10月開催済みイベントリスト（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

人材セミ
ナー・研修

岡山県立図書館
サークル活動室

若手社員として求められる期待役割、ステージアップの必要性
を理解し、「慣れ」からくる中だるみやモチベーション低下を打破
する。
上司にも後輩にも信頼される人材になるために必要な啓発課題
を明確にする
第１回 ７月２８日（木）
①企業を取り巻く環境変化と若手社員の使命
②職場で求められる３つの「シップ」の発揮
③職場で信頼される社員になるため
第２回 １０月７日（金）
①ＰＤＣＡの高速回転による仕事の効率化
②周囲の納得を得るロジカルコミュニケーション
（主催 岡山県中小企業中央会）
http://kotoshigot 震災からの復興に前向きに・柔軟に取り組む中小企業経営者な
omusep.wix.com/ どを対象に実施するセミナー。
muse
企業の中核となる事業を見直し、継続あるいは早期復旧をとげ
るために今行うべきことを学び実践できる全４回のシリーズ講
座。
①９月２日 経営強化のためのロジックモデル作成
②９月５日 動画で自社の魅力を発信、人材確保
③９月９日 従業員の自立心を引き出す経営
④１０月５日 企業と女性人材の合同ワークショップ
若手社員向け合同研修を実施します。
中小企業は大手企業と違い、採用人数も限られており同期が少
なく、ライバルがいないことも離職してしまう原因だと考えます。
他社の同じ世代のメンバーと合同で研修を実施することで、現
在の世間での立ち位置を理解できることや、会社にとって欠か
せない存在となるような社員教育を行います。若手のみで行うこ
とで社員も期待されている役割を遂行するという目的が明確と
なり、また能力も習得することで仕事に対するモチベーションも
上げ、従業員の定着率の向上を目指します。

2016-07-28 2016-10-07 岡山県

株式会社帝国データバンク 相互啓発による「人材確保・職場 若者
定着」研修 若手社員スキルアッ
プ研修

2016-09-02 2016-10-05 熊本県

有限会社ミューズプランニン ことしごとセミナー
グ

その他（事業 企業セミナー くまもと県民交流
者）
館パレア

2016-10-03 2016-10-03 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

定着支援セミナー

若者

2016-10-04 2016-10-04 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第5回 企業向け「多様な人材確 誰でも
保×経営革新セミナー」

2016-10-04 2016-10-04 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 中小企業経営者による人材確
ンター
保・定着支援セミナー

2016-10-05 2016-10-05 長野県

一般財団法人浅間リサーチ 自分らしく働きたい女性のための 女性
エクステンションセンター
企業との交流会（女性人材向け
合同企業説明会）

人材セミナー HanaLabo.UNNO
・交流会
（ハナラボウンノ）

https://jinzaiban 女性人材を対象としたマッチング会を開催。プログラム中には、
k-nagano.com/ 再就職支援セミナーを実施。交流会を通じて、地域中小企業と
求職女性人材のマッチングを図る。

2016-10-06 2016-10-06 青森県

プラットフォームあおもり

働き続けるための心と身体の健
康セミナーin八戸

人材セミナー 八戸商工会議所
3階 2会議室

http://platformaomori.org/2016
/09/14/kokorokarada/

活躍が一層期待されているミドル・アクティブシニアの方々が健
康的に活き活きと充実した生活を送れるよう心と身体の健康セ
ミナ―を開催。
【内容】
■エクササイズで自己紹介
■講演：だし活しよう！
■講演：明るい職場・家庭とメンタルヘルス ～ストレスとコミュニ
ケーションを考える～

2016-10-06 2016-10-06 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

外国人留学生合同企業説明会・ 外国
面接会

交流会

新潟日報メディア
シップ

http://jobhiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=57d6478b004a
d

中小企業等が求める海外展開等に寄与する外国人留学生等の
外国人財と、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

