2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

若者・誰でも その他
（インターン
シップ）

会場

URL

概要

各企業

http://shinshuintern.com/

長野県中小企業でのインターンを行う。課題解決型の実践的イ
ンターシップであり、インターンの成果についてはホームページ
に掲載し、広報用のコンテンツ充実を図る。

2016-04-01 2017-02-28 長野県

一般財団法人浅間リサーチ 信州インターン2016
エクステンションセンター

2016-06-01 2017-02-28 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

職場体験型・実務実戦型インター 若者
ンシップ

インターン
シップ

新潟県内中小企業 http://job‐
社・小規模事業者 hiroba．com

職場体験型・調査課研究・実務実戦型の複合型を学生に合わ
せて行う。インターンシップの期間は最低5日間の短期から1か
月以上の中長期インターンシップを行います。

2016-06-01 2017-02-28 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

課題解決・調査研究インターン
シップ

インターン
シップ

新潟県内中小企業 http://job社・小規模事業所 hiroba.com

*課題解決・調査研究型（プログラム内容は実習時に交付する）
*インターンの期間は最低5日間の短期から1か月以上の中長期
インターンシップを行います。

2017-02-01 2017-02-01 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第1回 女性のためのポジティブコ 女性
ミュニケーションゼミナール

人材セミナー プラザおでって

2017-02-03 2017-02-03 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

若手社員研修会

若者

企業セミナー グリーンドーム
前橋

座学及びグループワーク形式による講義を中心とした合同研修
を実施します。

2017-02-03 2017-02-03 三重県

一般社団法人中部産業連
盟

シニア人材交流会
（桑名信用金庫）

シニア

交流会

大手企業ＯＢ（シニア人財）の豊富な知識や経験を貴社の経営
に活かす

2017-02-03 2017-02-03 徳島県

徳島県経営者協会

ダイバーシティ経営セミナー

誰でも

企業セミナー ホテルクレメント
徳島

ダイバーシティ経営で全国的に注目されている（株）天彦産業の
樋口氏が基調講演を行い、その後、２人のパネリストを加え、
ディスカッションを行う。

2017-02-03 2017-02-03 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

九州大学キャリアセミナー

若者

人材セミナー 九州大学
箱崎キャンパス

「中小企業の魅力の探し方」を主なテーマにセミナーを実施す
る。
大手リクルーティングが便利な反面、学生本人が自分の志向性
を吟味しないままに就職活動が進んでしまうことの落とし穴に注
意喚起を行った上で、豊富な人事担当経験を持ちながら地元経
済団体事務局として日常的に地元中小企業の魅力を知る講師
が、人事担当者及び中小企業経営者の両方の視点から、中小
企業の魅力を語る。中小企業経営者の思いや価値観は、具体
的事例を用いながら説明することで理解を深めていく。
今回はNPO法人ETICの宮城治男代表を講師に招き、社会事業
を軌道に乗せるむずかしさとやりがいを語っていただく。

2017-02-03 2017-03-04 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

フレッシュマンカレッジ

若者

研修

離職防止を目的に入社３年目以内の社員へ節目研修を実施。
モチベーション向上と視野拡大を狙った２日間のカリキュラムで
国際化、女性活躍推進、コミュニケーションなどを主なテーマと
する。
中小企業単体では時間的・経済的理由から実施が困難な新人
研修を経済団体としてのネットワークを活用し実施。経験豊富な
経営者が講師を務めることにより、単なる座学だけに留まらず、
哲学や働き甲斐など強いメッセージを参加者に伝える。２日間に
亘る高い密度のプログラムにより仕事に向き合う緊張感を一気
に高め、マンネリ化した通常業務や生活態度の見直しを行う。

