厚生労働省委託事業

地域雇用活性化推進事業

はたらくひと・ところプロジェクト
対

象

オンライン

～ 呼び込む人材・帰ってくる人材 ～

標茶町、鶴居村、弟子屈町での事業拡大や新規創業を考えている事業者や個人の方
（30社程度）
Zoomの参加も可

第２回

※新型コロナウイルス感染拡大により延期又はリモート開催の可能性があります。

日時

3月２日 水

14：00～17：00

会場 標茶町開発センター２階 第２研修室
（標茶町旭２丁目６-１）

スケジュール
《 第１部 》情報発信
講
師：ハローワークくしろ 加川 諒人
講演内容：求人票の書き方、
訴求力のある情報発信のしかた
《休

氏

憩》

《 第２部 》就業環境改善
講

師：リブラス㈱
代表取締役 櫻井 英裕 氏
講演内容：社員の健康は会社を健康にする
～就業環境をととのえるための
健康経営・健康投資～

第３回

日時

3月17日木

13：30～17：30

会場 弟子屈町公民館２階 講堂

（川上郡弟子屈町中央２丁目３-１）

スケジュール
《 第１部 》地域力の再生
講

師：㈱日本総合研究所 調査部
主席研究員 藻谷 浩介 氏
講演内容：ひがし北海道の将来と可能性
～ヒト・カネを都市に逃がさず地方で回す～
《休

憩》

《 第２部 》「稼ぐ力」
の再生
講

師：中小企業診断士事務所ＲＭＳ経営
代表 新宮 隆太 氏
講演内容：事業承継を機会としたコロナ禍を
乗り越えるイノベーション
～経済回復の処方箋～
《休

参加
無料

講師紹介

櫻井

英裕 氏（さくらい

ひでひろ）

◆リブラス㈱ 代表取締役
◆経 歴
2002年
リブラス㈱ 創業
2020年～ 北海道中小企業家同友会 釧路地区会 副会長
※現在保険会社19社を取り扱う保険代理店。釧路管内では、早くか
ら健康経営の必要性を説き、自社でも１時間単位の有給休暇、禁
煙手当、リフレッシュ休暇などを導入。日本損害保険代理業協会
全国コンベンションで講師を歴任。

藻谷

浩介 氏（もたに

こうすけ）

◆㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員
◆経 歴
1988年
日本開発銀行入行（2011年まで在籍）
2002年～ （NPO法人）ComPus地域経営支援
ネットワーク 理事長（現職）。
2012年～ ㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員
㈱日本政策投資銀行 地域企画部 特任顧問
（いずれも現職）
※山口県生まれの57歳。平成合併前の全3,200市町村と、海外
114ヶ国を、繰り返し自費で訪問し、釧路管内の各市町村について
も、過去40年間の変化を見続けてきた。2012年より㈱日本総合
研究所主席研究員として、地域振興、人口成熟問題、観光振興など
に関し研究･著作･講演を行う。今年元旦放映の「朝まで生テレビ」
など、テレビ出演多数。著書に「デフレの正体」､「 里山資本主義」
(共にKADOKAWA)など｡近著(共著)に東京脱出論 (ブックマン社)。

新宮

隆太 氏（しんぐう

りゅうた）

◆中小企業診断士事務所ＲＭＳ経営 代表
◆経 歴
2017年～ 中小企業診断士事務所ＲＭＳ経営開業
北海道事業引継ぎ支援センター統括責任者補佐
北海道よろず支援拠点コーディネーター
2021年～ 北海道事業承継・引継ぎ支援センター
承継コーディネーター
※民間コンサルタント会社などに勤務した経験から、北海道内の多
数の地方自治体としてのネットワークをもち、地域活性化・商店街
活性化・中小企業支援を実施。専門分野として事業承継支援、マー
ケティング戦略支援。

