9月開催済み終了イベントリスト（公開希望限定）

開始日

終了日

都道府県 事業者

イベント名

対象人材

形態

会場

URL

概要

2016-09-01 2016-09-01 大分県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

シニアのためのセカンドキャリア
セミナー

シニア

人材セミ
ナー

大分ホルトホール
301号室

第2の人生のスタートをここから開始させるための、セカンドキャ
リア実現に向けた応援セミナーを開催します。「起業」「NPO」や
「ボランティア」などの働き方と合わせて契約社員、派遣社員な
ど、雇用スタイルや、ライフプランニング、リタイアメントプランニ
ング、これからの生活と仕事、社会とのつながりについて学びま
す。
（セミナー内容）
・雇用情勢の認識 ・中小企業・小規模事業者を知る ・自己分
析（ワーク） ・これまでの経験の棚卸し ・ライフプランニング ・
リタイアメントプランニング ・様々な雇用スタイル ・シニア人材
の活躍事例 ・各種相談等

2016-09-01 2016-09-01 大分県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

女性のための再就職セミナー

女性

人材セミ
ナー

大分ホルトホール
403号室

再就職を希望する女性対象に、就職準備のための知識や情報
を提供します。
自分らしい働き方、仕事と家庭を両立する新しい働き方を学び
ます。
（セミナー内容）
・雇用情勢の認識 ・中小企業を知る ・自己分析（ワーク） ・こ
れまでの経験の棚卸し ・ライフプランニング ・ワークライフバラ
ンス ・新しい働き方を知る（テレワーク） ・企業経営者からの声
・先輩女性、活躍する女性からの声

2016-09-02 2016-09-02 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第3回 企業向け「多様な人材確 誰でも
保×経営革新セミナー」

企業セミ
ナー

マリオス 18F 181 https://www.iwat
会議室
e-jobmatching.jp/2016
/07/05/4106/

若者、女性、シニア等の多様な人材を活かし、その能力が最大
限発揮できる機会を提供することで、中小企業のイノベーション
を生み出し価値創造につなげていく…。こうした考えを経営戦略
へ落とし込み、職場環境の改善に向けたステップアップ型のセミ
ナーを開催します。なぜ今ダイバーシティ経営が注目されている
のか、というところから実際の採用手法の見直しまでをテーマと
した全６回のセミナーです。

2016-09-02 2016-09-02 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ シニア人材活用セミナー（県南）
ンター

シニア

企業セミ
ナー

茨城県県南生涯学 http://www.job- 既にシニアを雇用して有効活用されている企業経営者が、まだ
習センター
search.ibaraki.jp/ 雇用にためらっている企業に対して討論形式でその利点、人材
の見極め方などを話し合う。

