
平成30年11月22日現在
労働局 開催日 時間 名称 会場 定員 備考

北海道 9月19日（水） 14:00～15:30 職場におけるハラスメント対策に係る説明会
帯広地方合同庁舎

（帯広市西6条南7丁目3）
40名 終了

北海道 9月28日（金） 14:00～15:30 職場におけるハラスメント対策に係る説明会
旭川合同庁舎

（旭川市宮前1条3丁目3番15号）
100名 終了

北海道 10月2日（火） 10:00～11:30 職場におけるハラスメント対策に係る説明会 札幌第一合同庁舎
（札幌市北区北8条西2丁目1番1号）

120名 終了

北海道 10月2日（火） 14:00～15:30 職場におけるハラスメント対策に係る説明会 札幌第一合同庁舎
（札幌市北区北8条西2丁目1番1号）

120名 終了

青森 11月７日（水） 13:30～15:30 総合的ハラスメント対策に関する説明会
弘前市総合学習センター
（弘前市末広４-10－１）

80名 終了

青森 11月15日（木） 13:30～15:30 総合的ハラスメント対策に関する説明会
十和田奥入瀬合同庁舎

（十和田市西二番町14－12）
45名 終了

青森 11月20日（火） 13:30～15:30 総合的ハラスメント対策に関する説明会
ユートリー

（八戸市一番町１-９-22）
１００名

岩手 7月4日（水） 9:30～11:30 雇用環境改善実践セミナー
岩手県高校教育会館
（盛岡市志家町11-13）

216名 終了

岩手 7月4日（水） 13:30～15:30 雇用環境改善実践セミナー
岩手県高校教育会館
（盛岡市志家町11-13）

216名 終了

宮城 10月30日（火） 13:30～15:30 ハラスメント防止対策説明会
仙台第4合同庁舎　２F共用会議室
（仙台市宮城野区鉄砲町1番地）

60名 終了

秋田 ８月22日（水）
13：30～15：45

のうち45分
メンタルヘルス対策説明会

能代山本広域交流センター
（能代市海詠坂３－２）

80名 終了

秋田 ８月30日（木）
14：00～16：00

のうち30分
メンタルヘルス対策説明会

大館市立中央公民館
（大館市桜町南45－１）

200名 終了

秋田 ９月６日（木）
14：00～16：15

のうち30分
メンタルヘルス対策説明会

大仙市大曲交流センター講堂
（大仙市大曲日の出町２－７－53）

200名 終了

秋田 10月９日（火）
14：00～16：00

のうち30分
メンタルヘルス対策説明会

平鹿農村環境改善センター多目的
ホール１

（横手市平鹿町浅舞字覚町後１４０）
100名 狩猟

秋田 10月11日（木）
14：00～16：00

のうち30分
メンタルヘルス対策説明会

本荘由利産学共同研究センター
（由利本荘市川口大覚182）

60名 終了

秋田 11月12日（月）
14：00～16：30

のうち30分×2回
メンタルヘルス対策説明会

秋田市文化会館大会議室・第７会議室
（秋田市山王七丁目３－１）

200名
90名

終了

山形 11月16日(金） 13:30～16:30 働き方改革関連法説明会
ビッグウイング

（山形市平久保100）
396名

山形 11月20日（火） 13:30～16:30 働き方改革関連法説明会
最上広域交流センターゆめりあ

（新庄市多門町1-2）
70名

山形 11月22日（木） 13:30～16:30 働き方改革関連法説明会
いろり火の里　なの花ホール

　（三川町大字横山字堤172-1）
200名

山形 11月27日（火） 13:30～16:30 働き方改革関連法説明会
「伝国の杜」置賜文化ホール

（米沢市丸の内1-2-1）
120名

福島 11月20日（火） 13：30～16：00 魅力ある職場づくり推進セミナー2018
福島県文化センター

（福島市春日町５－５４） 350名

福島 11月26日（月） 13：30～16：00 魅力ある職場づくり推進セミナー2018
いわき新舞子ハイツ

（いわき市平下高久字南谷地16－4）
200名

福島 11月29日（木） 13：30～16：00 魅力ある職場づくり推進セミナー2018
アピオスペース

（会津若松市インター西９０）
200名

福島 12月7日（金） 13：30～16：00 魅力ある職場づくり推進セミナー2018
ビッグパレットふくしま
（郡山市南2丁目５２）

200名

全国ハラスメント撲滅キャラバン（説明会）の実施予定＜労働局順＞
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茨城 １２月４日（火） 13:30～16:00 働き方改革いばらきセミナー2018 茨城県県南生涯学習センター
（土浦市大和町９－１　ウララビル５階）

