
沖ト協発第３０号 

令和３年５月２５日 

 会員事業者 各位 

 

（公社）沖縄県トラック協会会長  

（ 公 印 省 略 ）   

 

①「同一労働同一賃金」などコロナ禍における労務対策（ＷＥＢ）セミナー 

及び 

②２０２１年度「働きやすい職場認証制度」対策（ＷＥＢ）セミナー 

のご案内について 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会の業務運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、三井住友海上火災保険（株）様と共催で標記の各ＷＥＢセミナーを開催することと

致しました。 

皆様に置かれましても各制度についてご理解をいただきたく、ご視聴くださいますよう

ご案内申し上げます。 

敬具 

記 

 

１．開催日時 

①「同一労働同一賃金」などコロナ禍における労務対策（ＷＥＢ）セミナー 

第１回 令和３年６月２２日（火）１０：００～１１：００（９：３０ログイン可） 

第２回 令和３年６月２３日（水）１０：００～１１：００（９：３０ログイン可） 

（※両日とも、同一の内容です。） 

 

②２０２１年度「働きやすい職場認証制度」対策（ＷＥＢ）セミナー 

第１回 令和３年６月２２日（火）１３：３０～１４：３０（１３：００ログイン可） 

第２回 令和３年６月２３日（水）１４：３０～１５：３０（１４：００ログイン可） 

（※両日とも、同一の内容です。） 

 

２．開催形式  Ｚｏｏｍを活用したＷＥＢ形式（詳細は別紙をご確認ください） 

 

３．定  員  各５０名（定員に達し次第締切） 

 

４．申込方法  各「受講申込書票」にご記入のうえ、ＦＡＸ（098-866-6283）もしくは 

下記へメールにてお申込みください。 

メールアドレス： risa-namihira@ms-ins.com 

 

本件お問い合わせ先：（公社）沖縄県トラック協会 適正化事業課 TEL 098-863-0280 



お問合せ先

講演内容

＜主な内容＞
１. コロナ禍の「働き方改革」対応
２．コロナ禍での労務トラブル対策
３．2020年10月の「同一労働同一賃金」

最高裁判決
４．「同一労働同一賃金」実務対応

等
（内容は一部変更となる可能性があります。）

ご案内

「同一労働同一賃金」などコロナ禍における労務対策セミナー

～最高裁判決を踏まえた同一労働同一賃金対応/コロナ禍での働き方改革実務対応ほか～

講師紹介

三井住友海上経営サポートセンター
経営リスクアドバイザー

保坂 進（ほさか すすむ）

三井住友海上は
「経営革新等支援機関」として認定されています。

三井住友海上経営サポートセンターは、企業経営者
の皆さまのさまざまな経営リスクの解決を支援しており
ます。また、三井住友海上は保険業界で初めて中小
企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援
機関(※)」として認定されました。

(※）専門的知識を有し、一定の経営支援実務経験を持つ
機関等を、国が審査し、「経営革新等支援機関」として認定し
ている。三井住友海上は平成25年6月認定。

新型コロナウイルス感染症は、企業の労務管理に関しても大きな影
響を及ぼしています。本セミナーでは、コロナ禍での「働き方改革」対
応、コロナに伴う労務トラブル対策や2020年10月の最高裁判決を
踏まえた「同一労働同一賃金」の実務対応について、三井住友海上
経営サポートセンターアドバイザーより分かりやすく解説いたします。

オンラインでのＷＥＢセミナーとなります。定員になり次第、締め切らせ
ていただきます。お早めにお申込みください。

１. Ｆ－ドラ ～フリート契約者向け
ドライブレコーダー・テレマティクスサービス～

２．FOUR SAFETY
～『ながら運転』防止支援サービス～

等

主催：公益社団法人沖縄県トラック協会

共催：三井住友海上火災保険株式会社

運送業者の皆さまへ

WEBセミナー【ご視聴無料】

＜プロフィール＞
ベンチャーキャピタル業務に長年従事し、その後現業務にて、
経営者に対して人事労務アドバイスを中心とした経営支援
を1000社以上実施。
最近の運輸事業者様向けには「働きやすい職場認証制度」
やドライバーの労務管理に対するアドバイスを実施している。