2016-09-02 2016-09-02 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

～中小企業向け人材活用セミ
誰でも
ナー～ ダイバーシティ採用のす
すめ

企業セミ
ナー

男女共同参画セン http://jinzai.siz- 少子高齢化社会が進展し、労働力人口の減少により中小企業
ター「あざれあ」501 sba.or.jp/compan における労働力確保が大きな課題となっております。IT化、企業
会議室
y/cの海外展開・進出など急速に経営環境が変化していく中で、雇
detail?eventid=1 用環境においても大きな変化を遂げようとしています。 今回の
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セミナーでは、静岡県内において若者・女性・シニア・外国人材
等多様な人材を採用し、戦力化されている企業の先進的な取組
み事例を紹介するとともに、パネリストの企業の方々と参加企業
間との情報交換の場を設け、“ダイバーシティ経営”の理解を深
める良い機会としたいと思います。
○日時：平成28年9月2日（金）13:30～16:30（受付 13:00～）
○会場：静岡県男女共同参画センター 「あざれあ」501会議室
○参加費：無料
○日程：13:30～15:15 ダイバーシティ採用の先進企業の事例
紹介（パネルディスカッション） パネリスト企業（各社の紹介は
下記をご参照ください）
・株式会社大川原製作所（榛原郡吉田町 乾燥装置専門メー
カー） ・株式会社アース（静岡市清水区 介護関連事業） ・株式
会社山崎製作所 （静岡市清水区 精密板金・板金加工）
コーディネーター：株式会社るるキャリア 代表取締役 内田美紀
子氏 15:30～16:30 先進企業と参加者との交流会（情報交換
と名刺交換会） 「新・ダイバーシティ経営企業100選」のご案内
（関東経済産業局）
○参加対象：県内中小企業の経営者及び採用担当者等
○お申込みはＷＥＢサイトの申込みフォームもしくは添付資料に
ご記入の上ＦＡＸにてお申込みをお願い致します。
http://jinzai.siz-sba.or.jp/company/c-detail?eventid=146
（締め切り：平成28年8月30日（火））
○お問い合わせ：静岡県中小企業団体中央会 労働対策課
菊池・杉浦まで 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 TEL：
054-254-1511 FAX：054-255-0673 E-mail：jinzai@siz-sba.or.jp

2016-09-02 2016-09-02 岐阜県

特定非営利活動法人G-net ホンネカフェ

若者

交流会

NPO法人G-netオ
フィス

企業様と学生がカジュアルな場で、座談会形式でお話しするイ
ベントです。

2016-09-02 2016-09-02 大分県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

多様な人材活用セミナー

若者・女性・ 企業セミ
シニア・外国 ナー

大分ホルトホール
301号室

多様な人材の獲得により、企業そのものの変革を実現するため
の方法を管内の中小企業・小規模事業者の経営者等に啓発・
伝授します
（セミナー内容）
・中小企業・小規模事業者をとりまく環境の変化
・少子高齢化の進展と求める人材・人物像
・多様な人材の獲得（女性・シニア・留学生等）
・多様な人材活用のメリット
・これからの経営戦略と人材戦略

2016-09-05 2016-09-05 徳島県

徳島県経営者協会

合同若手社員セミナー

その他（入社 企業セミ
5年以内の ナー
若手社員）

阿波観光ホテル

2016-09-06 2016-09-06 香川県

高松商工会議所

企業見学ツアー③

若者

その他（企業 県内企業３社
見学）

県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
開催するもの。

2016-09-07 2016-09-07 香川県

高松商工会議所

企業見学ツアー④

若者

その他（企業 県内企業３社
見学）

県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
開催するもの。

2016-09-08 2016-09-08 北海道

キャリアバンク株式会社

ミニおシゴト説明会in帯広

女性・シニア 交流会

とかちプラザ

全ての女性と概ね40歳までの男性が対象のミニ企業説明会で
す。人事担当者から仕事の内容や働き方など直接聞けるチャン
ス！面接ではありません。「会社」と「仕事」に出会う説明会で
す！

2016-09-08 2016-09-08 秋田県

公益財団法人秋田県ふるさ 第２回 集中支援セミナー
と定住機構

その他（経営 企業セミ
者等）
ナー

秋田テルサ

「人材に選ばれる企業」に生まれ変わるためのセミナー対象とし
て県内企業６社を選出し、人材確保から育成・定着までの一貫
した支援を５回シリーズで行う。

2016-09-08 2016-09-08 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 筑波学院大学職員企業見学会
ンター

その他（学校 その他（職員 三和ニードルベア
職員）
企業見学
リング株式会社
会）
株式会社常陽リビ
ング社

2016-09-08 2016-09-08 愛知県

特定非営利活動法人G-net 採用力強化研修第３回：合同企 若者
業説明会・個別会社説明会設計
セミナー

企業セミ
ナー

名古屋駅前店第2
会議室

http://www.toku 中小企業・小規模事業者の入社１～５年程度の若手社員を対
shima象にしたセミナー
keikyo2.com/?p=
2242

企業の中で学生(若者)がどの様に活躍しているか？をテーマに
企業見学会を実施。企業のプレゼン後に職場見学、意見交換
等を実施する。
企業説明会、個別会社説明会でのPR方法のレクチャー、および
実践・ブラッシュアップするセミナー