225名 定員になり次第、締切

栃木 10月9日（火） 14：00～16：30 雇用管理改善セミナー
宇都宮市文化会館

（宇都宮市明保野町7－66）
100名 終了

栃木 10月26日（金） 13:30～16:00 雇用管理改善セミナー
カシマウエディングリゾート
（大田原市本町1-2714）

100名 終了

栃木 10月29日（月） 13：30～16：00 雇用管理改善セミナー
サンプラザ

（栃木市片柳町２－２－２）
100名 終了

栃木 11月22日（木） 14：00～16：00 働きやすい職場づくりセミナー
那須野が原ハーモニーホール
（大田原市本町１－２７０３－６）

400名

栃木 11月28日（水） 13:30～15:30 働きやすい職場づくりセミナー
佐野市文化会館

（佐野市浅沼町508－5）
300名

栃木 12月13日（木） 10：00～12：00　 働きやすい職場づくりセミナー
宇都宮市文化会館

（宇都宮市明保野町7－66）
５００名

群馬 9月27日（木） 13:30～16:20 ハラスメント対策・働き方改革関連法セミナー
群馬県ＪＡビル

（前橋市亀里町1310番地）
400名 終了

埼玉 １０月３１日（水） 14:00～16:30 女性活躍のための働き方改革推進セミナー
ソニックシティビル４階　市民ホール

（さいたま市大宮区桜木町１－７－５） 150名 終了

千葉 ９月２０日（木） 13:30～16:00 ハラスメント防止対策セミナー
千葉県自治会館

（千葉市中央区中央4-17-8）
200名 終了

東京 9月11日（火） 13:30～17:00 介護労働者の労務管理に関する説明会 九段第3合同庁舎 100名 終了

東京 9月20日（木） 13:30～17:00 介護労働者の労務管理に関する説明会 立川地方合同庁舎 100名 終了

東京 11月19日（月） 13:30～17:00 介護労働者の労務管理に関する説明会 立川地方合同庁舎 50名

東京 11月26日（月） 13:30～17:00 介護労働者の労務管理に関する説明会 九段第3合同庁舎 100名

東京 平成３１年１月初旬 13:30～17:00 介護労働者の労務管理に関する説明会 九段第3合同庁舎 未定

神奈川 １１月９日（金） 13:30～16:00 職場のハラスメント総合対策セミナー
横浜第2合同庁舎１Ｆ

共用第2会議室
（横浜市中区北仲通5-57）

１２0名 終了

新潟 9月14日
13:30～15:30

うち３０分
メンタルヘルス対策研修会

新潟美咲合同庁舎２号館２階
新潟労働局会議室

５０名 終了

富山 10月26日(金） 14：00～16：30
職場におけるハラスハラスメント対
策等に関する説明会

ボルファートとやま
（富山市奥田新町8－1）

50人 終了

富山 11月14日(水） 14：00～16：30
職場におけるハラスハラスメント対
策等に関する説明会

ボルファートとやま
（富山市奥田新町8－1）

50人 終了

石川 12月14日（金） 14:00～16：15 働き方改革関連法等説明会
石川県地場産業振興センター

（金沢市鞍月2丁目1番地）
700名 11月30日申込締切

石川 12月18日（火） 14:00～16：15 働き方改革関連法等説明会
生涯学習センター（ラピア鹿島）

（鹿島郡中能登町井田に部50番地）
120名 11月30日申込締切

石川 12月19日（水） 14:00～16：15 働き方改革関連法等説明会
小松市民センター

（小松市大島町丙42番地3）
200名 11月30日申込締切
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福井 11月8日（木） 13:30～16:00 雇用管理セミナー（小浜市）
若狭図書学習センター
(小浜市南川町6-11）