2017-02-04 2017-02-04 福岡県

一般社団法人福岡中小企
業経営者協会

若手社員による中小企業の魅力 若者
発信「シゴトーーク」

2017-02-06 2017-02-06 山梨県

山梨県中小企業団体中央
会

若手社員スキルアップセミナー～
将来のリーダーへ成長するため
の方法と 「未来の自分」のあり方
を学ぶ～

2017-02-08 2017-02-08 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

第2回 女性のためのポジティブコ 女性
ミュニケーションゼミナール

人材セミナー プラザおでって

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2017
/01/10/4768/

2017-02-08 2017-02-08 福島県

学校法人新潟総合学院

就職フェアinあいづ

誰でも

交流会

アピオスペース

http://www.aizu- 会津地区で開催される一般求職者、新卒者を対象とした合同就
koyou.net/job- 職面接会
fair-seeker

2017-02-09 2017-02-09 宮城県

一般社団法人ワカツク

いぐするテラス（第七回）

若者

人材セミナー ファイブブリッジ

いぐするテラスは、地元で活躍する大人をゲストスピーカーとし
て囲んで、その人の仕事や取り組みについて対話形式で話を聞
けるイベントです。

2017-02-09 2017-02-09 福島県

学校法人新潟総合学院

ふくしま創生UIJターンシンポジウ 誰でも
ム

人材セミナー 郡山商工会議所
６階ホール

2017-02-09 2017-02-09 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

内定者向け合同セミナー

若者

研修

神奈川近代文学館

2017-02-09 2017-02-09 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小
規模合同企業説明会・面接会

シニア

交流会

アオーレ長岡

http://jobhiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=5850fa5feae04

県内関係機関と連携し、大企業等で生産管理、専門技術者、販
路拡大、総務管理等の経験を有するシニア人材を対象にした合
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
ることを目的とする。

2017-02-09 2017-02-09 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小規模合 女性
同企業説明会・面接会

交流会

アオーレ長岡

http://jobhiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=5850fa5feae04

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ことを目的とする。

若者

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2017
/01/10/4753/

三重県桑名市
大央町２０

アクア博多

人材セミナー 天神クリスタルビ
ル

その他
企業セミ
（入社２年目 ナー・研修
から３年目
で、おおむね
30 歳未満で
ある若手従
業員）

再就職や転職をお考えの女性の方を対象に、就職活動に役立
つセミナーを開講します。
第1回のテーマは「目にとまる！履歴書作成のポイント整理」と
し、簡潔な表記の中に現在のあなたの魅力を表現し「目にとま
る」履歴書の書き方をお伝えします。
無料託児あり（先着順・事前予約制）

抽象企業から推薦された若手エース人材による企業の魅力発
信セミナー。各社の企業プレゼンを実施、その後、少数に分か
れ参加者のグループに入り、現在の夢や目標、企業選択のポイ
ント等を披露し、話題提供者としてワークショップを進める。

協同組合山梨県流 http://www.chuo 第２回は、若手社員が中堅へと進むにあたり求められることとな
通センター
kaiることを、中堅社員の立場・期待・役
2F会議室
yamanashi.or.jp/ 割として解説するとともに、自分の将来に向かって計画を立てる
archives/7866
ための手法を紹介します。
前回参加された方はもちろんのこと、参加されなかった方も、一
話完結の内容で実施しますので、気軽にご参加ください。

http://fzinzai.com/

再就職や転職をお考えの女性の方を対象に、就職活動に役立
つセミナーを開講します。
第2回のテーマは「好感度バツグンの面接術」とし、話し方や見
た目の印象アップトレーニング法を通して、すぐに実践できる方
法をお伝えします。
無料託児あり（先着順・事前予約制）

㈱人材研究所・曽和利光氏を招き、福島県におけるUIJターンの
実例と可能性を探る。課題と対応策について企業、行政、大学
それぞれの観点から課題と対応策を考えるパネルディスカッショ
ンを開催。
社会人としての自覚の構成や他社の内定者とセミナーを通じて
コミュニケーションをとり、入社前の不安を解消することで早期離
職の防止や、定着率の向上を図ります。

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

若者・女性

研修

アオーレ長岡

http://jobhiroba.com/gene
ral.php?page=2&n
o=585b86d2128f
0

座学及びグループワーク形式による講義を中心とした合同研
修。
同期がいない中小企業等の内定者に対して、研修を通じた人的
交流や、社会人としての必要な知識を学ぶことにより、定着率の
向上を図ることを目的とする。

交流会

山梨県立図書館 １ http://www.chuo 本イベントは、県内企業の魅力発信の場として、就職活動を控
Ｆイベントスペース kaiえる学生が中小企業での働き方や業界に対する理解を深める
yamanashi.or.jp/ ことにより企業選択の幅を広げ、県内中小企業への就職の促進
archives/7667
を図る目的で開催します。県内の優良企業を知って、あなただ
けのキャリアをデザインしましょう！
アール・ビー・コント
ロールズ株式会社
本社