日 時

６月２２日（火） １０:００～１１:００（9:30からログイン可）
６月２３日（水） １０:００～１１:００（9:30からログイン可）
※両日とも、同一内容です

参加方法
WEB形式で開催します（URLをクリックするのみで参加できます）
※参加者の皆様には、セミナー開催までにセミナー参加（視聴）用のURLをお送りします。

定 員 50名（先着順で定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます）

お申込み方法 受講申込票（裏面）にご記入のうえ、FAXもしくは以下メールアドレスまで
お申込みください。 メールアドレス：risa-namihira@ms-ins.com

三井住友海上火災保険株式会社沖縄支店 沖縄支社
経営セミナー事務局：佐々田・波平

TEL： 098-866-4805 FAX： 098-866-6283 
（裏面をご覧ください⇒）



三井住友海上 沖縄支店 沖縄支社
経営セミナー事務局 行

FAX： 098-866-6283 ＜FAX専用＞
受講申込票

貴社名（業種）

お電話番号

FAX番号

所在地
〒

お申込情報 お申込① お申込②

フリガナ

ご氏名

所属・役職

メールアドレス @ @

■運送業経営者向けWEBセミナー■

「同一労働同一賃金」などコロナ禍における労務対策セミナー

＜三井住友海上火災保険株式会社 記入欄＞

部課コード 部課支社名 担当者名

AWP61 沖縄支社 沖縄県トラック協会

－ －

※セミナー開催までに、上記メールアドレス宛にセミナー参加（視聴）用のURLをお送りします。なお、当日のご参加は、
お一人様につきPC（またはタブレット・スマートフォン）1台限りでの接続でお願いいたします。

※三井住友海上では、外部専門家と連携し、企業･法人経営者の皆様に有益な情報をご提供致しております。

【ご連絡】

講師と同業にあたるお立場の方、個人の方、その他主催者の判断により、セミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。その場合

の理由等については、ご説明致しかねますので予めご了承ください。また、本申込書にご記入いただいたお客さまの情報は、主催者ならびに

主催者関連団体が今後開催するセミナーのご案内や当セミナーに関連するサービス等のご案内のために利用させていただくことがあります。

また、お申込内容をセミナー講師にお知らせすることがあります。予めご了承ください。

三井住友海上は、2013年6月に国が認定

する「経営革新等支援機関※」となり、「公的

に認められた支援機関」との位置付けを受け

ました。保険会社として長年提供してきたリス

ク管理ノウハウの蓄積をベースに、専門性の

高い経営リスク・アドバイスを通じ、さまざまな

経営課題の解決をご支援します。

三井住友海上は、保険業界で初めて
「経営革新等支援機関」の認定を受けました！

例１）コロナ禍における労務管理や資金繰り

例２）同一労働同一賃金など「働き方改革」の対応

例３）賃金制度構築や改訂の支援

例４）ハラスメント対策研修やクレーム対応研修

物00367/2020.8/A3N13

例
え
ば

参加日 ６月２２日 /   ６月２３日 ６月２２日 /   ６月２３日
（いずれかにマル） （いずれかにマル）

－ －



＜プロフィール＞

運送業経営者向けWEBセミナー（ライブ配信）

三井住友海上火災保険株式会社沖縄支店 沖縄支社
経営セミナー事務局：佐々田・波平

TEL： 098-866-4805 FAX： 098-866-6283 

お問合せ先

日 時

６月２２日（火） １３:３０～１４:３０（13:00からログイン可）
６月２３日（水） １４:３０～１５:３０（14:00からログイン可）
両日とも同一内容です

参加方法
WEB形式で開催します（URLをクリックするのみで参加できます）
※参加者の皆様には、セミナー開催までにセミナー参加（視聴）用のURLをお送りします。

定 員 50名（先着順で定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます）

お申込み方法 受講申込票（裏面）にご記入のうえ、FAXもしくは以下メールアドレスまで
お申込みください。 メールアドレス：risa-namihira@ms-ins.com

