
地区
実施企業

（★岐阜県ワーク・ライフ・バラ
ンス推進エクセレント企業）

開催日時 講師 テーマ（内容） 参加者数

中濃
八幡信用金庫（郡上市）
（H29～2年連続）

4月24日（火）

中濃県事務所振興防災課
加藤　小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

「今を楽しもう」
・育児休業中の職員を対象に、乳幼児期の発達の様子とスキンシップのポイ
ントについて学ぶ研修

6

中濃
八幡信用金庫（郡上市）
（H29～2年連続）

6月9日（土）
10:30～11:30

中濃県事務所振興防災課
加藤　小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

「ワーク・ライフ・バランス　八信スタイルって？！」
・昨年度開催した「ワーク・ライフ・バランス～心も身体もしなやかに～」の第
２弾として、従業員がやりがいをもち、仕事も家庭も充実した毎日を過ごすこ
とができるよう、ワークショップを取り入れ「八信スタイル（行員として目指す
スタイル）」を考える研修
　
　

55

可茂
大優警備保障（可児市）
（H28～3年連続）

6月24日（日）
10:00～11:00

可茂県事務所振興防災課
佐藤　亜紀　課長補佐
伊藤左千江　家庭教育推進専門
職

「コミュニケーションでつながろう! Ⅱ」
・仲間とコミュニケーションするグループワークを通して、仲間や自分の良さ
に気づくことを目指す。「すごい！」「なるほど！」「さすが！」をキーワード
に、コミュニケーションの大切さを体感する研修会。

34

可茂
岐阜県可児工業団地組合（可児
市）
（H30新規）

7月26日（木）
11:00～12:00

可茂県事務所振興防災課
佐藤　亜紀　課長補佐
伊藤　左千江　家庭教育推進専
門職

「プラスへの転換、ピンチをチャンスに！」
・職場でも家庭でも人間関係を紡ぐのは、ポジティブコミュニケーション。プラ
ス効果への変換や出来事の価値発見ができるワークを進めることで、心を
つなぐコミュニケーションのよさを味わう。

8

岐阜
ヨツハシ（株）（岐阜市）
（H21～10年連続）

8月3日(金）
13:30～14:30

岐阜聖徳学園大学
教授　安田　和夫　氏

「気づく！高める！活かす！コミュニケーション力」
・グループやペアを組んで、互いのよさを実感できるようなコミュニケーション
ワーク行う。さらに、部署や年齢、性別を超えて、みんなで知恵を絞り、アイ
ディアを出し合い、解決していくユニバーサルデザインゲームに挑戦します。
コミュニケーション力を向上させる研修。

90

岐阜
★岐阜信用金庫（岐阜市）
（H30新規）

8月7日(火）
17：00～18:00

環境生活政策課生涯学習係
河野　和彦　家庭教育推進専門
職

「自己の心の持ち方の癖を知り、コミュニケーション能力を向上しましょう」
・ストレスと言っても、適度なストレスは「益」や「エネルギー」になるが、過度
のストレスは心の健康を害してしまうこともある。ストレスを軽減して、前向き
に生活する方法を探る。

36

東濃
★大垣共立銀行恵那支店（恵那
市）
（H30新規）

9月6日(木）
17：30～18:00

恵那県事務所振興防災課
長瀬　教行　課長補佐
奥村多美子　家庭教育推進専門
職

「家族の絆　～伝えようあなたの思いを～」
・家庭教育への理解・関心を高めるとともに、自分と家族、親と子等のつなが
りのあり方を、行員の皆さんと共に考え、振り返る場とする。研修を通して、
年齢層等を超えた行員同士の交流を深める。

9

岐阜
★株式会社トーカイ（岐阜市）
6年連続（H25～）

9月16日(日）
10:00～13:00

岐阜保健短期大学
　　　　小島　誠　氏
　　　　廣渡　洋史　氏他７名
岐阜県レクリエーション協会
　　　　廣瀬　友紀　氏

①体力年齢を知ろう！　②家族でふれあおう！
① 上体起こし、腕立て伏せ、握力、２ステップテストの測定及び足圧(そくあ
つ)分布(ぶんぷ)や足(あし)把持(はじ)測定(そくてい)、バランス検査等を通し
て、自分の体力年齢や身体の特徴を知り、より健康的な生活をおくることが
できるようにしていく機会とする。
② 清流の国キャラクター「ミナモ」とともに、家庭でも実践できる簡単なゲー
ムや運動、ミナモ体操等で家族のふれあいを深める。

650

飛騨
堀口工務店（高山市）
（H30新規）

9月20日（木）
12：30～13:00

飛騨県事務所振興防災課
小竹　和枝　家庭教育推進専門職

「みんなで家庭教育！
　　　　　～心地よいコミュニケーションは、プラスの言葉かけから～」

3

中濃
関市役所（関市）
４年連続（H27～）

9月26日(水）
10:00～11:00

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

「ほんわか子育て　Part１」
・関市役所の子育て支援に関する取組や施策等について理解すると共に、
子どもの個性について小グループのワークショップを通して考える。

