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※「地域人材コーディネート機関」とは？
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グから定着までを一貫支援することを目的に、「地域人材コーディネート機関」を設置しています。各地域
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「地域人材コーディネート機関」とは？

(1)地域内外の若者、女性（主婦等）、シニア等の多様な人材から、構造的な課題のひとつである中小

企業・小規模事業者の「即戦力人材」を広く発掘し、

グから定着までを一貫支援することを目的に、「地域人材コーディネート機関」を設置しています。各地域

人材コーディネート機関は、各都道府県で、地域の中小企業・小規模事業者の魅力を発信するとともに、

都市部で発掘した UIJ

UIJUIJUIJUIJターン就職ターン就職ターン就職ターン就職

「地域のシゴト発見フォーラム「地域のシゴト発見フォーラム「地域のシゴト発見フォーラム「地域のシゴト発見フォーラム

～～～～全国全国全国全国各各各各地域と都市部の若者を地域と都市部の若者を地域と都市部の若者を地域と都市部の若者を

中小企業庁委託事業「
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運営事務局：株式会社学情
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所：ハービス
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「地域人材コーディネート機関」とは？

地域内外の若者、女性（主婦等）、シニア等の多様な人材から、構造的な課題のひとつである中小

企業・小規模事業者の「即戦力人材」を広く発掘し、

グから定着までを一貫支援することを目的に、「地域人材コーディネート機関」を設置しています。各地域

人材コーディネート機関は、各都道府県で、地域の中小企業・小規模事業者の魅力を発信するとともに、
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当日は、全国各地域の仕事や生活の魅力を伝える

コーディネート機関が推薦する約 45 社
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地域のシゴト発見フォーラム
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ハービスホール（大阪市北区梅田

00～11：00 オープニング講演「

00～17：00 「

（会場内講演コーナーで「地域の魅力発信プレゼン合戦」も同時開催）

00～18：00 「地域を元気にする先輩社員との交流会」
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「地域人材コーディネート機関」とは？：中小企業庁では、地域の事業者のニーズを把握することによ

地域内外の若者、女性（主婦等）、シニア等の多様な人材から、構造的な課題のひとつである中小

企業・小規模事業者の「即戦力人材」を広く発掘し、

グから定着までを一貫支援することを目的に、「地域人材コーディネート機関」を設置しています。各地域

人材コーディネート機関は、各都道府県で、地域の中小企業・小規模事業者の魅力を発信するとともに、
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inininin 大阪」大阪」大阪」大阪」を平成

当日は、全国各地域の仕事や生活の魅力を伝える 25

社の〈地域の特選
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若手社員との交流会等

大阪」の詳細大阪」の詳細大阪」の詳細大阪」の詳細    

地域のシゴト発見フォーラム in 大阪

ターン人材拠点事業（大阪）

運営事務局：株式会社学情 告知協力：一般財団法人大阪労働協会

日（月）10：00

大阪市北区梅田

オープニング講演「

「地域の特選企業ブース

（会場内講演コーナーで「地域の魅力発信プレゼン合戦」も同時開催）

「地域を元気にする先輩社員との交流会」
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中小企業庁では、地域の事業者のニーズを把握することによ

地域内外の若者、女性（主婦等）、シニア等の多様な人材から、構造的な課題のひとつである中小

企業・小規模事業者の「即戦力人材」を広く発掘し、(2)多様な人材と中小企業・小規模事業者のマッチン

グから定着までを一貫支援することを目的に、「地域人材コーディネート機関」を設置しています。各地域

人材コーディネート機関は、各都道府県で、地域の中小企業・小規模事業者の魅力を発信するとともに、

ターン人材の地域の中小企業・小規模事業者への定着を
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を平成 27 年 9月

25 の〈地域人材

〈地域の特選企業〉が

直接触れ合う場を作る事で、地域でのチャレンジを目指す潜在的直接触れ合う場を作る事で、地域でのチャレンジを目指す潜在的直接触れ合う場を作る事で、地域でのチャレンジを目指す潜在的直接触れ合う場を作る事で、地域でのチャレンジを目指す潜在的

なＵＩＪターン希望者を発掘し地域の中小企業とのマッチングを図りますなＵＩＪターン希望者を発掘し地域の中小企業とのマッチングを図りますなＵＩＪターン希望者を発掘し地域の中小企業とのマッチングを図りますなＵＩＪターン希望者を発掘し地域の中小企業とのマッチングを図ります

若手社員との交流会等も実施する予定です。

大阪 

ターン人材拠点事業（大阪）  

告知協力：一般財団法人大阪労働協会

00～18：00 

大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス

オープニング講演「UIJ ターン就職のススメ

地域の特選企業ブース」

（会場内講演コーナーで「地域の魅力発信プレゼン合戦」も同時開催）

「地域を元気にする先輩社員との交流会」

http://www.gakujo.ne.jp/2016/http://www.gakujo.ne.jp/2016/http://www.gakujo.ne.jp/2016/http://www.gakujo.ne.jp/2016/