2016-10-06 2016-10-06 大分県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

定着支援セミナー

若者

研修

大分ホルトホール
403号室

2016-10-07 2016-10-07 青森県

プラットフォームあおもり

じぶん未来創造(想像)塾（青森）

シニア

人材セミナー 青森県観光物産館 http://platform- キャリア（人生）の棚卸しをテーマにした講義・ワークショップ。
アスパム 6階
aomori.org/?p=7 講座では、しくじり先生風に今までの自分を振り返り、さらけだ
821
し、自分らしさを追及し、セカンドライフが活き活きと充実したも
のになることを目指す。

2016-10-07 2016-10-07 埼玉県

学情・クオリティ・オブ・ライフ ダイバーシティ採用戦略セミナー 誰でも

2016-10-11 2016-10-11 長崎県

株式会社日本マンパワー

2016-10-12 2016-10-12 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 就職面接会（常陸大宮）
ンター

研修

天神NKビル
C会議室

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2016
/09/15/4528/

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。

その他（経営 企業セミナー ワークプラザ勝田 http://www.work
者・教育者・
plaza.or.jp/
中小企業支
援者）

独自の考え方をお持ちの中小企業の経営者お二人（TMP、今橋
製作所）による、過去の成功・失敗の経験を踏まえた採用・育成
に関する考え方をそれぞれ語って頂き、来場の方を交えて議論
をして頂く。

シニア

働きたい女性のための「求人票公 女性
開会」

誰でも

企業セミナー マリオス 18F
181会議室

若手社員向け合同研修を実施します。
中小企業は大手企業と違い、採用人数も限られており同期が少
なく、ライバルがいないことも離職してしまう原因だと考えます。
他社の同じ世代のメンバーと合同で研修を実施することで、現
在の世間での立ち位置を理解できることや、会社にとって欠か
せない存在となるような社員教育を行います。若手のみで行うこ
とで社員も期待されている役割を遂行するという目的が明確と
なり、また能力も習得することで仕事に対するモチベーションも
上げ、従業員の定着率の向上を目指します。

企業セミナー 大宮ソニックシティ https://www.soni 女性・シニア・外国人留学生など多様な人材が企業経営向上に
8階会議室（803） cもたらたす効果を企業事例を交えお話するとともに、多様な人材
city.or.jp/?page_i を採用する方法についてお話します。
d=178
その他（求人 チトセピアホール・ http://sougoshug 仕事探しの第一歩。
票の閲覧＆ ロビー
yo.pref.nagasaki.j これまで経験を活かした仕事や、未経験の仕事へのチャレンジ
相談会）
p/top_info?infono 等、「自分らしい求人」を探すイベントです。まずは自分の目でど
=191&category_n んな求人があるかをみていただき、知ってもらうことから始めま
o=0&genre=1
す。
託児所完備。相談コーナーあり。
その他（合同 ハローワーク常陸 http://www.job- 常陸大宮地区での一般求職者を対象とした合同就職面接会
就職面接会） 大宮
search.ibaraki.jp/

