申込書 FAX

03-3499-5794

◎主催：公益財団法人 日本生産性本部・東京大学 大学院医学系研究科 精神保健学分野

申し込み方法
個人情報保護方針をご確認の上、以下欄をご記入いただき、FAX もしくは WEB にてお申し込みください。
一組織より複数名ご参加される場合は、お手数ですが本面をコピーの上、お申込者様それぞれご記入をお願いいたします。
WEB でのお申し込みは健康いきいき職場づくりフォーラムホームページから受付しております。
※ご参加証の発行はございません。FAX 受付後、受付印を押印して返送申し上げますので、ご確認ください。
ホームページからお申し込みの方は、受付メールを送信申し上げますので、ご確認ください。

申し込み欄

※該当する欄にチェックしてください

健康いきいき職場づくりフォーラム

下記の「個人情報の取り扱い」について同意した上で申し込みます。

□ 健康いきいき職場づく
りフォーラム成果発表シンポジウムに申し込みます（無料）※当日お名刺を一枚ご持参ください

成果発表シンポジウム 2017

□ 懇親会に申し込みます（会費：5,000 円）※ 12 月に入ってからご請求書をご送付申し上げます
組織名

～ 働 き 方 改 革 の「 健 康 い き い き 職 場 づ くり 」 へ の 展 開 ～

お名前

従業員数

ご所属

お役職

ご住所

人

〒

お電話番号

FAX 番号

@

E-Mail アドレス
ご参加される方の
お立場

□企業 □ EAP 機関、コンサルティング機関 □医療・介護機関

組織の方

□労働組合 □健康保険組合 □自治体 □その他団体 □報道関係者

個人の方

※複数資格をお持ちの方は、
メインで活動されていらっしゃる
ものにチェックしてください

□研究者 □産業医 □看護師 □保健師 □臨床心理士 □精神保健福祉士 □産業カウンセラー
□社会保険労務士 □その他（

）

※シンポジウム当日の会場内にて主催者による映像収録、録音、写真撮影を予定しております。映像・音声・
写真は許諾なく Web サイト等広報手段、
各種資料等に用いられることがございます。予めご了承ください。

個人情報保護方針

会場地図

１．参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基

伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール
（東京大学 本郷キャンパス内）

づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部個人情報保護方針
の内容については、日本生産性本部ホームページ（http://www.jpc-net.jp/）を
ご参照願います。参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におかれましては、
内容をご確認、ご理解の上、お申込いただきますようお願いいたします。

本郷
郵便局
赤門

本郷通り

会場

日
春
至

至後楽園

マクド
ナルド
東京メトロ丸の内線

所在地

東京大学

〒 113-0033
東京都文京区本郷 7-3-1

伊藤国際学術研究センター
伊藤謝恩ホール

本郷三丁目

春日通り

至湯島

都営大江戸線

作成、ならびに当本部が主催 ･ 実施する各事業におけるサービス提供や事業
のご案内、および顧客分析 ･ 市場調査のために利用させていただきます。

目
丁
三
郷
本

◎東京メトロ丸の内線
本郷三丁目駅 徒歩 8 分
◎都営地下鉄大江戸線
本郷三丁目駅 徒歩 6 分
◎東京メトロ千代田線
湯島駅 徒歩 15 分
根津駅 徒歩 15 分

成し、当日講師等の関係者に限り配布させていただきます。但し前述の場合
はありません。
４．案内状や参加証、テキストの送付などを外部に委託することがありますが、
委託先にはご本人、ご連絡担当者へのサービス提供に必要な個人情報だけを
開示し、サービス提供以外に使用させることはありません。
５．ご本人からの求めにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止に応じます。この
件については、健康いきいき職場づくりフォーラム事務局（℡ 03-3409-1127）
または日本生産性本部総務部個人情報保護担当窓口（℡ 03-3409-1112）まで
お問合せください。
【責任者：個人情報保護管理者（総務部長）
】

「健康いきいき職場づくりフォーラム」事務局
公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部
〒 150-8307

