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（１）企業情報

企業名

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

（２）アドバイザー派遣実施概要

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者

導入プログラム：

【研修

日時

    開催方法：オンライン開催（

【研修

日時

    開催方法：オンライン開催（

（３）講師

日産自動車、

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

層・管理職・中堅人材の育成も行う。

（４）問合先

 ダイバーシティ

 電話：

※注意※ 

絡してください。

☐ 情報提供をします。

≪メディアの方へ≫

� 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

湖西市

市内の中小企業へ専門家を派遣し

なアドバイスを行います

令和 2

丹心工業株式会社への支援内容

にオンライン研修を実施します。

報道発表 

ダイバーシティ・マネジメント推進事業

アドバイザー派遣（丹心工業株式会社）

企業情報 

企業名 ：丹心工業株式会社

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

造を行い、矢崎グループへ供給

アドバイザー派遣実施概要

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者

導入プログラム：

【研修 1 回目】職場の問題地図ワークショップ

日時  ：12/2

開催方法：オンライン開催（

【研修 2 回目】職場の問題地図ワークショップ

日時  ：12/21

開催方法：オンライン開催（

講師 沢渡あまね氏（業務改善士／あまねキャリア工房代表）

日産自動車、NTT 

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

・管理職・中堅人材の育成も行う。

（４）問合先 

ダイバーシティ

電話：050-

 取材いただける場合は、事前に事務局（

絡してください。 

情報提供をします。

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

湖西市 

の中小企業へ専門家を派遣し

なアドバイスを行います

2 年度の派遣先事業所は、丹心工業株式会社、株式会社

丹心工業株式会社への支援内容

にオンライン研修を実施します。

 

ダイバーシティ・マネジメント推進事業

アドバイザー派遣（丹心工業株式会社）

：丹心工業株式会社

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

造を行い、矢崎グループへ供給

アドバイザー派遣実施概要

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者

導入プログラム： 

回目】職場の問題地図ワークショップ

12/2（水）

開催方法：オンライン開催（

回目】職場の問題地図ワークショップ

12/21（月）

開催方法：オンライン開催（

沢渡あまね氏（業務改善士／あまねキャリア工房代表）

NTT データ、大手製薬会社などを経て、

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

・管理職・中堅人材の育成も行う。

ダイバーシティ・マネジメント推進事業

-5864-0518

取材いただける場合は、事前に事務局（

情報提供をします。    

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

の中小企業へ専門家を派遣し

なアドバイスを行います。

年度の派遣先事業所は、丹心工業株式会社、株式会社

丹心工業株式会社への支援内容

にオンライン研修を実施します。

ダイバーシティ・マネジメント推進事業

アドバイザー派遣（丹心工業株式会社）

：丹心工業株式会社（湖西市白須賀

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

造を行い、矢崎グループへ供給

アドバイザー派遣実施概要 

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者

回目】職場の問題地図ワークショップ

（水）13：00

開催方法：オンライン開催（ZOOM

回目】職場の問題地図ワークショップ

（月）13：00

開催方法：オンライン開催（ZOOM

沢渡あまね氏（業務改善士／あまねキャリア工房代表）

データ、大手製薬会社などを経て、

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

・管理職・中堅人材の育成も行う。「

マネジメント推進事業

0518（代表）

取材いただける場合は、事前に事務局（

 � 随時 

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 ☐ 記者会見情報提供資料

の中小企業へ専門家を派遣し、多様な人材が活躍できる職場づくりのための具体的

。 

年度の派遣先事業所は、丹心工業株式会社、株式会社

丹心工業株式会社への支援内容について

にオンライン研修を実施します。 

ダイバーシティ・マネジメント推進事業

アドバイザー派遣（丹心工業株式会社）

湖西市白須賀

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

造を行い、矢崎グループへ供給 

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者

回目】職場の問題地図ワークショップ

00～15：00

ZOOM）※4

回目】職場の問題地図ワークショップ

00～15：

ZOOM）※4

沢渡あまね氏（業務改善士／あまねキャリア工房代表）

データ、大手製薬会社などを経て、

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

「職場の問題かるた」

マネジメント推進事業 受託企業（事務局）：株式会社

（代表）  MAIL

取材いただける場合は、事前に事務局（

 