18

西濃
★サン工機
（H30新規）

9月29日(土）
13:00～14:00

親業訓練シニアインストラクター
松尾　千景　氏

「円滑なコミュニケーションの在り方」 21

西濃
★大垣共立銀行（大垣市）

10月20日（土）

教育コーチングA級トレーナー兼
上級コーチ
企業コンサルタント発達支援アド
バイザー
アクティブラーニングプラクティショ
ﾅｰ
百武　大介　氏

「子どものやる気を引き出し続けるコミュニケーション」 22
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飛騨
（有）西田工芸（高山市）
（H30新規）

11月26日（月）
19:30～20:00

飛騨県事務所振興防災課
脇田　誠　課長補佐

「子どもたちをみんなで育てる」
学校・家庭・地域の関係作りについて学び、企業ができることを考える。

4

西濃 ★太平洋工業株式会社（大垣市）
11月28日（火）
9:00～11:30

教育コーチングA級トレーナー兼
上級コーチ
企業コンサルタント発達支援アド
バイザー
アクティブラーニングプラクティショ
ﾅｰ
百武　大介　氏

「子どものやる気を引き出し続けるコミュニケーション」 12

岐阜

株式会社バイパス給食センター
（岐南町）
8年連続（H.23～）

11月29日（木）
17:30～18:30

愛知淑徳大学講師
板倉 寿明　氏

「どの子も職場で輝くために」
人は障がいのあるなしに関わらず、輝く部分がある。それは自己の努力と共
に一緒に接する人の関わり方によって、磨きがかかったり、輝きを失ったりす
ることもある。講師の特別支援学校勤務の経験から、どの子も職場で輝くた
めの、人の見方や関わり方について学ぶ。

27

飛騨
ヒダシキ株式会社・大吉シール株
式会社
(H30新規/合同開催）

12月3日（月）
12:15～13:00

飛騨県事務所振興防災課
脇田　誠　課長補佐

「子どもたちをみんなで育てる」～地域・家庭・学校がつながるために企業
にできること～
「傾聴・承認・質問のスキル」のワークを体験し、学校・家庭・地域の関係作り
について学び、地域や企業ができることを考える。

34

飛騨
（株）柿下木材工業所
(H30新規）

12月10日（月）
12:40～13:10

飛騨県事務所振興防災課
脇田　誠　課長補佐

「子どもたちをみんなで育てる」
　～ワーク・ライフ・コミュニティバランスのすすめ～
今の子どもたちをとりまく背景や現状を知り、家庭での体験や地域での人と
のつながりについての大切さについて考える機会とする。

29

飛騨
中央電気（株）
(H30新規）

12月12日（水）
8:30～9:00

飛騨県事務所振興防災課
脇田　誠　課長補佐

「子どもたちをみんなで育てる」
　～がんばれ大人　家庭、地域、会社で～
今の子どもたちを取り巻く背景や現状を知り、家庭での体験や地域での人と
のつながりについての大切さについて考える機会とする。

9

東濃
恵那県事務所（恵那市）
（H29～2年連続）

12月13日（木）
9:30～10:00

恵那県事務所振興防災課
長瀬　教行　課長補佐
奥村多美子　家庭教育推進専門
職

「家庭教育について知る　～家族の絆～」
15

西濃
(株）ラディアント（大垣市）
（H30新規）

12月15日（土）
10:00～11:00

西濃県事務所振興防災課
酒井　俊亘　家庭教育推進専門
職

「親と子のかかわりの糸を結ぶ」
特別支援教育、ユニバーサルデザインの観点から親と子の関わり方を考え
る。

30

可茂
大優警備保障（可児市）
（H28～3年連続）今年度2回目

12月16日（日）
10:00～11:00

可茂県事務所振興防災課
佐藤亜紀  課長補佐
伊藤左千江　家庭教育推進専門
職

「しなやかな心でコミュニケーション！」
講話を通し、同じ出来事でも多様な感じ方があることや自分も相手も大切に
する表現方法があることを知り、よりよい人間関係について考える研修

29

中濃
美濃市役所(美濃市）
（H30新規）

12月20日（木）
①11:15～11:45
②14:45～15:15

中濃県事務所振興防災課
加藤　小百合　課長補佐

「家族だから言葉にしなくても分かり合える？」
言葉は、人間同士がコミュニケーションを図るための大切なツールですが、
無意識のうちに相手を傷つける言葉を発してしまうこともある。本研修では、
前半の人権啓発出前講座とつなげ、家庭や職場における人権に配慮した言
葉遣いやコミュニケーションの図り方について、ワークショップを通して考え
る。

