
中部地域における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業 

 経営資源の乏しい中小企業の人材確保のための支援事業 
 地域の中小企業が様々な実務経験等を有する戦力となる人材を、早急に、また将来的
に確保して、生産性を向上させるための事業を実施 

 本事業では、地域中小企業が様々な実務経験等を有する戦力となる多様な人材を、早急に、また将来
的に確保するとともに、従業員を含めた人材が最大限能力を発揮することで生産性を向上するために様々
な事業を実施します。それらの事業に参加した中小企業の意識を変革することで、地域中小企業と必要な
人材が適切にマッチングでき、ひとり一人が能力を最大限発揮できる環境を構築していくことを目指します。 
 具体的には、中部地域におけるものづくり中小企業等を対象として、単なる人手不足解消のためではなく、
ものづくり中小企業等の日々直面する経営課題を解決する「経験人材」「即戦力人材」の確保・定着を支
援するため、若者、女性、シニア、外国人（主に留学生）の各人材とものづくり中小企業等を結び付ける
事業を実施します。  

【問い合わせ先】 TEL E-mail 

中部経済産業局 地域人材政策室 052-951-2731  chubu-jinzai@meti.go.jp 

若者：NPO法人Ｇ－ｎｅｔ 058-263-2162 migiude@gifist.net 

女性： ヒューマンアカデミー株式会社 052-561-2372 plan@athuman.com 

 シニア： 一般社団法人中部産業連盟  052-930-5911 jbank@chusanren.or.jp 

 外国人（留学生）： 
       三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

052-307-1103 chusyo-gaikoku@murc.jp 
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中部地域における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業 
（若者事業） 

【事業実施機関】 
NPO法人Ｇ－ｎｅｔ 
〒500-8844 岐阜市吉野町6-2ブラザービル２F  TEL058-263-2162 

 ものづくり中小企業等が意欲的な若者を確保できるようマインドの醸成を図る 
 ものづくり中小企業等が自らの魅力を積極的に発信し、効果的なマッチングの場を創出 

魅力発信 
 「ものづくり中小企業 
      魅力大盛りサイト」 

マッチング 
 「しごとバー」 
 「プロジェクト型マッチングイベント」 
 「シゴトフェスタ」 

若者（学生・若手社会人） 

採用力の強化 
経営者・人事担当者向け研修 
複数企業訪問型インターンシップ
「シゴトリップ」 

個別コンサルティング 

経営者・人事担当者 

人材の定着 
若手社員向け研修・交流プログラム 

企業内人材 

▼事業内容 
 １．ものづくり中小企業が右腕人材を採用できる力を身に着け、安定的に情報を訴求

し、採用できる体制の整備 
中小企業経営者、人事担当者向け採用力強化研修 
若者目線での魅力アップのための複数企業訪問型インターンシップ「シゴトリップ」 
継続的な個別コンサルティングによる企業伴走サポート 

２．中小企業で活躍する若者の離職率低下及び右腕人材となるための人材育成、コ
ミュニティ形成 
若手社員向け「攻めの」定着支援研修・交流プログラム 

３．中小企業に就職を希望する若者の母集団形成、意欲喚起、マッチングにつながる機
会作り 
母集団形成を狙った気軽な交流機会「しごとバー」 
社会人を対象とした「プロジェクト型マッチングイベント」でマッチング機会の創出 
大学生を対象とした大規模交流イベント「シゴトフェスタ」でマッチング機会の創出 
中部経済産業局「ものづくり中小企業 魅力大盛りサイト」での中小企業の魅力
発信 



中部地域における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業 
（女性事業） 

 実務経験等スキルのある女性を発掘し、ものづくり中小企業等とマッチング・採用・定着
を図るためのモデル事例を創出 

 中小企業の課題に対して女性人材の活躍がもたらす利点やより効果的な活用を提案 

▼事業内容 
１．女性活躍の推進を考えるものづくり中小企業等の支援 
女性活躍先進企業の事例をもとに具体的な取組・ノウハウ等を紹介するセミナー 
次世代を担う女性リーダーとなる女性社員向け、演習・異業種との交流も含めた研修 
女性活用において企業が抱える課題等を解決するため、専門家によるコンサルティング 
中部経済産業局「ものづくり女子の活躍応援サイト」による中小企業の魅力発信 
 
２．女性人材の発掘・育成、出会いの場の提供 
ものづくり企業等にてニーズの高いCADの魅力を女性人材に伝えるセミナー 
ロールモデルとなる女性社員から働き方やホンネ等を女性人材に伝える交流会 
女性人材が企業の現場に訪問し、企業の魅力を実際に知ってもらう交流バスツアー 
職場体験等を通じ、女性人材に企業で働くイメージを持ってもらう実践型インターンシップ 
複数の企業と女性人材を一同集めるマッチング交流会      