TEL

03-3409-1127

東京都渋谷区渋谷 3-1-1
FAX

03-3499-5794

会場

伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（東京大学 本郷キャンパス内）

定員

400 人（満席になり次第締め切らせていただきます）

主催

公益財団法人日本生産性本部
東京大学大学院 医学系研究科 精神保健学分野

費用

無料（事前申し込み制です。裏面の申込書を FAX にてお送りください。）

６．お申込書に個人情報を記入するかどうかはご本人の自由です。ただし、必要
な個人情報が不足していた場合は、当本部からのサービスの全部、または一
７．本案内記載事項の無断転載をお断りします。

2017 年 12 月 11 日（月）
シンポジウム 13：00 ～ 17：00（開場 12：30）
懇親会
17：10 ～ 18：00

３．
『 健康いきいき職場づくりフォーラム』の実施に関して必要な範囲で資料を作

部が受けられないことがあることをご了承願います。

お問い合わせ

住所

日時

および法令に基づく場合なを除き、個人情報を第三者に開示、提供すること

最寄り駅
本郷 本富士
消防署 警察署

２．個人情報は、
『健康いきいき職場づくりフォーラム』の実施に関わる資料等の

※懇親会は有料です

フォーラムホームページはこちらから
健康いきいき職場づくり

http://www.ikiiki-wp.jp

※裏面の地図をご参照ください

成果発表シンポジウム開催のご案内
健康いきいき職場づくりフォーラムは、職場のメンタルヘルスの第一予防の新しい枠組みについて、ポジ

プログラム
13：00

ティブなメンタルヘルスの実現、職場の社会的心理的資源の充実、より組織経営に近い視点からのメン
タルヘルス対策の 3 点を特徴として活動を展開しています。そして、この枠組みを活用して組織内に展
開する具体的活動とは、職場の活性化や経営と従業員との信頼関係構築、ワーク・エンゲイジメント（仕
事への誇りや仕事から得る活力）の向上など、組織のパフォーマンスを上げる施策そのものであることが
明らかになっています。
本年は多くの企業が「働き方改革」に取り組んだ 1 年でした。働き方改革の具体策には、残業時間削
減、有給休暇取得率の向上、テレワーク、プレミアムフライデーなど様々な取り組みが飛び交っています
が、働き方改革の「真の目的」は何なのでしょうか。「健康いきいき職場づくり」が提案する働き方改革は、
その目的を従業員の幸福と、組織の生産性向上に置き、たとえストレスフルな環境下でも強くしなやかに
対応できる人や組織づくりを目指します。本シンポジウムでは、働き方改革の取り組みを通じて、
いかに個々
人の働く活力を高め、組織の生産性向上を実現していくのか、その手法を探ります。

主催者挨拶

公益財団法人 日本生産性本部

フォーラム代表挨拶

13：10
		

東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 教授 川上 憲人氏

基調講演

13：20

「働き甲斐、生産性向上に繋げるための働き方改革」
		

慶應義塾大学商学部 教授 樋口美雄氏

休憩（15 分）

14：00
経営者講演

14：15

「ワークスタイル改革による生産性の向上」

本年も多くの皆様からのご参加を賜れますよう、ご案内申し上げます。

日本航空株式会社 執行役員 人財本部長 小田卓也氏

休憩（15 分）

14：55
具体策発表

15：10

「ワーク・エンゲイジメントを向上させる手法 ～ Job Crafting ～」
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 博士課程 櫻谷あすか氏

「健康いきいき職場づくり」の活動には、以下 3 点の特徴があります。

1.

ポジティブなメンタルヘルスの実現を目標とする

労働者がいきいきと仕事に向かう様子など、本来人が持つ働く意欲を指標とします。

2.

具体策発表

15：40

「健康保険組合起点で取り組む健康経営」
		

企業事例

16：10

職場の社会的心理的資源に注目する

職場における個人の尊重、職場組織が持つ公正さや人を支援する力などを、
資源として捉え、充実させることに注目します。

「健康いきいき職場づくりに向けた取り組み」
		

16：40

メンタルヘルスを経営として取り組む

労働者のメンタルヘルス向上＝組織の生産性向上であるため、
これを経営課題として取り組むことを推進します。

Active Work Place 研究会参加企業

年間活動内容の報告と次年度活動予定について

		

3.

FR（㈱ファーストリテイリング）健康保険組合 常務理事 奥村芳弘氏

健康いきいき職場づくりフォーラム事務局

17：00

終了

17：10

懇親会

於 多目的ホール（会場隣接）