2016-10-12 2016-10-12 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

“ゆとり世代”の若手を育てる人材 その他
育成術(静岡会場）

企業セミナー ＣＳＡ貸会議室レイ http://jinzai.siz- 『人材育成のやり方が分からない』、『これまでの管理手法が通
アップ御幸町ビル sba.or.jp/compan 用しない』、『我々の常識では理解できない』など、多くの経営
５階５－Ｃ
y
者、人材育成担当者が、若手社員教育や人材育成に様々な悩
みを抱えています。
“ゆとり世代”に代表される若手社員をどのように育成したら良
いのか。また、早期の離職を防止し、職場に定着させるために
はどのような仕組みが必要なのか。本セミナーでは、ゆとり世代
など‘“いまどきの若者”の特徴を認識した上で、実際に起きてい
る事例を紹介しながら、具体的対処法・育成法を学びます。
〇日時 10月12日（水）13：30～17：00
〇会場 ＣＳＡ貸会議室 レイアップ御幸町ビル ５階会議室５－
Ｃ （静岡市葵区御幸町11-8）
〇セミナー内容
・ゆとり世代の若手社員の特徴・若手社員を伸ばす上司・潰す
上司・育成の為の基本的リーダーシップのポイント ・いまどきの
若者をやる気にさせる秘訣「上司力」 ほか
〇講師 人材育成コンサルタント 豊田誠司氏（㈱エスティー・プ
ラン代表取締役）
〇対象 県内中小企業の経営者、人材育成担当者等
〇受講料 無料
〇申込方法
①ＷＥＢサイトからのお申込み：
http://jinzai.siz-sba.or.jp/company
②参加申込書による申込み：申込書に必要事項を記入し、ＦＡ
Ｘ、e-mail等で送信
〇申込締切 １０月６日（木）まで
〇申込先 静岡県中小企業団体中央会 労働対策課（鈴木香・
菊池まで） 静岡市葵区追手町44-1
TEL:054-254-1511 FAX:054-255-0673 email:jinzai@sizsba.or.jp

2016-10-12 2016-10-12 佐賀県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

定着支援セミナー

研修

2016-10-13 2016-10-13 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

“ゆとり世代”の若手を育てる人材 その他
育成術！（浜松会場）

2016-10-13 2016-10-13 徳島県

徳島県経営者協会

Web広報戦略強化セミナー
(第1回）

その他（企業 企業セミナー 徳島グランヴィリオ
の広報担当
ホテル
者）

ホームページの見せ方やSNSの効果的な活用について学ぶセ
ミナー。初心者、上級者にコース分けして、全3回のセミナー開
催を予定している。その第1回目のセミナー。
＜テーマ＞Webサイトの基本と見直しのポイント

2016-10-13 2016-10-13 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

女性経営者との座談会

女性

家庭と仕事を両立してきた女性経営者を囲み、座談会形式で実
施する。女性経営者の経験や苦労等を共有するとともに社会で
活躍する姿を見て、自分自身がこれからの社会の中で活躍する
姿を描き、今後のキャリアビジョンを構築する。
（セミナー内容）
・ファシリテーター1名、女性経営者1名、女性（主婦等）求職者で
の座談会形式

2016-10-14 2016-10-14 長野県

一般財団法人浅間リサーチ シニア、転職希望人材と地域企業 若者・女性・ 交流会
エクステンションセンター
のマッチング会（仮）
シニア

若者

アバンセ佐賀
第4研修室

若手社員向け合同研修を実施します。
中小企業は大手企業と違い、採用人数も限られており同期が少
なく、ライバルがいないことも離職してしまう原因だと考えます。
他社の同じ世代のメンバーと合同で研修を実施することで、現
在の世間での立ち位置を理解できることや、会社にとって欠か
せない存在となるような社員教育を行います。若手のみで行うこ
とで社員も期待されている役割を遂行するという目的が明確と
なり、また能力も習得することで仕事に対するモチベーションも
上げ、従業員の定着率の向上を目指します。

企業セミナー アクトシティ浜松研 http://jinzai.siz- 『人材育成のやり方が分からない』、『これまでの管理手法が通
修交流センター
sba.or.jp/compan 用しない』、『我々の常識では理解できない』など、多くの経営
６２研修交流室
y
者、人材育成担当者が、若手社員教育や人材育成に様々な悩
みを抱えています。
“ゆとり世代”に代表される若手社員をどのように育成したら良
いのか。また、早期の離職を防止し、職場に定着させるために
はどのような仕組みが必要なのか。本セミナーでは、ゆとり世代
など‘“いまどきの若者”の特徴を認識した上で、実際に起きてい
る事例を紹介しながら、具体的対処法・育成法を学びます。
〇日時 10月13日（木）13：30～17：00
〇会場 アクトシティ浜松 研修交流センター６２研修交流室
（浜松市中区板屋町111-1）
〇セミナー内容
・ゆとり世代の若手社員の特徴・若手社員を伸ばす上司・潰す
上司・育成の為の基本的リーダーシップのポイント ・いまどきの
若者をやる気にさせる秘訣「上司力」 ほか
〇講師 人材育成コンサルタント 豊田誠司氏（㈱エスティー・プ
ラン代表取締役）
〇対象 県内中小企業の経営者、人材育成担当者等
〇受講料 無料
〇申込方法
①ＷＥＢサイトからのお申込み：以下の申込みフォームに必要
事項を入力
②参加申込書による申込み：申込書に必要事項を記入し、ＦＡ
Ｘ、e-mail等で送信
〇申込締切 １０月６日（木）まで
〇申込先 静岡県中小企業団体中央会 労働対策課（鈴木香・
菊池まで） 静岡市葵区追手町44-1
TEL:054-254-1511 FAX:054-255-0673 email:jinzai@sizsba.or.jp