186

東濃
恵那県事務所（恵那市）
（H29～2年連続）今年度2回目

12月20日（木）
9:30～10:00

恵那県事務所振興防災課
長瀬　教行　課長補佐
奥村多美子　家庭教育推進専門
職

「家庭教育について知る　～家族の絆～」
20

中濃
★大垣共立銀行　美濃支店
（H29～２年連続）

1月17日(木）
17:30～18:45

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

「働くことは社会的自立の第一歩」
18



飛騨
特別養護老人ホームたんぽぽ苑
（飛騨市）
（H30新規）

1月19日（土）
10:00～11:00

飛騨県事務所振興防災課
脇田　誠　課長補佐

「子どもたちをみんなで育てる」　～ワーク・ライフ・コミュニティバランスのす
すめ～
子どもたちを取り巻く背景や現状を知り、家庭での体験や地域における人と
のつながりの大切さについて考える。

16

飛騨
コカ・コーラボトラーズジャパン配
送高山セールスセンター（高山市）
(H30新規）

1月21日(月）
18:00～18:25

飛騨県事務所振興防災課
脇田　誠　課長補佐

「子どもたちをみんなで育てる」　～ワーク・ライフ・コミュニティバランスのす
すめ～
子どもたちを取り巻く背景や現状を知り、家庭での体験や地域における人と
のつながりの大切さについて考える。

13

可茂
株式会社のうひ葬祭（美濃加茂
市）
７年連続（H.23～）

2月1日(金）
10:00～11:30

可茂県事務所振興防災課
佐藤亜紀課長補佐
伊藤左千江家庭教育推進専門職

「よい睡眠でからだもこころも健康に！」
睡眠の正しい知識を学んだり、自分の睡眠や生活習慣のセルフチェックを
行ったりする活動を通して、からだもこころも健康にする睡眠のとり方を考え
る研修会。グループでの交流を取り入れて考える。

9

中濃
★関信用金庫（関市）
（H28～2回目）

2月7日（木）
16:00～１6：30

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

「自分の力で幸せに」 3

中濃
★関中央病院内くるみ保育所（関
市）
2年連続（Ｈ.28～）

2月9日（土）
14:00～15:00

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

「やる気や自発性を伸ばす　～子どもをやる気にさせる言葉～」 10

東濃
★大垣共立銀行中津川支店
（H30新規）

2月15日（木）
16:45～17：15

恵那県事務所振興防災課
奥村多美子　家庭教育推進専門
職

「家族の絆　～伝えようあなたの思いを～」
家庭教育への理解・関心を高めるとともに、自分と家族、親と子（自分が親
である場合と子である場合がある）等のつながりのあり方を、行員の皆さん
と共に考え、振り返る場とする。研修を通して、年齢層等を超えた行員同士
の交流を深める。

8

飛騨
★大垣共立銀行高山支店
４年連続（H27～）

2月19日（火）
17:20～１8：１0

高山市社会福祉協議会
地域コーディネーター
小林　俊輔　氏

「みんなが笑顔になれますように」
コミュニケーションのグループワークを通して、家庭や職場でのよりよい人間
関係の築き方を学ぶ。また、家族の介護や認知症の理解につながる学びに
もなる。

20

中濃
関市学校給食センター
（H30新規）

2月20日（水）
11:55～12:10

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

ランチタイム研修会 29

西濃
★大垣西濃信用金庫（大垣市）
（H27～2回目）

2月21日（木）
西濃県事務所振興防災課
酒井　俊亘　家庭教育推進専門
職

「親と子のかかわりの糸を結ぶ」
17

中濃
関市役所（関市）
４年連続（H27～）

2月21日(木）
10:00～11:00

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

ほんわか子育て　Ｐａｒｔ２
「スキンシップは誰のため？」（家庭教育プログラムより）

13

飛騨
★高山信用金庫本店（高山市）
２年連続（H29～）

2月23日(土）
10:00～12:00

飛騨保健所健康増進課
土屋　文代　健康づくり係長
飛騨県事務所振興防災課
脇田　誠　課長補佐
小竹　和枝　家庭教育推進専門
職

「おいしく食べて健康づくり」
「食育」「食物アレルギー」などの情報を得ると共に、食の重要性を理解し、
家族の健康づくりについて学ぶ。

「家庭教育を振り返ってみましょう」（個別相談を含む）
子育てや親子のふれあいについて振り返る機会とする。

11

中濃
大野ナイフ製作所（関市）
（H30新規）

3月8日（金）
13:00～14:00

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐

「あなたらしく輝くために」
　５年先、１０年先の自分の未来を描き、子育ての経験を自分の強みとして
活かせるよう、我が子とのスキンシップや躾についてワークショップを通して
考える。

8

中濃
★関中央病院
３年連続（H28～）

3月20日（水）
18:150～19:15

中濃県事務所振興防災課
加藤小百合　課長補佐
後藤　由佳　家庭教育推進専門
職

「違いを認め合い、幸せに生きる」
20



岐阜
★十六銀行
2年連続（Ｈ28～）

3月23日（土）
10:00～12:00

中部学院大学特任教授　丹羽章
氏
環境生活政策課生涯学習係
河野　和彦　家庭教育推進専門
職

「育休からの職場復帰、子育てしながらのキャリアデザインを描こう！」
　研修Ⅰ　子どもとかかわる親の姿勢とは
　研修Ⅱ　グループワークを通して自らのキャリアデザインにつなげよう

10

合計 ３６事業所 1552

　

３９講座