2016-09-08 2016-09-08 熊本県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

シニアのためのセカンドキャリア
セミナー

シニア

人材セミ
ナー

くまもと県民交流
館パレア 会議室3

2016-09-08 2016-09-08 長崎県

株式会社日本マンパワー

定年後の働き方セミナー

シニア

人材セミ
ナー

長崎西洋館 中2 http://sougoshug 70歳現役時代を迎えるにあたり、シニアとしての今後のキャリア
階セミナールーム yo.pref.nagasaki.j 開発の重要性を発信するため、長崎県内の中小企業での同年
p/top_info?infono 代の活躍事例を紹介し、定年後も活躍できる可能性があること
=178&category_n を認識するととともに、今後の多様な働き方を真剣に考える機
o=0&genre=1
会とする。また、同じ志を持つ仲間作りを行うことで、今後の就
職活動への意欲を高める。

2016-09-09 2016-09-09 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第4回 企業向け「多様な人材確 誰でも
保×経営革新セミナー」

企業セミ
ナー

マリオス 18F 181 https://www.iwat
会議室
e-jobmatching.jp/2016
/08/08/4490/

2016-09-09 2016-09-09 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

若手社員職場定着セミナー（中
部）

若者

研修

あざれあ２階大会 http://jinzai.siz- “ 七五三現象”という言葉に代表されるように、若者の早期離職
議室
sba.or.jp/compan は社会問題化しております。若者の早期離職は、企業にとって
y/cも労働力不足を招くとともに、若者自身にとっても若い時期に
detail?eventid=1 キャリア形成ができないなど、自身の将来設計に大きな影を落
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とすこととなります。
そこで今回は、概ね入社３年以内の若手社員を対象として、早
期離職の背景を探るとともに、継続して業務を行う重要性を説
明し、職業意識の形成、将来ビジョン等のグループディスカッ
ションを行い、仕事を通じての人間形成と職場定着に対する理
解を深めるセミナーを開催致します。

2016-09-09 2016-09-09 岐阜県

特定非営利活動法人G-net ホンネカフェ

若者

交流会

NPO法人G-netオ
フィス

企業様と学生がカジュアルな場で、座談会形式でお話しするイ
ベントです。

2016-09-09 2016-09-09 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

即戦力就職応援フェスタ

若者・女性・ 交流会
シニア・外国

天神ビル 2号会
議室

即戦力を求める中小企業・小規模事業者と求職者（若手人材・
女性（主婦等）・シニア人材）とのミニ合同企業説明会、就職イベ
ントを実施します。県内で即戦力を求める中小企業と自分の可
能性を発揮させたい求職者とのマッチングイベントとします。
イベント会場では、企業説明会だけでなく、個別キャリアカウン
セリング、適性検査等を行います。また、自治体等の公的就職
支援機関とも連携しイベントを運営致します。

2016-09-10 2016-09-10 北海道

キャリアバンク株式会社

若者のための転職・新卒 企業説 若者
明会i（札幌）

交流会

キャリアバンク㈱

北海道の底力は中小企業にあり！
地元企業を中心に、若者を採用したい企業が集結します。服装
自由・履歴書不要・予約不要です。
オリジナル履歴書をプレゼント/就職相談コーナーあり

2016-09-11 2016-09-11 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

中小企業等とシニア人材との合
同企業説明会・面接会

交流会

新潟日報メディア
シップ

http://jobhiroba.com/

中小企業等が求める生産性向上・販路拡大等に寄与するシニ
ア人材と中小企業等を適切にマッチングさせる機会を設けること
により、中小企業等の経営革新や経営強化の事例を創出させ
る。