2017-02-09 2017-02-09 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

内定者向け合同研修

2017-02-09 2017-02-09 山梨県

山梨県中小企業団体中央
会

企業・業界研究会～自分のやりた 若者
いことを就職につなげるために～

2017-02-09 2017-02-09 石川県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ

若者

インターン
シップ

2017-02-09 2017-02-09 香川県

高松商工会議所

内定者セミナー

誰でも

企業セミナー 高松商工会議所

2017-02-10 2017-02-10 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

いわてキラリ企業・業界研究プロ 若者・女性
ジェクト

2017-02-10 2017-02-10 長野県

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

若者・女性・ 交流会
シニア・誰で
も

伊那商工会議所
多様な人材（シニア、転職者、UIJターン、第２新卒、女性）と伊
大ホール
http://jinzaibank 那地域の中小企業・小規模事業者を対象としたマッチング会を
（長野県伊那市中 -nagano.com/
開催。
央4605-8）

2017-02-10 2017-02-10 愛知県

特定非営利活動法人G-net 若手異業種交流会

若者

交流会

名駅モリシタ名古
屋駅前中央店
第5会議室

2017-02-10 2017-02-10 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2017春期イン 若者
サービス
ターンシップ事前研修②

インターン
シップ

琉球大学
http://urizun.lab. 2017春期インターンシップ実習生向けに事前研修を行う。
大学会館3階特別 u-ryukyu.ac.jp
会議室

2017-02-10 2017-02-11 宮城県

一般社団法人ワカツク

東北若者10000人会議
【2017冬の陣】

若者

交流会

仙台PIT

2017-02-11 2017-02-25 東京都

株式会社社会人材コミュニ
ケーションズ

可能性再発見セミナー

女性・シニ
ア・誰でも

人材セミ
東京都港区西新橋 https://gakusya. キャリアの次のステージへ踏み出すには準備が必要です。
ナー・イン
3-25-33
org/except_tokyo 自分の可能性を探り、なりたい自分を探りましょう。
ターンシップ ＮＰ御成門ビル４階 /event/820/
◆開催日時
1月14日（土）スタート 全3回 15時～18時
◆講座内容
1日目 ２月11日(土) 『自分の可能性を知る』
2日目 2月18日(土) 『自分の方向性を知る』
3日目 2月25日(土) 『自分のなりたい姿を深く考える』

交流会

アイーナ 804

企業訪問を通じて経営者・社員様のインタビューと業務体験の
ワークショップを実施。1日を通じて働く社員、職場の魅力をダイ
レクトに訴求できるイベント。
地域中小企業の内定者に向け、社会人になるにあたってのマ
ナー等を学んでいただくために実施。
https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2016
/12/12/4636/

業界研究セミナー、企業と若者との交流、春インターンシップ相
談会等の総合的なイベントを開催します。
①岩手県内の企業による業界・企業・職種等の説明
②各企業の若手社員や女性社員との懇談
③各企業ブースでの交流会

参加者同士の交流とプロコーチによるワークショップを実施する
イベント。

地域に魅力のある中小企業や、経営者がいることを知り、その
企業の中でどのような人材が求められているのかを対話を通じ
て理解する。
そして、その企業に対してのアクションをその場で参加者が選択
をすることで、今後の就業につながるようなマッチングを図る。

※1日のみのご参加も可能です。
2017-02-12 2017-02-12 東京都

一般財団法人浅間リサーチ 信州企業×UIJターン交流会・相 その他
人材セミ
移住・交流情報
http://jinzaibank ＵＩＪターン就職希望者と長野県中小企業・小規模事業者との
エクステンションセンター
談会
（ＵＩＪターン） ナー・交流会 ガーデン
-nagano.com/
マッチングイベント。企業紹介・就職相談等ブース交流ほか先輩
（東京都中央区京
UIJターン者とのトークセッション「信州での就職・暮らしを伝え
橋1-1-6 越前屋
る」を実施。
ビル1F）

