
18:30　開場

19:00　主催者挨拶
　　　　北海道根室振興局 産業振興部 商工労働観光課長 出口 裕一

19:05　講演①「クリエイティブ＆ITを活用した採用手法と
　　　　　　　　道東ならではの働き方の魅力発信について」
　　　　一般社団法人ドット道東 代表理事 中西 拓郎 氏

19:50　休憩

19:55　講演②「地域に根差す企業のキーワード
　　　　　　　　～これからのベテラン社員の活用法」
　　　　河田経営企画 代表 河田 真清 氏

20:45　閉会

企業を支える人材確保・育成支援事業

道東で
　　 はたらく
魅力発信と
地域の多様な
人材活用セミナー in中標津

17●㊊2022
10/

19:00

～

20:45

■PROGRAM …………………………………

■講師 ………………………………

代表理事  中西 拓郎 氏

共　　催：北海道根室振興局、一般社団法人北海道中小企業家同友会くしろ支部 南しれとこ地区会
後援(予定)：中標津町、中標津町商工会、北海道労働局根室公共職業安定所、北洋銀行、北海道銀行、
　　　　　大地みらい信用金庫、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部

事務局担当：公益財団法人はまなす財団　大関
　　　　　　TEL:011-205-5011
　　　　　　MAIL:oozeki@hamanasu.or.jp

トーヨーグランドホテル
（標津郡中標津町東20条北1丁目）

　北海道労働局が発表した根室管内における令和３年度の有効求人倍率は1.71倍と、令和２年度の1.50倍から0.21ポイ
ント上昇しています。全国の1.05倍、全道の0.98倍と比較すると非常に高い水準であり、人手不足が叫ばれる昨今にお
いて根室管内は特に深刻な状況であると言えます。
　人材確保のためのアプローチ手法は、待遇の向上などの外発的な動機付けと、やりがいや社会貢献など内発的な動機付
けがあります。しかし、有効求人倍率が高い状況下で、生産性向上などで収益を改善し、賃金を上げる外発的な動機付け
には限界があります。
　一方で企業が高齢者・障がい者など多様な人材の活用を促進し、受け入れ門戸を広げることも、人材を確保する有効な
手段です。
　したがって、本セミナーでは、新規就業者の確保と既存社員の定着率向上を目的に、内発的な動機付けのアプローチ手
法と地域の仕事の魅力を発信する方法、および、地域の多様な人材の活用方法についての情報を提供します。

昭和63年生まれ、北海道北見市出身。
防衛省入省後、平成24年まで千葉県で
過ごし、Ｕターン。平成27年、『道東
を も っ と 刺 激 的 に す る メ デ ィ ア 
Magazine 1988』創刊。平成29年、一
般社団法人オホーツク・テロワール理
事・『HARU』編集長就任。令和元年５
月、道東の主体的な活動を促す共同体・
一般社団法人ドット道東を設立し現職。
道東のはたらく情報と人材のマッチング
を目的とした情報発信メディア「＃道東
ではたらく」の運営や、プロデュース・
イベント企画に「道東誘致大作戦」な
ど。幅広く道東を繋ぐ仕事を手がける。

代表  河田 真清 氏

一般社団法人 ドット道東

河田経営企画
昭和61年～平成21年 独立行政法人中小
企業基盤整備機構に所属。平成21年中
小企業診断士事務所 河田経営企画を設
立し、代表となる。平成22年からは公
益財団法人はまなす財団の主任研究員と
なり、現在は地域経営アドバイザー。平
成29年～令和２年まで札幌学院大学 経
営学部教授となり、現在は非常勤講師。
【専門分野、論文】
・現場改善、工程管理、品質管理、衛生
管理、HACCP取得支援
・企業経営戦略策定、新分野進出
・農工商等連携事業
・高齢障害求職者雇用支援

対象
人材採用を
検討している
根室管内の
事業者

定員

25名

参加
無料



〈〈〈 セミナー申込書 〉〉〉

セミナーへのお申込み

お問い合わせ
公益財団法人 はまなす財団【担当：大関】
〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目
　　　　　 　札幌センタービル15階
MAIL
FAX

oozeki@hamanasu.or.jp
011-205-5050

申込方法

WEB申込みは
こちらから

＜お申込みに関するご注意＞
１． 本申込書に記載された情報は申込に関するご連絡及び、北海道が主催・共催する同種事業のご案内に利用さ
せていただきます。

２． 本事業の道への報告書にセミナー参加企業として会社名を記載させていただきます。また、実施当日の様子
を写真撮影し、当該報告書への掲載及び道における本事業その他公共の利益のために必要な範囲で使用させ
ていただきます。