人材セミナー 福岡ビル 3ホール

諏訪市文化セン
ター

問合せＴＥＬ：
0268-21-4377

諏訪圏工業メッセ併設イベントとして、シニア人材、転職希望
者、女性人材、UIJターン希望者と地域企業とのマッチング会を
開催。

2016-10-14 2016-10-14 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

2016-10-14 2016-10-14 愛知県

特定非営利活動法人G-net 採用力強化研修第４回：採用戦 若者
企業セミナー ウインクあいち
略設計セミナー
1109
株式会社帝国データバンク 相互啓発による「人材確保・職場 その他（社員 研修
岡山県立図書館
定着」研修 教育担当者研修
教育担当者）
サークル活動室

2016-10-14 2016-10-14 岡山県

”ゆとり世代”の若手を育てる人材 その他
育成術！（沼津会場）

企業セミナー 東部地域イノベー http://jinzai.siz- 『人材育成のやり方が分からない』、『これまでの管理手法が通
ションセンター会議 sba.or.jp/compan 用しない』、『我々の常識では理解できない』など、多くの経営
室ＡＢ
y
者、人材育成担当者が、若手社員教育や人材育成に様々な悩
みを抱えています。
“ゆとり世代”に代表される若手社員をどのように育成したら良
いのか。また、早期の離職を防止し、職場に定着させるために
はどのような仕組みが必要なのか。本セミナーでは、ゆとり世代
など‘“いまどきの若者”の特徴を認識した上で、実際に起きてい
る事例を紹介しながら、具体的対処法・育成法を学びます。
〇日時 10月14日（金）13：30～17：00
〇会場 東部地域イノベーションセンター 会議室ＡＢ
（沼津市大手町1-1-3）
〇セミナー内容
・ゆとり世代の若手社員の特徴・若手社員を伸ばす上司・潰す
上司・育成の為の基本的リーダーシップのポイント ・いまどきの
若者をやる気にさせる秘訣「上司力」 ほか
〇講師 人材育成コンサルタント 豊田誠司氏（㈱エスティー・プ
ラン代表取締役）
〇対象 県内中小企業の経営者、人材育成担当者等
〇受講料 無料
〇申込方法
①ＷＥＢサイトからのお申込み：以下の申込みフォームに必要
事項を入力
②参加申込書による申込み：申込書に必要事項を記入し、ＦＡ
Ｘ、e-mail等で送信
〇申込締切 １０月６日（木）まで
〇申込先 静岡県中小企業団体中央会 労働対策課（鈴木香・
菊池まで） 静岡市葵区追手町44-1
TEL:054-254-1511 FAX:054-255-0673 email:jinzai@sizsba.or.jp
採用戦略立案を実施する、実践型のセミナー
企業内人材の教育及び定着促進に必要な取り組みを理解し、
効果的展開に導く。
「わかる」から「できる」へ主体的行動へ結びつける研修
①今日の企業経営と人材育成の重要性
②教育担当者に必要な育成の発想と基本的取り組み
③ＯＪＴによる育成の推進と担当者に求められる能力
（主催 岡山県中小企業中央会）