2017-02-13 2017-02-13 香川県

高松商工会議所

きらり企業発見講座⑨

2017-02-14 2017-02-14 青森県

プラットフォームあおもり

人財育成・定着・戦力化セミナー 誰でも
部下を本気にさせるマネジメント
編

2017-02-14 2017-02-14 山梨県

山梨県中小企業団体中央
会

経営者・管理者セミナー～若手社 その他
企業セミ
員の定着育成のために～
（経営者・管 ナー・研修
理者）

2017-02-14 2017-02-14 愛知県

特定非営利活動法人G-net 第1回 企業向けシゴトフェスタ事
前研修

その他
（企業）

企業セミナー イオンコンパス名
古屋駅前会議室
RoomC

シゴトフェスタ出展企業向けに、当日実施する90秒プレゼンのブ
ラッシュアップを目的とした研修

2017-02-14 2017-02-14 香川県

高松商工会議所

誰でも

人材セミナー 高松大学

多様な人材に向け地域中小企業の魅力をＰＲするため、実施す
るもの。

2017-02-15 2017-02-15 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 県北地区企業説明会兼就職面接 若者・女性・ その他
ンター
会
シニア・外国 （就職面接
会）

きらり企業発見講座⑩

誰でも

人材セミナー 高松大学

企業セミナー 弘前市民会館 大
会議室

多様な人材に向け地域中小企業の魅力をＰＲするため、実施す
るもの。
http://platform- 上司はどのように部下を育成し、定着・戦力化していけば良い
aomori.org/?p=8 のでしょうか？
376
このセミナーでは部下を本気にさせるマネジメント法を学ぶとと
もに、身近によくある ケース問題を解くワークショップもあり、明
日からすぐ実践できるノウハウを学ぶことができます。

中小企業団体中央 http://www.chuo 中小企業の採用環境が厳しくなってきています。今いる社員の
会 研修室
kai定着、戦力化が大きなカギとなります。「社員が思うように育って
yamanashi.or.jp/ いない」「若手社員がすぐに辞めてしまう」尽きることのない悩み
archives/7849
です。社員の定着・育成について今どんな取組みや仕掛けが必
要なのか、実践方法を考えるセミナーです。

日立地区産業支援 http://job主として茨城県北に拠点を有する企業に参加頂き、企業のPRを
センター
search.ibaraki.jp/ して頂く。合わせて企業ごとの面談コーナーを設け、求職者が興
味のある企業のブースに赴き説明を受け、就職の意思がある場
合は、別途日程を設定し、面談して頂く。面談結果はひたちなか
テクノセンターに連絡いただく。面接会に先立ち、新聞折込みチ
ラシ、新聞広告、市報での案内、ケーブルテレビ、地元FM放送
での案内を行った。

開始日

終了日

都道府県 事業者

2017-02-15 2017-02-15 埼玉県

イベント名

学情・クオリティ・オブ・ライフ 大学教職員による中小企業・小
規模事業者体感バスツアー

対象人材

形態

会場

その他
（大学教職
員）

その他
ツアー訪問企業
（大学教職員
向けイベン
ト）

URL

概要
訪問企業情報・当日プログラム（予定）
（１）株式会社井口一世
・事業内容：精密機器の部品製作販売、各種精密機器の開発、
ソフトウェア開発販売 等
・所在地：埼玉県所沢市所沢新町2553-3
（２）株式会社ウラノ
・事業内容：航空・宇宙機器用、原子力・発電機用、医療機器用
等の各種機械器具部品の製造
・所在地：埼玉県児玉郡上里町大字七本木3563番地
＜当日タイムスケジュール案＞
10：00
JR・東武線川越駅集合
10：30～12：00 1社目訪問
12：30～13：30 昼食休憩・移動
14：30～16：00 2社目訪問
17：00頃
JR本庄駅及びJR・東武線川越駅解散

2017-02-15 2017-02-15 神奈川県

株式会社シグマスタッフ

外国人留学生対象・合同企業説 外国
明会・インターンシップ説明会

2017-02-16 2017-02-16 秋田県

公益財団法人秋田県ふるさ 第５回 集中支援セミナー
と定住機構

その他
企業セミナー 秋田テルサ
（経営者等）

「人材に選ばれる企業」に生まれ変わるためのセミナー受講対
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。

2017-02-16 2017-02-16 埼玉県

学情・クオリティ・オブ・ライフ シニアによる企業事例紹介

シニア

企業セミナー NATULUCK大宮

採用・人事・人材不足に関する日ごろの悩みや課題を人事経験
豊富なシニアが答えたり、企業支援事例を発表する。

2017-02-16 2017-02-16 熊本県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

シニア人材活用セミナー

シニア

企業セミナー ホテルニューオー
タニ熊本

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

2017-02-16 2017-02-16 熊本県

株式会社熊本日日新聞社

くまもと就職サポートフェア2017

誰でも

交流会

ホテルニューオー
タニ熊本

2017-02-16 2017-02-16 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 合同企業説明会 第四回
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。
同日の午前中にはシニア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。