2016-09-11 2016-09-11 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

女性と中小企業等との合同企業 女性
説明会・面接会

交流会

新潟日報メディア
シップ

http.//jobhiroba.com/

成長分野に携わる中小企業等を中心に、勤労意欲のある女性
との合同企業面談会によるマッチング・コーディネートを実施す
る。
中小企業等が求める事業の付加価値増大や労働生産性を向
上させるような経営強化に資する人材と中小企業等を適切に
マッチングさせる機会を設けることにより、中小企業等の経営革
新や経営強化の事例を創出させる。

2016-09-11 2016-09-11 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトフェスタ

若者

交流会

ウインクあいち展
示場８階

2016-09-12 2016-09-12 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

若手社員職場定着セミナー（東
部）

若者

研修

東部地域イノベー http://jinzai.siz- “ 七五三現象”という言葉に代表されるように、若者の早期離職
ションセンターＡ・Ｂ sba.or.jp/compan は社会問題化しております。若者の早期離職は、企業にとって
y/cも労働力不足を招くとともに、若者自身にとっても若い時期に
detail?eventid=1 キャリア形成ができないなど、自身の将来設計に大きな影を落
43
とすこととなります。
そこで今回は、概ね入社３年以内の若手社員を対象として、早
期離職の背景を探るとともに、継続して業務を行う重要性を説
明し、職業意識の形成、将来ビジョン等のグループディスカッ
ションを行い、仕事を通じての人間形成と職場定着に対する理
解を深めるセミナーを開催致します。

2016-09-13 2016-09-13 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第1回 中堅・小規模企業のため 若者・誰でも 研修
の「人材育成力向上セミナー」

2016-09-13 2016-09-13 香川県

高松商工会議所

企業見学ツアー⑤

若者

その他（企業 県内企業２社
見学）

県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
開催するもの。

2016-09-13 2016-09-13 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

女性活躍推進セミナー

女性

企業セミ
ナー

天神ビル 1号会
議室

先進的な企業の女性活躍推進に向けた取組を紹介するととも
に、企業の女性活躍推進を後押しすることを目的に開催する。
（セミナー内容）
・中小企業をとりまく環境の変化
・少子高齢化の進展と求める人材・人物像
・女性の力の活かし方
・日本の女性役員・管理職の現状 ・働く女性のキャリアステー
ジ
・女性の活躍を推進するための企業の取組み
・「ダイバーシティ経営企業100 選」や「なでしこ銘柄」事例紹介
等

2016-09-14 2016-09-14 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

ダイバーシティ経営促進セミナー 誰でも

企業セミ
新潟テルサ 特別 http://jobナー・人材セ 会議室
hiroba.com/
ミナー

＊多様な人材を活かす
ダイバーシテイ経営を知らないでは済まされない
＊ダイバーシティ研究者第一人者の【渥美 由喜氏】によるダイ
バーシティ経営促進セミナーです。

2016-09-14 2016-09-14 香川県

高松商工会議所

企業見学ツアー⑥

その他（企業 県内企業２社
見学）

県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
開催するもの。

シニア

若者

第2の人生のスタートをここから開始させるための、セカンドキャ
リア実現に向けた応援セミナーを開催します。「起業」「NPO」や
「ボランティア」などの働き方と合わせて契約社員、派遣社員な
ど、雇用スタイルや、ライフプランニング、リタイアメントプランニ
ング、これからの生活と仕事、社会とのつながりについて学びま
す。
（セミナー内容）
・雇用情勢の認識 ・中小企業・小規模事業者を知る ・自己分
析（ワーク） ・これまでの経験の棚卸し ・ライフプランニング ・
リタイアメントプランニング ・様々な雇用スタイル ・シニア人材
の活躍事例 ・各種相談等