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

多様な人材が活躍できる職場づくりのための具体的

年度の派遣先事業所は、丹心工業株式会社、株式会社

について下記の通り

ダイバーシティ・マネジメント推進事業

アドバイザー派遣（丹心工業株式会社）

湖西市白須賀 3985-940

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

 

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者

回目】職場の問題地図ワークショップ ①問題の見える化、言える化

00 

4 名程度の小グループに分けたワーク含む

回目】職場の問題地図ワークショップ ②問題への打ち手の検討

：00 

4 名程度の小グループに分けたワーク含む

沢渡あまね氏（業務改善士／あまねキャリア工房代表）

データ、大手製薬会社などを経て、2014

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

職場の問題かるた」「職場の問題地図シリーズ

受託企業（事務局）：株式会社

MAIL：gw_nokioo@nokioo.jp

取材いただける場合は、事前に事務局（株式会社

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

多様な人材が活躍できる職場づくりのための具体的

年度の派遣先事業所は、丹心工業株式会社、株式会社

下記の通り決定し、

ダイバーシティ・マネジメント推進事業

アドバイザー派遣（丹心工業株式会社）

940）従業員数：

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者

①問題の見える化、言える化

名程度の小グループに分けたワーク含む

②問題への打ち手の検討

名程度の小グループに分けたワーク含む

沢渡あまね氏（業務改善士／あまねキャリア工房代表） 

2014 年秋より企業の業務プロセスやイン

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

職場の問題地図シリーズ

受託企業（事務局）：株式会社

gw_nokioo@nokioo.jp

株式会社 NOKIOO

≪問い合わせ先≫

所属名 

連絡先  

担当者 

多様な人材が活躍できる職場づくりのための具体的

年度の派遣先事業所は、丹心工業株式会社、株式会社 TF-METAL

決定し、12/2（水）、

令和２

ダイバーシティ・マネジメント推進事業 

アドバイザー派遣（丹心工業株式会社） 

従業員数：93

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

テーマ：現場での主体的な業務改善の促進／ミドルリーダー育成 

対象者：現場でチームをまとめるリーダー職、およびリーダー候補者 

①問題の見える化、言える化

名程度の小グループに分けたワーク含む

②問題への打ち手の検討

名程度の小グループに分けたワーク含む

 

企業の業務プロセスやイン

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

職場の問題地図シリーズ」等

受託企業（事務局）：株式会社

gw_nokioo@nokioo.jp 

NOKIOO）又は産業振興課へ連

≪問い合わせ先≫ 

 産業振興課

  053-576

 瀬戸 

多様な人材が活躍できる職場づくりのための具体的

METAL です。

（水）、12/21

２年１１月

93 名 

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製

①問題の見える化、言える化  

名程度の小グループに分けたワーク含む

②問題への打ち手の検討 

名程度の小グループに分けたワーク含む

企業の業務プロセスやイン

ターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。300

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

」等著書多数。

受託企業（事務局）：株式会社 NOKIOO

 

）又は産業振興課へ連

 

産業振興課 

576-1215 

多様な人材が活躍できる職場づくりのための具体的

です。 

12/21（月）

月３０日発表

事業内容：自動車用組電線（ワイヤーハーネス）を製造するための治具開発・設計・製 

名程度の小グループに分けたワーク含む 

名程度の小グループに分けたワーク含む 

企業の業務プロセスやイン

300

を超える企業・自治体・官公庁で、働き方改革、マネジメント変革、組織改革の支援、および経営

多数。 

NOKIOO 

）又は産業振興課へ連

 

多様な人材が活躍できる職場づくりのための具体的

（月）

発表 