2016-10-14 2016-10-14 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

第６回 クレリア採用部

若者

企業セミナー 福岡中小企業経営 問い合わせ先Ｔ 中小企業の人事採用担当者が集まりチームを形成し、採用戦
者協会 会議室
ＥＬ：092-753略の立案、採用手法の学習、会社説明会での戦略などを相互
8877
研鑽する。第６回目は「採用だけに終わらない！ミナミ式人材育
成とは！？」をテーマに教習所でありながら、「人材育成」を軸に
企業経営、採用活動を行う 南福岡自動車学校代表取締役社
長 江上 喜朗 氏をお呼びして、講演と採用担当者とのディス
カッションを行う。

2016-10-14 2016-10-14 宮崎県

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 JA・AZMホール
中会議室

2016-10-14 2016-10-14 宮崎県

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 JA・AZMホール
中会議室

2016-10-18 2016-10-18 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第6回 企業向け「多様な人材確 誰でも
保×経営革新セミナー」

2016-10-18 2016-10-18 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 自社PR合説
サービス

2016-10-18 2016-10-18 沖縄県

誰でも

企業セミナー マリオス 18F
181会議室

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2016
/09/15/4541/

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。

沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

合同企業説明会ではブースに訪れる求職者数には大きなバラ
ツキがみられる。知名度や人気有 無に左右されず、等しく地域
中小企業に興味を持っていただく為にブースは設けず、1 社ず
つス テージ上から自社 PR のプレゼンを行っていただく。プレゼ
ン時間は 1 社 20 分と長めに設定する。 プレゼン終了後、求職
者からアンケートを回収しプレゼンのフィードバックを得るととも
に、個 別の会社説明会への参加を促す。
同日の午前中には女性のためのライフプランニング講座を同会
場にて開催し、集客を図る。

株式会社りゅうせきビジネス 女性のためのライフプランニング 女性
サービス

人材セミナー 沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

結婚･出産･育児にどれだけのお金がかかるのか、これからの人
生で避けて通ることのできない「お金」に関するセミナーを行う。
ファイナンシャルプランナ ーがライフイベントと各世代別の公的
年金制度のしくみなどわかり易く伝え、これからどのよう に働い
ていくのか、イメージをして頂き、就職活動の動機づけとする。

2016-10-19 2016-10-19 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in函館

交流会

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（先着となっております）

2016-10-20 2016-10-20 宮城県

一般社団法人ワカツク

事業創造セミナー

企業セミナー HSGビル内
3F ごかい

その他

交流会

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
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

フォーポイントバイ
シェラトン函館

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ンシップ。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。

2016-10-20 2016-10-20 埼玉県

2016-10-20 2016-10-20 沖縄県
2016-10-20 2016-10-20 沖縄県

学情・クオリティ・オブ・ライフ ダイバーシティ×ダイレクトリク
ルーティングセミナー（第一回）

その他（企業 企業セミナー 大宮もしくは東京・
の人事担当
神田
者向け）

株式会社りゅうせきビジネス インターンシップ企業向け情報交 その他（イン
サービス
換会（うりずんプロジェクト）
ターンシップ
担当者）
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 その他（人事
サービス
二回
担当者、経
営層）

現在、日本は「人材難時代」に突入しています。企業の人材難
は、むしろこれからが本番といえます。ダイバーシティ×ダイレク
トリクルーティングセミナーでは、採用目標を達成するため、満
足できる質の人材を採用し続けるために、企業が今後取り組む
べきことを実践的に学んでいきます。