マリオス 18F 181 https://www.iwat
会議室
e-jobmatching.jp/2016
/08/03/4423/

若者、女性、シニア等の多様な人材を活かし、その能力が最大
限発揮できる機会を提供することで、中小企業のイノベーション
を生み出し価値創造につなげていく…。こうした考えを経営戦略
へ落とし込み、職場環境の改善に向けたステップアップ型のセミ
ナーを開催します。なぜ今ダイバーシティ経営が注目されている
のか、というところから実際の採用手法の見直しまでをテーマと
した全６回のセミナーです。

参加企業全社プレゼン付きの大規模交流イベント

①若手社員の社会人として必要なビジネス・スキルの演習を行
い、社会人基礎力の向上を図るとともに、②後継者・中間管理
職等の若手リーダーに必要とされるコミュニケーション理論やマ
ネジメント理論を学びながら、現場をイメージした実践型の研修
で、若手リーダーの人材育成能力、コミュニケーション能力の向
上を図ります。

2016-09-14 2016-09-14 佐賀県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

シニアのためのセカンドキャリア
セミナー

シニア

人材セミ
ナー

アバンセ佐賀 第
1研修室Ｂ

第2の人生のスタートをここから開始させるための、セカンドキャ
リア実現に向けた応援セミナーを開催します。「起業」「NPO」や
「ボランティア」などの働き方と合わせて契約社員、派遣社員な
ど、雇用スタイルや、ライフプランニング、リタイアメントプランニ
ング、これからの生活と仕事、社会とのつながりについて学びま
す。
（セミナー内容）
・雇用情勢の認識 ・中小企業・小規模事業者を知る ・自己分
析（ワーク） ・これまでの経験の棚卸し ・ライフプランニング ・
リタイアメントプランニング ・様々な雇用スタイル ・シニア人材
の活躍事例 ・各種相談等

2016-09-14 2016-09-14 佐賀県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

女性のための再就職セミナー

女性

人材セミ
ナー

アバンセ佐賀 第1
研修室Ｂ

再就職を希望する女性対象に、就職準備のための知識や情報
を提供します。
自分らしい働き方、仕事と家庭を両立する新しい働き方を学び
ます。
（セミナー内容）
・雇用情勢の認識 ・中小企業を知る ・自己分析（ワーク） ・こ
れまでの経験の棚卸し ・ライフプランニング ・ワークライフバラ
ンス ・新しい働き方を知る（テレワーク） ・企業経営者からの声
・先輩女性、活躍する女性からの声

2016-09-14 2016-09-14 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス うりずんプロジェクト2016夏期イン 若者
サービス
ターンシップ事後研修

2016-09-14 2016-09-14 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 人事担当者のためのプレゼンセミ その他（人事 企業セミ
サービス
ナー
担当者）
ナー

沖縄県立博物館・
美術館 美術館講
座室

2016-09-15 2016-09-15 宮城県

一般社団法人ワカツク

企業セミ
ナー

ＨＳＧﾋﾞﾙ内 ３Ｆ
ごかい

2016-09-15 2016-09-15 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ・シゴトフェスタ後活用 若者
セミナー

人材セミ
ナー

ウインクあいち
1009

大学生向けに夏休みに開催するシゴトリップ（複数企業取材型
インターンシップ）、シゴトフェスタ（合同企業説明会）の事後活用
セミナー。

2016-09-15 2016-09-15 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 事例に学ぶきらりと輝く企業 第
サービス
一回

浦添市てだこホー
ル 多目的室２

採用に強い会社、定着率の高い会社、社員が活き活き働く会社
は何が違うのか。国 内外の企業の優れた取組みを多数紹介す
るとともに、ワークを交え自社の改善に活かしてもらうためのイ
ベントを実施する。2回シリーズの第１回。

2016-09-16 2016-09-16 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第2回 中堅・小規模企業のため 若者・誰でも 研修
の「人材育成力向上セミナー」