憩》

《 第３部 》意見交換
地元事業者と講師との意見交換会

◆ハローワーク
お問合せ先 釧路公共職業安定所 事業所部門
TEL 0154-31-1201（31#）

「新北海道スタイル」に準じ、
新型コロナウイルス感染症対策を徹底して実施します。

釧路北部地域雇用創造協議会事務局

〒088-3211 川上郡弟子屈町中央２丁目３番地１号 弟子屈町役場中３階

TEL：015-482-2940 FAX：015-482-5669
e-mail：i n fo @ s t t-jo b.co m
協議会ウェブサイト▶ht t ps: //s t t-jo b.co m

経営活性化
講習会

第２回 ３月２日㈬ 標茶会場

申込締切 ２月28日㈪

第３回 ３月17日㈭ 弟子屈会場

申込締切 ３月14日㈪

FAX（015-482-5669）またはメール（info@stt-job.com）でお申し込みください
後日当協議会が実施するアンケート調査へのご協力を本講座の参加条件とさせていただきます。

定員を超えた場合は就業状況により受講をお断りする場合がございます。その場合は協議会事務局よりご連絡いたします。お申し込みに対し、受付確認のご連
絡はいたしておりません。あらかじめご了承ください。

※１事業所から最大２名までご参加いただけます。

記入日

会社名または新規創業予定の会社名

会社住所
〒

フリガナ

令和４年

（

電話番号(携帯電話可）※日中連絡の取れる電話番号

現在の就業状況

性別
）歳

男性

・

女性

メールアドレス

※該当する番号に○をしてください。

１．在職中（事業主・従業員等）

2．在職中（新規創業希望）

３．無職（新規創業希望）

４．学生（大学生・短大生・専門学校生／令和３年度卒業予定者のみ対象）

※いずれにも当てはまらない方のお申し込みはご遠慮ください。

フリガナ

年齢

性別

氏名
（
電話番号(携帯電話可）※日中連絡の取れる電話番号

現在の就業状況

日

※新規創業予定の方は個人宅の住所

年齢

氏名

月

）歳

男性

・

女性

メールアドレス

※該当する番号に○をしてください。

１．在職中（事業主・従業員等）

2．在職中（新規創業希望）

３．無職（新規創業希望）

４．学生（大学生・短大生・専門学校生／令和３年度卒業予定者のみ対象）※いずれにも当てはまらない方のお申し込みはご遠慮ください。
参加会場

※受講される会場に○をしてください。（諸事情により変更の場合があります。）

第２回経営活性化講習会
１．標茶町開発センター
●参加用URL、資料データ送付のため後日メールでご連絡します。

第３回経営活性化講習会
１．弟子屈町公民館

２．会社（Zoom使用 ※カメラ、マイクは可能な限りご準備ください）

●Zoom操作・資料印刷・通信環境につきましては各自でご準備をお願いします。端末及びZoomの操作に関する質問については対応できません。
●参加用URL、資料データ送付のため後日メールでご連絡します。

講座開催を知ったきっかけを教えてください。
１．町の広報誌やSNS ２．新聞折込チラシ ３．ダイレクトメール ４．街頭ポスターやチラシ
５．協議会ホームページ ６．協議会SNS ７．その他（

）

※
「新北海道スタイル」
に準じ、新型コロナウイルス感染症予防を徹底し実施いたします。当日は非接触体温計による体温測定や室内換気等を行います。
体調が優れない方は参加をご遠慮ください。また、来場の際は必ずマスクを着用ください。
※本講座は状況により中止や延期する場合がございます。

お

問

合

釧路北部地域雇用創造協議会事務局

〒088-3211 川上郡弟子屈町中央２丁目３番地１号 弟子屈町役場中３階

せ
TEL：015-482-2940 FAX：015-482-5669
e-mail：i n fo @ s t t-jo b.co m
協議会ウェブサイト▶h t t ps: //s t t-jo b.co m

【個人情報の取り扱いについて】
こ記入いただいた個人情報は、釧路北部地域雇用創造協議会が責任をもって管理し、本セミナーに関する連絡、本セミナー受講者の分析、当協議会
主催の関連セミナーの情報提供のみの使用とし、それ以外の目的では使用いたしません。