ご参加ご希望の場合は、
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域中小企業人材コーディネート事業（埼玉県）運営事務局
株式会社クオリティ・オブ・ライフ
Tel: 03-3526-6751
FAX: 03-3526-6752
E-mail: kirari-saitama@qol-inc.com
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
までご連絡ください。
企業セミ
琉球大学 50周年 urizun@to.jim.u- 2017年春期のインターンシップ受入企業間の情報交換、交流、
ナー・企業向 記念館
ryukyu.ac.jp
長期・課題解決型インターンシッププログラムの確立等。
け説明会
企業セミナー 浦添市てだこホー
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
ル 多目的室２
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。第１回開催を踏まえ、それを深堀りする形で
進める第2回。
交流会
上田城跡公園第二
上田地域産業展2016併設イベントとして、人材マッチング会を開
体育館
https://jinzaiban 催。
k-nagano.com/ シニアをメインのマッチング会だが、産業展出展企業の人材不
足に対応すべくシニア人材以外の
第二新卒者、女性人材も合わせてマッチングを行う。

2016-10-21 2016-10-21 長野県

一般財団法人浅間リサーチ 「シニア、転職者、UIJターン就職 若者・女性・
エクステンションセンター
希望者、第２新卒の方々と地域企 シニア
業との出会いの場」

2016-10-21 2016-10-21 岡山県

株式会社帝国データバンク 相互啓発による「人材確保・職場 若者
定着」 経営トップ研修

企業セミ
ナー・研修

2016-10-21 2016-10-21 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

シニア

企業セミナー 天神ビル
1号会議室

企業を成長・充実させるために、経験豊富なシニア人材の活用
などによる新たな企業戦略が必要となる。いかに多様な人材を
戦力化するか、シニア人材などが持つ能力やネットワークをどう
活かすか、大競争時代を迎えた企業経営のあるべき新しい姿に
ついて、わかりやすく解説し、成功事例等を発信する。
（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
・少子高齢化の進展と求める人材・人物像
・シニア時代の到来 ・シニア活用の社会的必要性 ・シニア活
用の社会の実現 ・シニア活躍のもたらす効果 ・シニア人材活
用のイメージ ・シニア人材を活用するメリット ・シニア人材によ
る企業支援成功のポイント ・中小企業・小規模事業者のシニア
人材活用成功事例等

2016-10-22 2016-10-22 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 留学生交流会
ンター

外国

交流会

・留学生と企業との交流会

2016-10-22 2016-10-22 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 留学生採用セミナー
ンター

外国

企業セミナー ひたちなかテクノセ
ンター ３Ｆホール

2016-10-25 2016-10-25 宮城県

一般社団法人ワカツク

人材育成の仕組みを変え強い組
織へ！ 未経験者を頼れる人材
へ。効率的に効果的な人材育成
システムの構築を

その他（働き 企業セミナー ㈱日立ソリューショ
方、組織変
ンズ東日本 会議
革に関心の
室
ある企業経
営者、企業
支援機関担
当者の方）

2016-10-26 2016-10-26 東京都

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2016-10-26 2016-10-26 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

第1回ダイバーシティ経営フォーラ その他（企業 企業セミナー 神楽坂HCスタジオ http://www.tama 【第１部】
ム
経営者、人
web.or.jp/archive ●講演「データで読み解くダイバーシティ」（45分）
事等）
s/6759
講師 株式会社インテリジェンスＨＩＴＯ総合研究所 田井 千晶
様
・ダイバーシティとは何か？
・日本のダイバーシティの現状とは？
・なぜダイバーシティを進める必要があるのか？
・ダイバーシティをうまく進めるポイントは何か？
【第２部】
●ダイバーシティ経営100選企業による事例発表 60分
・サイボウズ株式会社 執行役員カスタマー本部長 関根 紀子
様
・株式会社ジーベックテクノロジー 代表取締役社長 住吉 慶
彦 様
●グループワーク 30分
●まとめ 15分
魅力発信事業「必見！成長分野 若者
交流会
新潟工科大学
http://job魅力発信事業「必見！成長分野の経営者に聞こう 何が魅力?」
の経営者に聞こう 何か魅力?」
hiroba.com/
新潟県の重点業種（成長分野）の経営者等と若者との交流会で
す。成長分野の経営者様に中小企業で働く魅力を（パネルディ
スカッション方式により開催します。