［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］

中小企業庁では、地域の事業者のニーズを把握することによ

地域内外の若者、女性（主婦等）、シニア等の多様な人材から、構造的な課題のひとつである中小

多様な人材と中小企業・小規模事業者のマッチン

グから定着までを一貫支援することを目的に、「地域人材コーディネート機関」を設置しています。各地域

人材コーディネート機関は、各都道府県で、地域の中小企業・小規模事業者の魅力を発信するとともに、

ターン人材の地域の中小企業・小規模事業者への定着を
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■■■■ブース参加予定ブース参加予定ブース参加予定ブース参加予定企業・団体企業・団体企業・団体企業・団体（※9/10 段階の出展者です。約 70 企業・団体になる予定です） 

★印：各地域の仕事や生活の魅力をお伝えする〈地域人材コーディネート機関〉 

〇印：地域人材コーディネート機関が推薦する〈地域の特選企業〉 

＜東北＞ ■福島県 ★学校法人新潟総合学院 

＜関東＞ ■茨城県 ★公益財団法人日立地区産業支援センター ○（株）ユニキャスト／日立市／ＩＴ 

■栃木県 ★株式会社ティビィシィ・スキヤツト 

■群馬県 ★株式会社ワークエントリー 

■埼玉県 ★株式会社学情 

■長野県 ★一般社団法人浅間リサーチエクステンションセンター ○（株）ハムラ／上田市 

／情報通信業 ○カシヨ（株）／長野市／印刷・出版、人材 ○ネクストエナジー・アンド・ 

リソース（株）／駒ヶ根市／プラント・エンジニアリング 

＜中部＞ ■愛知県 ★一般社団法人中部産業連盟 

＜近畿＞ ■福井県 ★株式会社日本マンパワー ○（株）マルツ電波／福井市／電気通信設備 

■滋賀県 ★オムロン パーソネル株式会社 ○甲賀高分子（株）／湖南市／製造（プラスチッ 

ク） ○関西産業（株）／彦根市／製造（機械） ○（株）イマック／守山市／製造（LED 照 

明・FA 機器・医療機器） ○夏原工業（株）／彦根市／製造 

■京都府 ★オムロン パーソネル株式会社 ○ＨＩＬＬＴＯＰ（株）／宇治市／製造（精密部 

品） ○高槻電器工業（株）／久世郡／製造（電気電子部品） ○（株）エージェンシーアシ 

スト／久世郡／商社（先端産業、設備、機械） ○（株）メタルカラー／東大阪市※就業場所： 

京都／製造（包装材、健康食品原料） 

■大阪府 ★一般財団法人大阪労働協会 

■兵庫県 ★神戸新聞社 

■奈良県 ★奈良県奈良しごとｉセンター ○株式会社三光丸／御所市／製造（医薬品） ○ 

辰巳電子工業（株）／橿原市／製造（アーケードゲーム機、業務用ゲームソフト） ○（株） 

寺田ポンプ製作所／大和高田市／製造（ポンプ） 

■和歌山県 ★和歌山県中小企業団体中央会 ○太洋工業（株）／和歌山市／製造（機械）  

○（株）インテリックス／和歌山市／製造（インテリア） ○（株）メイワ／紀の川市／製造 

（機械器具） 

＜中国＞ ■島根県 ★特定非営利活動法人しまね未来創造 ○（株）プロビズモ／出雲市／ソフトウェ

ア ○（株）農援隊／出雲市／農業支援コンサルティング ○（株）バイタルリード／出雲市

／コンサルティング（観光振興・地域活性化計画） 

■広島県 ★一般社団法人中国ニュービジネス協議会 ○（株）ニッタマテリアル／広島市／ 

商社（建築資材） ○（株）宮島／廿日市市／製造（容器・包装資材） ○東洋電装（株）／ 

広島市／製造（制御盤）、システム開発 

■山口県 ★一般社団法人中国ニュービジネス協議会 ○新光産業（株）／宇部市／土木・建 

設、製造 ○（株）山口茶業／宇部市／製茶業、卸・小売 

＜四国＞ ■徳島県 ★徳島県経営者協会 ○（株）オプトピア／徳島市／システム開発 ○西精工（株）

／徳島市／製造（部品） ○（株）プラットイーズ 神山センター／名西郡／放送・システム

開発 

■香川県 ★高松商工会議所 ○新日本ツーリスト（株）／高松市／旅行業 

■愛媛県 ★一般財団法人えひめ若年人材育成推進機構 ○（株）一六本舗／松山市／菓子の 

製造・販売 ○四国メディコム（株）／松山市／商社（医療機関向けシステム） ○リージョ 

ナルデザイン（株）／新居浜市／まちづくり・都市計画コンサルティング 

＜九州＞ ■福岡県 ★一般社団法人福岡中小企業経営者協会 

■佐賀県 ★株式会社ユニバースクリエイト ○関西酵素（株）／鳥栖市／製造（化粧品・医 

薬品） 

■大分県 ★株式会社ユニバースクリエイト ○（株）ＮＢＳロジソル／日田市／総合物流サ 

ービス 

■宮崎県 ★株式会社ユニバースクリエイト 

＜沖縄＞ ■沖縄県 ★株式会社ルーツ 

 

以上 

 

※本事業は、中小企業庁「平成 27 年度 UIJ ターン人材拠点事業」として実施しています。 