2017-02-16 2017-02-16 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス シニアのためのライフプランニン
サービス
グ

シニア

人材セミナー 沖縄県立博物館・
美術館 博物館講
座室

年金を受給するまでの生活や受給後の必要経費など避けて通
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。

2017-02-17 2017-02-17 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 牛久地区就職面接会
ンター

誰でも

その他
（就職面接
会）

牛久市奥野生涯学 hppt://www.job- 労働局協力のもと面接会実施
習センター
search.ibaraki.jp/

2017-02-17 2017-02-17 石川県

特定非営利活動法人G-net シゴトリップ

若者

インターン
シップ

株式会社小松電業
所 本社

企業訪問を通じて経営者・社員様のインタビューと業務体験の
ワークショップを実施。1日を通じて働く社員、職場の魅力をダイ
レクトに訴求できるイベント。

2017-02-17 2017-02-17 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトフェスタ事前活用セミナー

若者

人材セミナー 名古屋笹島会議室
RoomA

シゴトフェスタに参加する大学生向けとして、出展企業の紹介，
ブースの回り方などを、講義だけだけでなく、ワークショップ形式
で学ぶセミナー

2017-02-17 2017-02-17 愛知県

特定非営利活動法人G-net 第2回 企業向けシゴトフェスタ事
前研修

その他
（企業）

企業セミナー イオンコンパス名
古屋駅前会議室
RoomA

シゴトフェスタ出展企業向けに、当日実施する90秒プレゼンのブ
ラッシュアップを目的とした研修

2017-02-17 2017-02-17 愛知県

特定非営利活動法人G-net 第3回 企業向けシゴトフェスタ事
前活用セミナー

その他
（企業）

企業セミナー イオンコンパス名
古屋駅前会議室
RoomA

シゴトフェスタ出展企業向けに、当日実施する90秒プレゼンのブ
ラッシュアップを目的とした研修

2017-02-17 2017-02-17 岐阜県

エンプロ株式会社

交流会・イン 株式会社タナック
ターンシップ 本社

模擬臓器モデルなどの医療関連商品から、美容・ヘルスケア商
品まで幅広い商品の加工販売を手掛ける超柔軟ゲル素材の
トップメーカーである、岐阜県の企業にて 職場見学・先輩女性
社員との座談会を開催します！

【女性のための職場見学会】
女性
超柔軟ゲル素材のトップメーカー
＠岐阜県岐阜市

交流会

川崎市教育文化会
館

神奈川県内の国立・公立・私立大学や専修学校には多くの外国
人留学生が学んでいます。その学生の多く
が、国内や県内での就職を希望しています。こうした優秀な外
国人留学生をインターンシップで受け入れて
いただける県内企業と外国人留学生との交流イベントです。

https://jobkumamoto.jp

県内に事業所をおく企業15社（予定）の合同説明会がメーン。正
社員に限らず、契約、パートなど多様な求職ニーズに対応する。
キャリアカウンセラーや社会保険労務士による相談コーナーも
開設する。午後1時半～4時半開催。参加無料。

”ものづくり企業”で働く「楽しさ」や「やりがい」を間近で知ること
が出来るチャンスです！
現場の担当者様からの説明を聞いたり、職場を見学する事でよ
りご自身の働く姿をイメージして頂けますし、現場ではどのような
人材を求めているかの理解を深めて頂くことができます。
不明な点や不安な点は、この機会に経営者や働く先輩女性に
何でも聞いてください！

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

2017-02-18 2017-02-18 青森県

プラットフォームあおもり

ローフクマッチングフェアVol.2 自 若者・女性・ 人材セミナー ハートピアローフク http://platform- 自分の強み再発見ワーク！～魅力的な応募書類の書き方～
分の強み再発見ワーク！
シニア・誰で
4階大会議室
aomori.org/?p=8 STEP：1
も
395
これまでの経験やスキルを整理して自分の強みに気づこう！
STEP：2
応募書類の基本的な書き方を知り、採用担当者の目にとまるポ
イントを理解しよう！
STEP：3
好印象を与える面接の受け方をマスターしよう！