【事業実施機関】 
ヒューマンアカデミー株式会社 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル10階  TEL052-561-2372 



中部地域における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業 
（シニア事業） 

 経営革新に取り組むものづくり中小企業が、「シニア人材」が持つ専門知識やノウハウを『必要な
ときに、必要な期間だけ、必要な能力』を活用、適切にマッチングする環境を構築 

【事業実施機関】 
一般社団法人中部産業連盟 
〒450-0001 名古屋市東区白壁三丁目12-13  TEL052-930-5911 

経験・知識・人脈 
シニア人材（企業OB） 

販路拡大・開発・生産性向上 
人材育成・指導など 
中小企業の悩みを解決 

・経営顧問 
・アドバイス 
・コンサルティング 
・実務支援 
・販路拡大 
※経験・販路拡大・専門知識・スキルを活用した、 
マネジメント・技術等の伝承者としての働き方(OJTも含める） 

●「実務」経験豊富なシニア人材の発掘 
ひとつの専門分野において10年以上
の職歴を持ち、ものづくり中小企業の
経営力強化を支援できるシニア人材
（経営人材・専門指導人材・実務支
援人材）を発掘。 

●マッチング交流会 
ものづくり中小企業の経営課題を整理
した上で、発掘したシニア人材と結び
付ける効果的なマッチング交流会を実
施。 

●マインドセット 
経営人材・専門指導人材・実務支援
人材としての新しい働き方を考える実
践的な講演を実施 

①シニア人材交流会で 
多くの人材から自社に 
あった方を選ぶ 

②「相談開始」 
２次面談を活用したプランニ
ングの検討 

課題の整理、支援計画の
策定 
企業と人材が一緒に課題
の整理・具体的支援計画
の提案 

③シニア人材と一緒に課題解決に
向け実施 
※訪問回数、日数、費用などは、 
企業とシニア人材と双方の合意 
で進めます。 

シニア人材が現場で一緒に考え
問題解決にむけ支援します。 

金融機関・ 
産業支援機関等 

マッチング交流会 
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▼事業内容 
１．ものづくり中小企業等における留学生の確保・活用に実態把握 
 国、県、大学等が実施する留学生支援策の整理 
 アンケート調査による、留学生の確保方策、活用実態、潜在ニーズ等の把握 
 企業ヒアリングによる、留学生の確保の目的、方法、効果、キャリアパス、課題等の把握 
 地域中小企業で活躍する高度外国人へのインタビュー 

 
２．ものづくり中小企業等における留学生の登用促進に向けた普及啓発 
 ものづくり中小企業等での留学生登用の先進事例の把握 
 ものづくり中小企業等における高度外国人の確保・活用に向けたシンポジウム・セミナーの開催 

 
３．大学等との連携によるものづくり中小企業等の魅力発信      
 留学生の就職支援に積極的な大学の選定 
 ものづくり中小企業等への関心を高め、マッチングに繋げるための大学等との連携 
 大学等における留学生に対するものづくり中小企業等の情報発信 
 

４．優良事例集の作成 
 中小企業向けに留学生等の採用・活用等を円滑に進めるための事例集の作成  

中部地域における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業 
（外国人事業） 

【事業実施機関】 
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング(株) 
〒461-8516 名古屋市東区葵1-19-30  TEL052-307-1103 

 ものづくり中小企業等が高度外国人（特に日本での就職を希望する留学生）を確
保・活用できる方策を調査、情報発信 

 
 
 
 

実態把握 
（文献、ヒアリング、アンケート） 

 
【中小企業】 
 採用に係る実態把握・潜在
ニーズ・課題 

 就業に係る実態・効果・課題 
 人材育成に係る方法・効果・
課題  

【留学生等】 
 就職に係る方法・課題 
 就職に有効であった情報・研修  

中小企業向け普及・啓発 
 
 先進事例調査 
 
 シンポジウム・セミナーの開催 
 （東海・北陸） 
 【テーマ】 
  ものづくり中小企業等の 
  海外展開・留学生活用 等   
 （予定） 
 

中小企業の魅力発信 
（大学等との連携） 

 
 大学内でのものづくり中小企
業等の情報発信 
 

 留学生とものづくり中小企業
等々のマッチング支援 

 
ものづくり中小企業の魅力発
信により、大企業志向からの 
マインドチェンジ 

事例集の作成 
 

 優良事例から採用のパターン化 
 企業向け採用への取組手法 

 

 
 留学生向けものづくり中小企業等のPR 
 ものづくり中小企業等のキャリアパス    等 
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