３．後日、セミナーの効果を確認する調査のためご連絡を申し上げる場合がございます。

４．ご来場の際は新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

公益財団法人はまなす財団ホームページ専用
フォーム、メール、FAXにてお申込みください。

団体名

ふりがな

参加者名

役　　　　　職 氏　　　　　名
ふりがな

ふりがな

所在地

〒

メール



企業を支える人材確保・育成支援事業

道東で
　　 はたらく
魅力発信と
地域の多様な
人材活用セミナー in根室

18●㊋2022
10/

19:00

～

20:45

共　　催：北海道根室振興局、根室市雇用対策協議会、
　　　　　一般社団法人北海道中小企業家同友会くしろ支部 根室地区会
後援(予定)：根室市、根室商工会議所、北海道労働局根室公共職業安定所、北洋銀行、北海道銀行、
　　　　　大地みらい信用金庫、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部

事務局担当：公益財団法人はまなす財団　大関
　　　　　　TEL:011-205-5011
　　　　　　MAIL:oozeki@hamanasu.or.jp

根室市総合文化会館 第2講座室
（根室市曙町１丁目40番地）

対象
人材採用を
検討している
根室管内の
事業者

定員

25名

参加
無料

18:30　開場

19:00　主催者挨拶
　　　　北海道根室振興局 産業振興部 商工労働観光課長 出口 裕一

19:05　講演①「クリエイティブ＆ITを活用した採用手法と
　　　　　　　　道東ならではの働き方の魅力発信について」
　　　　一般社団法人ドット道東 代表理事 中西 拓郎 氏

19:50　休憩

19:55　講演②「地域に根差す企業のキーワード
　　　　　　　　～これからのベテラン社員の活用法」
　　　　河田経営企画 代表 河田 真清 氏

20:45　閉会

道東で
　　 はたらく
魅力発信と
地域の多様な
人材活用セミナー

■PROGRAM …………………………………

■講師 ………………………………

代表理事  中西 拓郎 氏

　北海道労働局が発表した根室管内における令和３年度の有効求人倍率は1.71倍と、令和２年度の1.50倍から0.21ポイ
ント上昇しています。全国の1.05倍、全道の0.98倍と比較すると非常に高い水準であり、人手不足が叫ばれる昨今にお
いて根室管内は特に深刻な状況であると言えます。
　人材確保のためのアプローチ手法は、待遇の向上などの外発的な動機付けと、やりがいや社会貢献など内発的な動機付
けがあります。しかし、有効求人倍率が高い状況下で、生産性向上などで収益を改善し、賃金を上げる外発的な動機付け
には限界があります。
　一方で企業が高齢者・障がい者など多様な人材の活用を促進し、受け入れ門戸を広げることも、人材を確保する有効な
手段です。
　したがって、本セミナーでは、新規就業者の確保と既存社員の定着率向上を目的に、内発的な動機付けのアプローチ手
法と地域の仕事の魅力を発信する方法、および、地域の多様な人材の活用方法についての情報を提供します。

昭和63年生まれ、北海道北見市出身。
防衛省入省後、平成24年まで千葉県で
過ごし、Ｕターン。平成27年、『道東
を も っ と 刺 激 的 に す る メ デ ィ ア 
Magazine 1988』創刊。平成29年、一
般社団法人オホーツク・テロワール理
事・『HARU』編集長就任。令和元年５
月、道東の主体的な活動を促す共同体・
一般社団法人ドット道東を設立し現職。
道東のはたらく情報と人材のマッチング
を目的とした情報発信メディア「＃道東
ではたらく」の運営や、プロデュース・
イベント企画に「道東誘致大作戦」な
ど。幅広く道東を繋ぐ仕事を手がける。

代表  河田 真清 氏

一般社団法人 ドット道東

河田経営企画
昭和61年～平成21年 独立行政法人中小
企業基盤整備機構に所属。平成21年中
小企業診断士事務所 河田経営企画を設
立し、代表となる。平成22年からは公
益財団法人はまなす財団の主任研究員と
なり、現在は地域経営アドバイザー。平
成29年～令和２年まで札幌学院大学 経
営学部教授となり、現在は非常勤講師。
【専門分野、論文】
・現場改善、工程管理、品質管理、衛生
管理、HACCP取得支援
・企業経営戦略策定、新分野進出
・農工商等連携事業
・高齢障害求職者雇用支援



〈〈〈 セミナー申込書 〉〉〉

セミナーへのお申込み

お問い合わせ
公益財団法人 はまなす財団【担当：大関】
〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目
　　　　　 　札幌センタービル15階
MAIL
FAX

oozeki@hamanasu.or.jp
011-205-5050

申込方法

WEB申込みは
こちらから

＜お申込みに関するご注意＞
１． 本申込書に記載された情報は申込に関するご連絡及び、北海道が主催・共催する同種事業のご案内に利用さ
せていただきます。

２． 本事業の道への報告書にセミナー参加企業として会社名を記載させていただきます。また、実施当日の様子
を写真撮影し、当該報告書への掲載及び道における本事業その他公共の利益のために必要な範囲で使用させ
ていただきます。

３．後日、セミナーの効果を確認する調査のためご連絡を申し上げる場合がございます。

４．ご来場の際は新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

公益財団法人はまなす財団ホームページ専用
フォーム、メール、FAXにてお申込みください。

団体名

ふりがな

参加者名

役　　　　　職 氏　　　　　名
ふりがな

ふりがな

所在地

〒

メール