マリオス 18F 181 https://www.iwat
会議室
e-jobmatching.jp/2016
/08/03/4437/

①若手社員の社会人として必要なビジネス・スキルの演習を行
い、社会人基礎力の向上を図るとともに、②後継者・中間管理
職等の若手リーダーに必要とされるコミュニケーション理論やマ
ネジメント理論を学びながら、現場をイメージした実践型の研修
で、若手リーダーの人材育成能力、コミュニケーション能力の向
上を図ります。

2016-09-16 2016-09-16 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

若手社員職場定着セミナー（西
部）

アクトシティ浜松コ http://jinzai.siz- “ 七五三現象”という言葉に代表されるように、若者の早期離職
ングレスセンター５ sba.or.jp/compan は社会問題化しております。若者の早期離職は、企業にとって
階52～53
y/cも労働力不足を招くとともに、若者自身にとっても若い時期に
detail?eventid=1 キャリア形成ができないなど、自身の将来設計に大きな影を落
44
とすこととなります。
そこで今回は、概ね入社３年以内の若手社員を対象として、早
期離職の背景を探るとともに、継続して業務を行う重要性を説
明し、職業意識の形成、将来ビジョン等のグループディスカッ
ションを行い、仕事を通じての人間形成と職場定着に対する理
解を深めるセミナーを開催致します。

2016-09-21 2016-09-21 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

人事評価制度導入等に関する経 若者・その他 企業セミ
営者向け研修
（経営者・人 ナー
事担当者）

2016-09-21 2016-09-21 香川県

高松商工会議所

企業見学ツアー⑦

2016-09-23 2016-09-23 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ・シゴトフェスタ後活用 若者
セミナー

2016-09-26 2016-09-26 大阪府

一般財団法人大阪労働協
会

OSAKAジョブフェア

若者・女性・ 交流会
シニア・外国

2016-09-27 2016-09-27 香川県

高松商工会議所

企業見学ツアー⑧

若者

その他（企業 県内企業２社
見学）

県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
開催するもの。

2016-09-27 2016-09-27 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

外国人留学生活用セミナー

外国

企業セミ
ナー

天神ビル 1号会
議室

中小企業・小規模事業者の海外人材確保の支援を目的に、入
国管理制度等に詳しい専門家や海外人材の採用実績がある企
業関係者、外国人留学生の人材育成・就職支援に携わっている
大学関係者を講師に迎え、外国人留学生等の採用、活用に必
要な知識やアドバイス、活用のメリットや成功事例、大学におけ
る就職支援の状況などを広く紹介するセミナーを開催する。
（セミナー内容）
・中小企業・小規模事業者をとりまく環境の変化 ・九州からアジ
ア等への進出 ・外国人留学生の採用と活用について ・外国
人留学生の採用と活用事例 ・九州の外国人留学生の就職状
況と現状 ・外国人留学生の就職支援内容 ・就労・在留資格申
請等の手続き ・成功事例

2016-09-27 2016-09-27 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 新入社員のための合同研修 第 若者
サービス
二回

研修

沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

入社 3 年目以内の就業者の早期離職を防ぐためのセミナーを
開催する。社会人基礎力や PDCA サイクル、報･連・相の確認
はもちろんのこと、退職することのデメリットや楽しく働くための
心 構えをレクチャーする。新入社員として同じような悩みを抱え
る異業種他社の若手人材同士のネ ットワークを構築することも
イベントの目的とする。３回シリーズの第2回

事業創造セミナー

その他

その他（学生 琉球大学 大学会 urizun@to.jim.u- 2016夏期インターンシップ実習学生の成果報告
向け事後研 館３階 特別会議 ryukyu.ac.jp
修）
室