2017-02-18 2017-02-18 福岡県

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター

活躍するシニア人材との交流会

シニア

交流会

2017-02-20 2017-02-20 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

外国人材採用・活用セミナー

外国

企業セミナー 群馬県庁
294会議室

専門家を招聘したセミナー形式にて、外国人材（留学生）活用の
有用性の講義、外国人材（留学生）採用に向けた企業の取組事
例紹介等を行ったうえで、出席者同士の意見交換を実施しま
す。

2017-02-20 2017-02-20 富山県

エンプロ株式会社

リケジョの課外授業！
女性
ものづくり企業の職場見学・体験
バスツアーin富山

交流会・イン アルミファクトリー
ターンシップ 株式会社～株式会
社小泉製作所～株
式会社ミズノマシ
ナリー

中部地域は、ものづくりが盛んな地域です。「ものづくり企業」と
聞くと、なんとなく男性のイメージをもつ方もいるかもしれませ
ん。でも、本当は経験を生かして長く働ける環境と、学べる技術
がある場所なのです。
そこで、ホンキで女性の活躍に期待し、魅力ある地元の企業を
実際に「見て」「体験して」「聞いて」リアルに
知ることができるツアーを開催します。就職活動中の学生同士
や求職中の女性の方など、ぜひご参加いただき、これからの
キャリア形成のための情報交換の場として視野を広げるきっか
けになればと思います。

Nico Café

50歳女性座談会「これからの働き方」
～「ワーク」と「ライフ」どう考える？Ｌife Planningしてみよう！～

【イベント概要】
日時：2017年2月20日（月） 10：00～16：00
集合：富山駅 10：00
※金沢出発ご希望の方は8：45金沢駅集合
①10：30～12：30 アルミファクトリー株式会社 ☆ランチ交流会
②13：00～14：00 株式会社小泉製作所
☆鋳物体験
③14：45～15：45 株式会社ミズノマシナリー ☆工場見学
【対象者】
・就職活動を控え、企業研究をしている学生の方（専門学校・大
学ほか）
・ものづくり企業で働いてみたい求職中の女性の方

2017-02-20 2017-02-20 香川県

高松商工会議所

きらり企業発見講座⑪

誰でも

人材セミナー 香川大学

多様な人材に向け地域中小企業の魅力をＰＲするため、実施す
るもの。

2017-02-20 2017-02-20 香川県

高松商工会議所

きらり企業発見講座⑫

誰でも

人材セミナー 香川大学

多様な人材に向け地域中小企業の魅力をＰＲするため、実施す
るもの。

2017-02-21 2017-02-21 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

いわて中小企業ビジネス交流フェ 誰でも
スタ2017 1日目

企業セミ
プラザおでって
ナー・その他
（相談会）

2017-02-21 2017-02-21 群馬県

株式会社ワークエントリー
(群馬県）

女性向けマッチング交流会

交流会

高崎市役所 31会 http://woman.gu 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
議室
nnavi.jp/
との合同企業説明会によるマッチング・コーディネートを実施す
る。

2017-02-21 2017-02-21 富山県

一般社団法人中部産業連
盟

シニア人材交流会
シニア
（富山県呉西地区信用金庫「高岡
信用金庫、氷見伏木信用金庫、
石動信用金庫」）

交流会

富山職業能力開発
促進センター（ポリ
テクセンター富山）

2017-02-21 2017-02-21 徳島県

徳島県経営者協会

第2回 合同若手社員セミナー

企業セミナー ホテルクレメント徳
島

2017-02-22 2017-02-22 岩手県

岩手県中小企業団体中央
会

いわて中小企業ビジネス交流フェ 誰でも
スタ2017 2日目

2017-02-22 2017-02-22 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 学生企業見学会
ンター

若者

その他
（企業見学
会）

有限会社 森金製
作所 ＦＬＥＸＣＥＥ
Ｄ株式会社

企業の魅力発信として「ものづくり」企業２社の企業見学会を実
施する。

2017-02-22 2017-02-22 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小
規模合同企業説明会・面接会

シニア

交流会

新潟日報メディア
シップ

県内関係機関と連携し、大企業等で生産管理、専門技術者、販
路拡大、総務管理等の経験を有するシニア人材を対象にした合
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
ることを目的とする。

2017-02-22 2017-02-22 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小規模合 女性
同企業説明会・面接会