60名 終了

福井 11月13日（火） 10:00～12:00 雇用管理セミナー（勝山市）
福井県立奥越特別支援学校

（勝山市昭和町3-1-69）
70名 終了

福井 11月21日（水） 13:30～16:00 雇用管理セミナー（越前市）
武生商工会議所パレットホール

AB
（越前市塚町101）

100名

福井 11月27日（火） 13:30～16:00 雇用管理セミナー（坂井市）
道の駅さかい坂井地域交流センターいねす

（坂井市坂井町蔵垣内34-14-1） 100名

福井 11月29日（木） 13:30～15:30 雇用管理セミナー（敦賀市）
敦賀市福祉総合センター

（敦賀市東洋町4-1）
100名

福井 12月18日（火） 13:30～16:00 「働き方改革関連法」説明会
ユー・アイふくい多目的ホール

（福井市下六条町14-1）
500名

長野 7月5日（木） 13:30～14:30
職場におけるハラスメント対策等に
係る説明会

長野労働局2階会議室 12名 終了

長野 9月6日（木） 13:30～14:30
職場におけるハラスメント対策等に
係る説明会

長野労働局2階会議室 12名 終了

長野 10月4日（木） 13:30～14:30
職場におけるハラスメント対策等に
係る説明会

長野労働局2階会議室 12名 終了

岐阜 9月11日（火） 13:30～16:00 新はつらつ職場づくりセミナー2018
ぎふ清流文化プラザ

（岐阜市学園町３丁目４２）
450名 終了

岐阜 10月30日(火) 13:30～16:00 働き方改革関連法説明会
じゅうろくプラザ

（岐阜市橋本町１丁目10-11）
１６０名 終了

岐阜 11月21日（水） 13:30～16:00 働き方改革関連法説明会
飛騨・世界生活文化センター

（高山市千島町900-1）
１００名

岐阜 11月27日（火） 13:30～16:00 働き方改革関連法説明会
セラトピア土岐

（土岐市土岐津町高山4）
１４０名

静岡 １２月４日（火） 14:00-1600
職場におけるハラスメント防止セミ

ナー（仮）
プラザベルデ（沼津市） ９６名

静岡 １２月６日（木） 14:00-16:00
職場におけるハラスメント防止セミ

ナー（仮）
アクトシティ浜松（浜松市） １０８名

静岡 １２月１３日（木） 14:00-16:00
職場におけるハラスメント防止セミ

ナー（仮）
グランシップ（静岡市） １２０名

愛知 8月29日（水） 14:00～16:00
平成30年度公正採用選考・人権啓
発推進員研修会

名古屋国際会議場
（名古屋市熱田区熱田西町1番1

号）
1600名 終了

三重 7月26日(木) 14:00～16:00
中小企業のためのハラスメント防

止対策セミナー
フレンテみえ１階多目的ホール

(津市一身田上津部田1234)
350人 終了

滋賀 7月19日（木） 13:30～16:00 労働行政説明会
ピアザ淡海　大会議室

（大津市におの浜1-1-20）
200名 終了

滋賀 7月20日（金） 13:30～16:00 労働行政説明会
ビバシティホール

（彦根市竹ヶ鼻町43-1