その他（人事 企業セミ
担当者、経 ナー
営層）

若者

若者

研修

新潟ユニゾンプラ
ザ

「合同企業説明会に参加するもののなかなか人が集まらない」、
「（学生が）ブースに座ってはく れたが会社説明会となると学生
の応募がない」そういった悩みを抱える企業・担当者は少なくな
い。このセミナーでは各企業の有する魅力に気づかせること、気
づいた魅力を PRするプレゼン 手法をお伝えいする。セミナーの
形式は、一方的な講義形式ではなく、社会一般的に「いい会社」
といわれる企業の要素をキーワード化し集積したカード教材を
用いて、自身の会社の「いい会社 度」をチェックするグループ
ワークを実施する。
http://www.waka 事業展開を加速させる、社長の「右腕」人材の出会い方・活かし
tsuku.jp/5258/ 方をお伝えしています。
全国で、10年以上展開してきた長期実践型インターシップ 。そ
の事例から導き出された「事業成果の向上と社員育成を同時に
叶える秘訣」をお伝えし、社内で活用できる具体的な方法をワー
クショップを交えてご紹介します。

http://jobhiroba.com/

人事評価制度導入による評価の明確化等、中小企業等の雇用
環境の整備等の支援につながる研修を実施することにより、若
者の定着率向上を図ることを目的とした、人事評価制度導入等
の雇用環境整備に係る講義形式による研修

その他（企業 県内企業２社
見学）

県内大学生に地域中小企業の実態・魅力を知ってもらうために
開催するもの。

人材セミ
ナー

大学生向けに夏休みに開催するシゴトリップ（複数企業取材型
インターンシップ）、シゴトフェスタ（合同企業説明会）の事後活用
セミナー。

ウインクあいち 904

ハービスホール

http://osakajobf
air.com/event/d
etail/osakajobfair
926.php

9/26（月）開催予定 OSAKAジョブフェア 合同企業説明会を大
阪梅田のハービスホールで開催します。 優良企業100社が集
結！！ 100社の若手社員から“ネットだけではわからないホント
の魅力が聞ける”合同企業説明会！ 当日は人事担当者だけで
はなく、実際に各社で働いている若手社員に仕事の話や会社の
魅力を聞く事ができる貴重な機会です！ 他にも各種セミナーも
盛りだくさん！ぜひ、ハービスホールにお越しください。

2016-09-27 2016-09-27 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 経営者の意識改革セミナー
サービス

その他（経営 企業セミ
者、経営層、 ナー
管理職）

沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

このセミナーでは社員が気持ちよく働き定着する仕組みづくりの
ヒントをお伝えし、シニア・ 女性を含む多様な人材の採用、育成
方法についても成功事例を共有していく。新入社員のための合
同研修（全3回）を担当する講師による若手従業員の生の声をダ
イレクトに反映させる内容とする。

2016-09-28 2016-09-28 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

女性活躍推進★いわて お仕事・ 女性
キャリア・家庭 総合フェスタ

人材セミ
プラザおでって
ナー・交流会

2016-09-28 2016-09-28 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

女性活躍推進☆いわて「お仕事・ 女性
キャリア・家庭」総合フェスタ

人材セミ
プラザおでって
ナー・交流会

2016-09-28 2016-09-28 東京都

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

専門性を有するシニア人材マッチ シニア
ング（第1回）

その他（シニ 神楽坂HCスタジオ http://www.tama 専門性を有するシニアの採用を希望する企業に、専門家が人材
ア面接会）
web.or.jp/archive ニースをヒアリングし、マッチしそうな人材を選んで面接を実施。
s/6797

2016-09-28 2016-09-28 長野県

一般財団法人浅間リサーチ シニアの出番発見！佐久広場（シ シニア
エクステンションセンター
ニア人材合同企業説明会）

交流会

長野県佐久合同庁 https://jinzaiban シニア人材対象のマッチング交流会を開催。
舎
k-nagano.com/ 企業プレゼンテーション、交流会を行う。
また、事例発表としてミニ講演会も実施。（昨年のこのイベントで
再就職を果たした竹原氏の再就職体験談を講演していただく）
交流会では、各企業ブースにコーディネータを1名づつ配置。企
業と求職シニア人材のマッチングを手助けする。ミニ講演会は