セミナー内容 講師紹介

「働きやすい職場認証制度」

の申請にあたり押さえておくべきポイント

～今から、二つ星・三つ星を目指すために

（内容は一部変更となる可能性があります。）

参加費
無料

講 演 内 容

公益社団法人沖縄県トラック協会・三井住友海上火災保険㈱ 共催

（裏面をご覧ください⇒）

2021年度「働きやすい職場認証制度」対策セミナー

ドライバー採用に有効な国の認証制度「働きやすい職場認証制度」は、

2020年度からスタートしましたが、2021年度は7月21日から受付が開

始される予定です。

本制度の認証取得を通して「勝ち残る運送会社」を目指す皆さまに、申

請書の記載方法や留意点などを分かりやすく解説いたします。

定員になり次第、締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。

三井住友海上経営サポートセンター

経営リスクアドバイザー 保坂 進

三井住友海上は、「働きやすい職場認証制度」の推進機関です！！

本制度の認証実施団体：一般財団法人日本海事協会(ClassNK)と連携し、
中堅・中小運送会社さまの認証取得に向け経験豊富なアドバイザーが、ご支援
いたします。お気軽にご相談ください。お問合せは、担当の営業課支社にご連絡
ください。

ベンチャーキャピタル業務に長年従事

し、その後現業務にて、人材育成・モチベーションアッ
プを切り口とした経営者向けアドバイス実施。また運
輸事業者様向けには「働きやすい職場認証制度」を
含めた個別企業様に対するアドバイスを多数実施し
ている。



三井住友海上 沖縄支店 沖縄支社
経営セミナー事務局 行

FAX： 098-866-6283 ＜FAX専用＞
受講申込票

貴社名（業種）

お電話番号

FAX番号

所在地
〒

お申込情報 お申込① お申込②

フリガナ

ご氏名

所属・役職

メールアドレス @ @

■運送業経営者向けWEBセミナー■

2021年度「働きやすい職場認証制度」対策セミナー

＜三井住友海上火災保険株式会社 記入欄＞

部課コード 部課支社名 担当者名

AWP61 沖縄支社 沖縄県トラック協会

－ －

※セミナー開催までに、上記メールアドレス宛にセミナー参加（視聴）用のURLをお送りします。なお、当日のご参加は、
お一人様につきPC（またはタブレット・スマートフォン）1台限りでの接続でお願いいたします。

※三井住友海上では、外部専門家と連携し、企業･法人経営者の皆様に有益な情報をご提供致しております。

【ご連絡】

講師と同業にあたるお立場の方、個人の方、その他主催者の判断により、セミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。その場合

の理由等については、ご説明致しかねますので予めご了承ください。また、本申込書にご記入いただいたお客さまの情報は、主催者ならびに

主催者関連団体が今後開催するセミナーのご案内や当セミナーに関連するサービス等のご案内のために利用させていただくことがあります。

また、お申込内容をセミナー講師にお知らせすることがあります。予めご了承ください。

三井住友海上は、2013年6月に国が認定

する「経営革新等支援機関※」となり、「公的

に認められた支援機関」との位置付けを受け

ました。保険会社として長年提供してきたリス

ク管理ノウハウの蓄積をベースに、専門性の

高い経営リスク・アドバイスを通じ、さまざまな

経営課題の解決をご支援します。

三井住友海上は、保険業界で初めて
「経営革新等支援機関」の認定を受けました！

例１）コロナ禍における労務管理や資金繰り

例２）同一労働同一賃金など「働き方改革」の対応

例３）賃金制度構築や改訂の支援

例４）ハラスメント対策研修やクレーム対応研修

物00367/2020.8/A3N13

例
え
ば

参加日 ６月２２日 /   ６月２３日 ６月２２日 /   ６月２３日
（いずれかにマル） （いずれかにマル）

－ －