ビバシティ彦根内）

120名 終了

京都 10月11日 １３：３０～１６：００ 企業対象人権研修会 京都市呉竹文化センター ６００名 終了

大阪 12月14日（金） 13:30～16:00 中小企業のための「働き方改革セミナー」
サンスクエア堺

（堺市堺区田出井町２番１号）
400名 定員に達し次第申込〆切

兵庫 6月21日 １４：００～１５：３０ 職場におけるハラスメント対策説明会 兵庫労働局１６Ｆ第３共用会議室
(神戸市中央区東川崎町1－1－3）

３０名 終了

兵庫 7月10日 １４：００～１５：３０ 職場におけるハラスメント対策説明会 兵庫労働局１６Ｆ第３共用会議室
(神戸市中央区東川崎町1－1－3）

３０名 終了

奈良 11月20日（火） 14:00～15:30 えるぼし・くるみん・ハラスメント対策セミナー
奈良労働局地下会議室
（奈良市法蓮町387番地）

50名 11月13日申込〆切

奈良 12月17日（月） 14:00～15:30 えるぼし・くるみん・ハラスメント対策セミナー
奈良労働局地下会議室
（奈良市法蓮町387番地）

50名 12月10日申込〆切

和歌山 １２月４日（火） 13:30～16:00 雇用環境セミナー
和歌山ビッグ愛

（和歌山市手平2丁目１－２）
230名 定員に達し次第締め切り

鳥取 9月28日（金） 13:30～16:30 労働法規等研修会
鳥取県労働基準協会会館2階会議室

（鳥取市若葉台南1丁目１７）
40名 終了

島根 7月26日（木） 10:00～15:00 雇用均等関係法説明会
出雲地方合同庁舎（出雲市塩冶
善行町13-3）

20社 終了

島根 11月20日（火） 10:00～15:00 雇用均等関係法説明会
松江地方合同庁舎（松江市向島
町134-10）

20社 定員に達しました。

岡山 12月20日（木） １４：００～１６：１５働き方改革推進にかかる法令等説明会
岡山ふれあいセンター

（岡山市中区桑野７１５－２）
300名 申込〆切

広島 12月25日（火） 13:30～16:00
「職場のハラスメント防止対策」と

「働き方改革関連法」説明会
広島合同庁舎　大会議室

（広島市中区上八丁堀６－３０）
190名 定員に達し次第締め切り
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広島 12月26日（水） 13:30～16:00
「職場のハラスメント防止対策」と

「働き方改革関連法」説明会
広島合同庁舎　大会議室

（広島市中区上八丁堀６－３１）
19０名 定員に達し次第締め切り

山口 11月2日（金） 14:00～1600
紛争自主解決支援セミナー

（～ハラスメント防止のために～）
山口県健康づくりセンター

（山口市吉敷下東3－1－1）
180名 終了

徳島 12月17日 午後 働き方改革関連法説明会 徳島県教育会館 150名

香川 10月18日（木） 14:00～16:00 香川働き方改革フォーラム2018
ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松　第2小ﾎｰﾙ