2016-09-28 2016-09-28 大阪府

一般財団法人大阪労働協
会

第1回ダイバーシティ経営シンポ 女性
ジウム～幹部候補女性が育つ結
果を出すダイバーシティマネジメ
ント～

企業セミ
ナー

エルおおさか 10階 http://osakajobf 【第1部】 女性リーダーが育っている企業の取組紹介
air.com/company 〈パネリスト〉
/eventsite/928- ◆カルビー株式会社 平成26年度「ダイバーシティ経営企業
1.php
100選」受賞 新谷 英子 氏 ( ダイバーシティ委員会 委員長)
◆株式会社カワトT.P.C. (山口県) 平成27年度「新・ダイバー
シティ経営企業100選」受賞 村田 典子 氏 (副社長)
◆株式会社セブン・イレブン・ジャパン
吉田 希美枝 氏 (ダイバーシティ推進部 マネージャー)
※100選受賞企業の取組は経済産業省HP
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo10
0sen/practice/index.htmlをご参照下さい。
【第2部】 グループワーク (テーマ：女性リーダーの育成について
考える)
第1部の内容を踏まえ、女性リーダーの育成について、参加者
同士でディスカッションを行い、講師からのフィードバックを実
施。明日から自社で取り入れられるアイデアを持ち帰ることがで
きるワークを行います。
〈ファシリテーター・講師〉
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 矢島 洋子
氏( 女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室 室長)

2016-09-28 2016-09-28 佐賀県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

即戦力就職応援フェスタ

女性

交流会

アバンセ佐賀 第1
研修室Ａ

即戦力を求める中小企業・小規模事業者と求職者（若手人材・
女性（主婦等）・シニア人材）とのミニ合同企業説明会、就職イベ
ントを実施します。県内で即戦力を求める中小企業と自分の可
能性を発揮させたい求職者とのマッチングイベントとします。
イベント会場では、企業説明会だけでなく、個別キャリアカウン
セリング、適性検査等を行います。また、自治体等の公的就職
支援機関とも連携しイベントを運営致します。

2016-09-29 2016-09-29 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 合同企業説明会 第一回
サービス

誰でも

交流会

沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

１社では集客力に限界のある中小企業が複数社集まり、合同で
説明会を開催する。過年度事業 で明らかになったシニア・女性
の採用に積極的な企業に個別にアプローチするとともに、商工
会 や経済団体への協力要請の下、新規企業の開拓も行う。ま
た、求職者に対しては新聞やチラシと いった紙媒体による周知
の他、ホームページや Facebook といった Web を活用した集客
方法も探る。
同日の午前中には女性のための自己分析講座を同会場にて開
催し、集客を図る。

2016-09-29 2016-09-29 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 女性のための自己分析講座
サービス

女性

人材セミ
ナー

沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

自己分析は新卒の就職活動ではその第一歩として行われてい
る。自分自身の強みや弱みを知る ことは面接をはじめ自己 PR
の手段となるからである。また、就職、退職、結婚、子育てといっ
た経験や長年の就業体験は何物にも替えがたい財産であり、こ
れを自己 PR に活かし、自身のキ ャリアを分析・再認識し自己
肯定感を高め、自信を持って再就職を目指して頂くことを目的と
する。

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2016
/08/24/4510/

介護や育児等から職場復帰を目指す女性等と採用意欲のある
中小企業とのマッチングの円滑化を図るため、女性の就職支援
機関（マザーズハローワーク、ジョブカフェ、男女共同参画セン
ター等）と連携し、再就職支援セミナー、キャリア相談、求人企業
とのマッチング、求人企業プレゼンテーションなど、総合的なイ
ベントを開催しスタートアップ、トライアル、マッチングの３ステッ
プで、女性層と並走的で継続的な関係構築を重点的に取り組む
ことを目的に、女性活躍推進☆いわて「お仕事・キャリア・家庭」
総合フェスタを開催する。
女性がキラキラと充実した生活を送るために