交流会

新潟日報メディア
シップ

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ことを目的とする。

女性

若者

企業セミ
プラザおでって
ナー・その他
（相談会）

https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2017
/01/10/4755/

専門機関によるワンストップ・ビジネス無料相談会です。2日間
開催の1日目です。
【内容】
①専門機関、支援機関による無料ビジネス相談（相談コーナー）
※企業１社あたりの相談時間は、約３０分／1回を予定していま
す。
※相談申込の事前予約受付中
②各支援機関の事業紹介・ＰＲ（大ホール）
③中小企業の支援施策情報及び経営革新、人材確保等に関す
るセミナー

大手企業ＯＢ（シニア人財）の豊富な知識や経験を貴社の経営
に活かす

入社して１～５年の若手社員を対象としたセミナーです。
講師は、朝倉 慶 先生。県内企業の社員研修を約３０年も担当
されています。今回のセミナーは「仕事のスタイル改善」がテー
マです。
https://www.iwat
e-jobmatching.jp/2017
/01/10/4755/

専門機関によるワンストップ・ビジネス無料相談会です。2日間
開催の2日目です。
【内容】
①専門機関、支援機関による無料ビジネス相談（相談コーナー）
※企業１社あたりの相談時間は、約３０分／1回を予定していま
す。
※相談申込の事前予約受付中
②各支援機関の事業紹介・ＰＲ（大ホール）
③中小企業の支援施策情報及び経営革新、人材確保等に関す
るセミナー

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
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ダイバーシティ経営セミナー

誰でも

企業セミナー 新潟日報メディア
シップ

専門家を招聘したセミナー形式にて、多様な人材活用の有用性
の講義、多様な人材採用に向けた企業の取組事例紹介等を行
う。
若者中心に採用していた中小企業等に対して、多様な人材の活
用について意識啓発を行うことにより、多様な人材の活用を促
すことを目的とする。

若者

人材セミナー 名古屋笹島会議室
RoomA

シゴトフェスタに参加する大学生向けとして、出展企業の紹介
ブースの回り方などを、講義だけだけでなく、ワークショップ形式
で学ぶセミナー

2017-02-22 2017-02-22 新潟県

新潟県中小企業団体中央
会

2017-02-22 2017-02-22 愛知県

特定非営利活動法人G-net シゴトフェスタ事前活用セミナー

2017-02-22 2017-02-22 愛知県

エンプロ株式会社

キャリアデザイン研修【全４回】③ 女性
キャリアデザイン研修

企業セミ
ウインクあいち
ナー・人材セ （愛知県産業労働
ミナー・研修 センター）
1601会議室

～自分らしいワーク＆ライフスタイルを見つけよう～
キャリアトランプを使って、楽しくゲーム感覚でグループメンバー
とともに自己理解を深めていただきます。自己を整理し、大切な
価値観に気づき、手に入れたい未来に向けて歩き出しましょ
う！
【10：00～12：00】
③キャリアデザイン研修
あなたはこれから先の未来（キャリア）をどう描きますか？「これ
までの経験と培った能力を、未来に向けてどのように活かしてい
くか？」「さらに成長していくために必要なことは何か？」を考え
ます。

2017-02-22 2017-02-22 愛知県

エンプロ株式会社

キャリアデザイン研修【全４回】④ 女性
モチベーション向上研修

企業セミ
ウインクあいち
ナー・人材セ （愛知県産業労働
ミナー・研修 センター）
1601会議室

～自分らしいワーク＆ライフスタイルを見つけよう～
キャリアトランプを使って、楽しくゲーム感覚でグループメンバー
とともに自己理解を深めていただきます。自己を整理し、大切な
価値観に気づき、手に入れたい未来に向けて歩き出しましょ
う！
【13：00～15：00】
④モチベーション向上研修
モチベーションとは、内側に起こる前向きな気持ちの変化です。
日常や目先のことだけにとらわれて未来が描きにくくなっていま
せんか？ものの見方を変えることで、あなたのやる気を刺激し
ましょう。