2016-10-26 2016-10-26 静岡県

静岡県中小企業団体中央
会

シニア人材活用セミナー

外国人留学生マッチングフェア

外国

交流会

岡山県立図書館
サークル活動室

ひたちなかテクノセ
ンター ３Ｆホール

静岡英和学院大学

①今日の経営環境と組織力拡充の必要性
②組織力強化の方向性と経営トップとしての取り組み
③キャリアパス基盤の整備と経営トップの役割
④人材確保・定着に必修の全社ぐるみの取り組みとは？
（主催 岡山県中小企業中央会）

・留学生採用した企業（代表及び社員）の事例発表
・日本に就職する場合の手続き及び注意事項
企業が持続的に成長し続けるには「人材」が最重要資本である
ことは周知の通りです。
しかし、地方中小企業においては首都圏への人材流出などによ
り、欲しい人材の採用までなかなか至っていないという課題があ
ります。
また、中途採用については、「育成する手間がかかる」「育成す
る仕組みがない」などの理由でどうしても未経験者は敬遠される
現状があります。
一方で、様々な理由により新たな分野へ挑戦する機会を探して
いる層は確実に存在しています。
即戦力採用に頼る企業が多い中で未経験者を育てる教育環境
を創り上げることが他社との差別化ひいては企業価値になりま
す。
本セミナーでは「株式会社KMユナイテッド」の桧垣氏をお招き
し、未経験者を採用し、一人前になるには10年はかかるという職
人の世界で、1年半で独り立ちさせるだけの教育システムを構築
してきた実績についてお話しを伺います。株式会社KMユナイ
テッドは、塗装とリフォームを事業とする親会社、株式会社竹延
が自社の職人育成に課題感を持っていたことから、女性や外国
人、異業種からの積極採用とそのための環境整備を行う新会社
として誕生しました。設立以来、様々な仕組みにより採用者を増
やし、「新・ダイバーシティ経営企業100選」にも選出されていま
す。その取り組みから未経験者採用の戦力化を含めた人材育
成のエッセンスをみなさまにお伝えします。
■日時：2016年10月25日（火）13：30～15：30
■場所：㈱日立ソリューションズ東日本 会議室
■講演内容：未経験者を採用し戦力化する研修システム構築に
よる強い組織創りについて
■対象：働き方、組織改革に意欲的な経営者、企業支援機関担
当者等 約30名程度

県内で海外展開を視野に入れている企業＆外国人留学生の活
用を考えている企業と県内在住外国人留学生とのマッチングを
行います。

2016-10-26 2016-10-26 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

体験・体感型コミュニケーションプ 若者
ログラム

研修

2016-10-26 2016-10-26 長崎県

株式会社日本マンパワー

これから就職活動を始める女性
向け就職準備講座「適職診断」

女性

人材セミナー 長崎市立図書館
3階パソコン室

2016-10-27 2016-10-27 北海道

キャリアバンク株式会社

おシゴト説明会（ミニ）in旭川

女性・シニア 交流会

2016-10-27 2016-10-27 青森県

プラットフォームあおもり

働き続けるための心と身体の健
康セミナーin青森

シニア

2016-10-27 2016-10-27 熊本県

株式会社熊本日日新聞社

女性活躍推進講演会

その他（企業 企業セミナー 熊本日日新聞社
等の事業主
本館2Ｆホール
および労務・
人事担当者）

http://jobkumamoto.jp

2016-10-28 2016-10-28 青森県

プラットフォームあおもり

じぶん未来創造(想像)塾（八戸）

シニア

人材セミナー 八戸商工会議所
3階 2会議室

http://platform- キャリア（人生）の棚卸しをテーマにした講義・ワークショップ。
aomori.org/?p=7 講座では、しくじり先生風に今までの自分を振り返り、さらけだ
821
し、自分らしさを追及し、セカンドライフが活き活きと充実したも
のになることを目指す。

2016-10-28 2016-10-28 徳島県

徳島県経営者協会

とくしま企業・業界セミナー

誰でも

企業セミ
アスティとくしま 第
ナー・人材セ 2特別会議室
ミナー

2016-10-28 2016-10-28 鹿児島県

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・ 企業セミナー アイムホール
シニア・外国
第2会議室