（高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ2-1 ｼﾝﾎﾞﾙﾀﾜｰﾎｰ
ﾙ棟5階 ）

300名 終了

愛媛 11月30日（金） 13:30～15:30 ハラスメント防止対策セミナー
愛媛労働局　７階会議室

（松山市若草町４番地３　松山若
草合同庁舎）

80名 定員に達し次第申込〆切

高知 12月4日（火） 9:00～10:00 働き方改革セミナー
須崎商工会議所

（須崎市西糺町4-18）
30名

福岡 10月15日（火） 13:30～16:30
平成30年度「雇用機会均等・仕事
と家庭の両立支援研修会」

福岡県吉塚合同庁舎
（博多区吉塚本町13‐50）

100 終了

福岡 10月19日（金） 13:30～16:30
平成30年度「雇用機会均等・仕事
と家庭の両立支援研修会」

北九州市男女共同参画センター・ムー
ブ（北九州市小倉北区大手町11－4北
九州市大手町ビル）

100 終了

福岡 10月23日（火） 13:30～16:30
平成30年度「雇用機会均等・仕事
と家庭の両立支援研修会」

福岡県飯塚総合庁舎
（飯塚市新立岩8‐1）

60 終了

福岡 10月26日（金） 13:30～16:30
平成30年度「雇用機会均等・仕事
と家庭の両立支援研修会」

福岡県久留米総合庁舎
（久留米市合川町1642‐1）

60 終了

佐賀 ２月13日（水） 14:00～16:30予定ハラスメント防止対策セミナー（仮称）
アバンセホール

（佐賀市天神3丁目2-11）
300名

長崎 6月1日（金） 13:30～15:30
平成30年度全国安全週間実施要
領説明会及び労働災害防止対策

講習会
長崎県建設総合会館 １００名 終了

長崎 6月5日（火） 13:30～15:30
平成30年度全国安全週間実施要
領説明会及び労働災害防止対策

講習会
長崎県建設総合会館 50名 終了

長崎 6月11日（月） 13:30～15:30 平成30年度全国安全週間説明会 アルカスSASEBO 120名 終了

長崎 6月12日（火） 13:30～15:30 平成30年度全国安全週間説明会 島原文化会館 80名 終了

長崎 6月12日（火） 13:30～15:30 平成30年度全国安全週間説明会 諫早市社会福祉会館 80名 終了

熊本 10月11日（木） 13:30～15:30 職場におけるハラスメント防止等セミナー
熊本地方合同庁舎会議室

（熊本市西区春日2－10－1）
170名 終了

大分 8月27日（月） 14:00～17:00 平成30年度ハラスメント対策セミナー
九州労働金庫大分支店

（大分市寿町1-3）
100名 終了

大分 9月7日（金） 14:00～16:00 平成30年度衛生週間説明会
弥生文化会館

（佐伯市弥生上小倉1157-2）
350 終了

大分 9月12日（水） 14:00～16:00 平成30年度衛生週間説明会
エイトピアおおの

（豊後大野市三重町内田878）
200 終了

大分 9月13日（木） 14:00～16:00 平成30年度衛生週間説明会
ビーコンプラザ

（別府市山の手町12-1）
350 終了

大分 9月13日（木） 14:00～16:00 平成30年度衛生週間説明会
パトリア日田

（日田市三本松1-8-11）
350 終了

大分 9月14日（金） 14:00～16:00 平成30年度衛生週間説明会
ホルトホール大分

（大分市金池南1-5-1）
400 終了

宮崎 ９月27日（木） 14:20～16:10 職場におけるハラスメントの防止対策等に関する説明会 宮崎市民文化ホール（大ホール） ５００名 終了

鹿児島 7月25日（水） 13:30～16:20 鹿児島県労働セミナー
かごしま県民交流センター

（鹿児島市山下町14番50号）
100名 終了

鹿児島 7月31日（火） 13:30～16:20 鹿児島県労働セミナー
鹿児島県南薩地域振興局

（南さつま市加世田東本町8－13）
50名 終了

鹿児島 8月7日（火） 13:30～16:20 鹿児島県労働セミナー
鹿児島県大島支庁

（奄美市名瀬永田町17－3）
50名 終了

鹿児島 8月22日（水） 13:30～16:20 鹿児島県労働セミナー
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

（姶良市加治木町諏訪町12）
50名 終了

鹿児島 8月30日（木） 13:30～16:20 鹿児島県労働セミナー
鹿児島県熊毛支庁

（西之表市西之表7590）
50名 終了

鹿児島 9月4日（火） 13:30～16:20 鹿児島県労働セミナー
鹿児島県大隅地域振興局
（鹿屋市打馬2丁目16－6）

50名 終了

鹿児島 9月12日（水） 13:30～16:20 鹿児島県労働セミナー
鹿児島県北薩地域振興局
（薩摩川内市神田町1－22）

50名 終了

沖縄
平成31年

1月22日（火）
10：00～12：00

職場におけるハラスメント対策説明
会（仮称）

那覇第2地方合同庁舎1号館
（那覇市おもろまち2－1－1） 120名



平成30年11月22日現在
労働局 開催日 時間 名称 会場 定員 備考

全国ハラスメント撲滅キャラバン（説明会）の実施予定＜労働局順＞

沖縄 1月22日（火） 14：00～16：00 〃 〃 120名

沖縄 1月23日（水） 10：00～12：00 〃 〃 120名

沖縄 1月23日（水） 14：00～16：00 〃 〃 120名

沖縄 1月24日（木） 14：00～16：00 〃
八重山合同庁舎

（石垣市真栄里438－1）
100名

沖縄 1月25日（金） 14：00～16：00 〃
宮古合同庁舎2階講堂

（宮古島市平良字西里1125）
100名

沖縄 1月28日（月） 14：00～16：00 〃
北部合同庁舎

（名護市大南1－13－11）
100名