2017-02-23 2017-02-23 宮城県

一般社団法人ワカツク

いぐするテラス（第八回）

若者

人材セミナー ファイブブリッジ

いぐするテラスは、地元で活躍する大人をゲストスピーカーとし
て囲んで、その人の仕事や取り組みについて対話形式で話を聞
けるイベントです。

2017-02-23 2017-02-23 宮城県

一般社団法人ワカツク

いぐするテラス（第九回）

若者

人材セミナー ファイブブリッジ

いぐするテラスは、地元で活躍する大人をゲストスピーカーとし
て囲んで、その人の仕事や取り組みについて対話形式で話を聞
けるイベントです。

2017-02-23 2017-02-23 長崎県

株式会社日本マンパワー

内定者向けビジネス講座

若者

研修

長崎総合科学大学において、長崎県内中小企業・小規模事業
者への内定者を対象に集合研修を行う。「働くこと」「社会人なる
こと」といった入社準備期間に認識しておくべき事と新入社員に
求められるビジネスコミュニケーションを習得できる内容をする。
１３：００～１４：３０

2017-02-24 2017-02-24 茨城県

株式会社ひたちなかテクノセ 内定者向けセミナー
ンター

若者

研修・その他 株式会社ひたちな http://www.job- 本セミナーでは、社会人としての「常識」を学び、意識改革を行
（内定者向 かテクノセンター search.ibaraki.jp/ います。「なぜ、そうするのか」を常に問い、現場での自発的な
け）
行動につなげます。また、組織の一員としての役割認識や仕事
への姿勢を身につけ、新人がとるべき行動と意味を理解しま
す。そして、挨拶から、仕事の受け方、報告の仕方などコミュニ
ケーションを通しての基本的なビジネスマナーを実践します。
新社会人として、プラス思考で力強いスタートが切れるようにモ
ラルアップをはかります。

2017-02-24 2017-02-24 沖縄県

株式会社りゅうせきビジネス 求人票閲覧会
サービス

誰でも

交流会

2017-02-27 2017-02-27 長野県

一般財団法人浅間リサーチ 働きたい女性のための「おしごと
エクステンションセンター
フェスタ」(合同企業説明会）

女性

人材セミ
塩尻市市民交流セ http://jinzaibank
ナー・交流会 ンターえんぱーく -nagano.com/
3F 市民サロン３０
６号室
（塩尻市大門一番
町12-2）

2017-02-28 2017-02-28 宮城県

一般社団法人ワカツク

誰でも

企業セミナー パレスへいあん

戦略的な組織づくりプログラム
「事例発表会」

長崎総合科学大学
内

沖縄県立博物館・
美術館 美術館講
座室

２４２枚の求人票を一斉掲示して求職者の閲覧に供する。人事
担当者のいる企業ブースをあえて設けないことで求職者の心理
的ハードルを下げてイベント運営する。また、ハローワークより
相談員を招聘し、相談者には就職活動認定証を交付する。
女性人材と地域の中小企業・小規模事業者を対象としたマッチ
ング会を開催。
企業担当者とのブース面談以外にも、就職支援セミナー『～配
偶者控除150万円以下へ～ あなたはどう働きますか？ 』（ファイ
ナンシャルプランナー / 家計塾リルコ代表）、就職相談ブース
（ハローワーク松本 ほか）を実施。

http://www.waka 「社内の課題解決に取り組むことで、人が育ち、人材が集まる好
tsuku.jp/7535/ 循環をつくれる会社・地域に」
弊社では、東北経済産業局 平成28年度「東北地域中小企業・
小規模事業者人材確保支援等事業」を受託し、県内の地域企
業様8社にご参加いただいて「戦略的な組織づくりプログラム」を
実施してまいりました。
本プログラムでは、地域に根差した企業が向き合う人材の確保
等の課題に対し、「ワーク・ライフバランス」、「右腕採用」、「未経
験採用の戦力化」の3つの切り口からプログラムを企画し、参加
企業様には、弊社の伴走型支援を受けながら、この半年間に課
題の整理から行動計画の設定、実践までを自社で取り組んでい
ただきました。
この取り組みを、広く地域企業の皆様や企業支援機関の皆様に
も知っていただきたく、2月28日（火）「事例発表会」を開催いたし
ます。
ご多用とは存じますが、ぜひご参加ください。
（ワーク・ライフバランス）
(株)あいあーる (株)パルサー (株)ユーメディア
（右腕人材の採用）
蜂屋食品(株) (株)花山サンゼット
（未経験採用の戦力化～社内の人材育成～）
(株)百戦錬磨 (株)ナナイロ (株)フロム・インパクト
※五十音順

