、自らも人生を
楽しむことができる上司

（経営者・管理職）の事を
指します。

イクボスとは

（2022年10月下旬～11月 ） 先進企業視察＆交流付きセミナー （2022年10月下旬～11月 ） 3
●視察先：東部・西部 各1社　　●島根県内の企業の経営者・管理職・総務・人事担当者等（各回15名程度）

（東部と西部は別日で実施します）

経営者・管理職の意識改革セミナー  「イクボス的経営と企業の活性化とは」1 意識編
成長し続ける企業になるための経営を学ぶ～社員をひきあげる経営術～
2022年7月25日㈪  13：30～16：30
●会場：ホテル白鳥 鳳凰の間　　●対象：経営者・管理職等（先着100名）

（オンライン参加・録画視聴も可）

NPO法人ファザーリング・ジャパン
代表理事 安藤哲也 氏講師

経営者・管理職の行動改革セミナー  「イクボス的経営と企業の活性化とは」行動編2
成長し続ける企業になるための経営を学ぶ～社員をひきあげる経営術～
2022年10月7日㈮  13：30～16：30
●会場：ホテル白鳥 鳳凰の間　　●対象：経営者・管理職等（先着50名程度）

（オンライン参加・録画視聴も可）

NPO法人ファザーリング・ジャパン
理事 川島高之 氏講師

（2022年12月上旬 ） しまねイクボスネットワーク企業交流会 （2022年12月上旬 ） 4
●会場：オンライン交流会（Zoomのみ）　　●対象：しまねイクボスネットワーク加入企業の経営者・管理職・社員等（20社程度）

［ネットワーク加入企業限定］

参加申し込み・お問合わせ先

TEL 0852-31-9011（松江市北陵町51-3）



経営者・管理職の意識改革セミナー1

下記項目に当てはまるものをチェックしてください。
チェックがある方は、ぜひ、セミナーにご参加ください！

「イクボス的経営と企業の活性化とは」
成長し続ける企業になるための経営を学ぶ～社員をひきあげる経営術～

13：30～16：30（13:00～ 開場・受付）

2022年7.25●月
●NPO法人ファザーリング・ジャパン

代表理事 安藤哲也 氏
●有限会社渡邊水産 取締役営業部長 岩田竜平 氏
●アサヒ工業株式会社 取締役 實重温子 氏
●島根県知事 丸山達也

ファシリテーター福井氏による個別相談会。
具体的に課題解決のヒントがつかめます！

※詳細は県のHPで
　ご覧になれます。 に登録すれば今年度予定のセミナー等の情報が届きます。※本事業の発信専用

講師：安藤哲也 氏

※感染の拡大状況により、開催方法の変更や、開催を延期・中止する場合があります。

□社員・部下を成長させたい

□社員・部下、社内の
　コミュニケーションやチーム
　ワークを深めたい

□経営者や管理職の考えを社内に
　浸透させたい

□休暇を取得しやすい職場風土づくりを進めたい

□女性活躍や、イクボスについて
　学びたい

□女性が活躍し、企業の活性化を
　図りたい

□経営者もワーク、ライフ、ソーシャルを
　満喫したい

1962年生。出版社、書店、IT企
業など９回の転職を経て、２００
６年に父親支援のNPO法人
ファザーリング・ジャパンを設

立。「笑っている父親を増やした
い」と講演や企業向けセミナー、

絵本読み聞かせなど全国を歩く。男性
育休推進や管理職養成事業の「イクボス」で企業・
自治体での研修も多い。厚生労働省「イクメンプ
ロジェクト推進チーム」顧問、にっぽん子育て応援
団共同代表等も務める。著書に『できるリーダー
はなぜメールが短いのか』（青春出版社）など多
数。三児の父親。

安藤哲也氏 
プロフィール

ホテル白鳥 鳳凰の間
（オンライン参加・録画視聴も可）

会 場

対 象 経営者・管理職等
（先着100名）

トークセッション（60分）■

講演（60分）■

島根県の支援事業について■
スペシャルオプション

「個別相談会」
20分×限定3社（リアル参加者限定）

■

ファシリテーター福井氏による個別相談会。
具体的に課題解決のヒントがつかめます！

スペシャルオプション
「個別相談会」

20分×限定3社（リアル参加者限定）

■

講師：NPO法人ファザーリング・ジャパン  理事 川島高之 氏
モデレーター： 福井正樹 氏

基調講演（45分）■

ファシリテーター： 福井正樹 氏

[プロフィール]1956年生。合同会社WLBC
関西業務執行役員。出版社勤務、経営、建設
会社経営を経て現職。出版社時代は、編集
者を続けながら家事育児を行い、その後は18年間の在宅介護も
経験。経営者・管理職のマインドセットを得意とし、全国の企業・行
政へのコンサルティング、社内研修、講演などを年間200本以上
行っている。

●金2022年10.7
13：30～16：30（13:00～ 開場・受付）

ホテル白鳥 鳳凰の間

経営者・管理職等 
（先着50名程度）

（オンライン参加・録画視聴も可）

会 場

対 象

ホテル白鳥
431

松江しんじ湖温泉駅

松江市役所

宍
道
湖
大
橋

宍道湖

島根県庁

カラコロ工房

N

1987年慶応大学卒業後、三井物産
㈱に入社。2012年に上場会社の社
長に就任し、「イクボス式」経営に
より3年間で利益8割増、株価2
倍、残業1/4を実現し、社員満足度

調査も過去最高を記録。2016年フ
リーランサーに。NPO法人ファザーリ

ング・ジャパン理事、NPO法人コヂカラ・ニッポン創
業、内閣府 男女共同参画委員、文科省学校業務改善
アドバイザーなどを歴任。年間200回以上の講演を
こなす。「元祖イクボス」としてNHK「クローズ
アップ現代」で特集され、AERA「日本を突破
する100人」にも選出。著書に『いつまでも会
社があると思うなよ』（PHP研究所）、『職場の
ムダ取り教科書』（ソジム）など多数。

川島高之氏 
プロフィール

視察先

対 象

東部・西部 各1社（東部と西部は別日で実施します）※無料マイクロバスあり

島根県内の企業の経営者・管理職・総務・人事担当者等（各回15名程度）

先進企業の取組紹介■ 経営者・管理職・社員で懇談予定（意見交換）■

先進企業視察＆交流付きセミナー3

グループワーク（90分）■

宣言シート記入（5分）
テーマ：どんな行動を実践しますか？！
■

意識編 「イクボス的経営と企業の活性化とは」
成長し続ける企業になるための経営を学ぶ～社員をひきあげる経営術～

行動編

参加費
無料経営者・管理職の行動改革セミナー2

会 場

対 象

オンライン交流会（Zoomのみ）

しまねイクボスネットワーク加入企業の経営者・管理職・社員等（20社程度）

県外の先進企業の事例紹介（２社／50分）■ グループワーク（80分）■

しまねイクボスネットワーク企業交流会4 ネットワーク
加入企業限定

ファシリテーター：
●Office M代表

合同会社WLBC関西 執行役員
福井正樹 氏