2016-10-29 2016-10-29 東京都

一般社団法人ワカツク

日本全国！地域仕掛け人市2016 若者

2016-10-29 2016-10-29 東京都

NPO法人エティック

日本全国！地域仕掛け人市

人間の五感における知覚の中で、視覚は約80％を占めると言
われ、情報のほとんどを目から取り込んでいます。
『暗ラーニング【UN-LEARNING】』ではあえて視覚を遮り、視覚に
頼らないコミュニケーションを通じて、本来のコミュニケーション
のあり方を体験していただきます。
お互いが「視えない」という状況の中、協力して課題に取り込む
ことで、これまでみえることのなかった仲間の新たな一面が見え
てきます。

2016-10-31 2016-10-31 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 就職面接会（水戸）
ンター

http://sougoshug
yo.pref.nagasaki.j
p/top_info?infono
=208&category_n
o=0&genre=1

大雪クリスタル
ホール

これから就職活動を始める女性、子育て等によりブランクのある
女性等を対象に、就職活動準備講座「適職診断」を実施します。
自分の好きなこと、得意なことをキーワードに適職診断を実施。
その後結果を基に自分の働き方を考えます。
女性とシニアのためのミニ企業説明会。
履歴書不要・予約不要・風葬自由。

人材セミナー 青森県観光物産館 http://platform- 活躍が一層期待されているミドル・アクティブシニアの方々が健
アスパム 9階 南部 aomori.org/2016 康的に活き活きと充実した生活を送れるよう心と身体の健康セ
/09/14/kokoro- ミナ―を開催。
karada/
【内容】
■エクササイズで自己紹介
■講演：だし活しよう！
■講演：明るい職場・家庭とメンタルヘルス ～ストレスとコミュニ
ケーションを考える～

その他（地域 EBIS303
移住・転職）

若者・女性・ 交流会
外国

誰でも

福岡朝日会館
7階会議室

EBISU303

「3.11東日本大震災と(株)佐藤金属の話」を演題に、
岩手県岩沼市の㈱佐藤金属代表取締役の佐藤克己氏が講演
する。震災で事業存続が危ぶまれながらも、子育て中の女性社
員をはじめとする多様な人材活用により、経営力を向上させた
同社。その取り組みを紹介する。

企業の産業見本市「徳島ビジネスチャレンジメッセ」の会期中
に、同じ会場で、徳島県内の中小企業について深く理解してもら
うための業界研究セミナーを開催する。
今回のテーマは「地方銀行」。
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
http://challenge
community.jp/shi
kakenin/2016/

全国各地域の面白さを若手人材に向けて発信し、地域には「自
らのスキルを発揮でき、キャリアアップにつながる挑戦の場」が
あることを伝えることをコンセプトに開催しています。そして、本
イベントが契機となり、地域で開催されるプログラムへの参加、
ひいては地域移住や転職への接続を目的としています。
全国各地域で、挑戦の道を歩みだした方々へのフォローを担っ
てきた地域人材コーディネーター、そして新たな価値を生み出そ
うとしている魅力的な企業が一堂に会し、約30の常設ブースに
加え、地域で働く魅力を伝えるパネルディスカッション・ブース型
交流会を行います。

http://www.etic. 地域で働くことや地域づくりに関心がある人材をターゲットにし
or.jp/
た、マッチングイベント。事前選考に通過した地域や中小企業が
出展をし、その面白さを周知することで地域ではスキルが活用
できて、キャリアアップに繋がる挑戦の場であることを伝える。
参加企業の特色としては、地域の中小企業もしくは団体、自治
体など。参加人材の特色としては、地域に関心のある若手人
材。
その他（合同 ハローワーク水戸 http://www.job- 水戸地区を中心に一般求職者を対象とした合同就職面接会
合同就職面
search.ibaraki.jp/
接会）

