
     
 

  
      

 
  

 

TAX

九州経済産業局（経済産業省）主催

九州経済産業局【人材戦略パッケージプログラム】

経営課題の本質を
浮き彫りにし、解決策を探るワークショップ
経営課題の本質を
浮き彫りにし、解決策を探るワークショップ

対象 下記のようなことをお考えの中小規模事業者の方々のご参加をお待ちしております（経営層の皆様のご参加をお勧めします）

定員 （ワークシートを活用したワークショップになっておりますので、少人数制としております）

（定員になり次第締め切らせていただきます）

1 企業価値向上に取り組みたい
2 今後の経営戦略を人材面から考えたい
3 新たな時代に対応するビジネス体制を構築したい
4 必要な人材像を明確化したい
5 自社の採用力・組織力を向上させたい

各ワークショップの会場は裏面をご覧ください。

各社の未来像（中長期ビジョン）を整理し、対する現状を分析。
未来像実現に向け、人材面・体制面で何が不足している（＝経営課題）かを明確にします。

九州経済産業局【人材戦略パッケージプログラム】＊詳細後記

① 経営課題分析・明確化ワークショップ

①で明確となった経営課題解決のために、必要な人材像を明確にします。

② オリジナル採用戦略策定ワークショップ

②で明確となった人材をどのように獲得し、社内での活躍に繋げていくのか、採用・体制整備について検討します。

③ 採用力・組織力向上ワークショップ

各回１０社

参加費 無料 申込締切

ワークショップ当日は、新型コロナウィルスの影響に配慮した会場運営を行います。
また今後の新型コロナウィルス感染状況によって、開催方法を変更させていただく場合がございます。開催日時

各開催日の１週間前まで

ワークショップ 福岡会場 佐賀／長崎
会場 熊本会場 大分会場 宮崎／鹿児島

会場 オンライン

①
経営課題分析・明確化
ワークショップ

②
オリジナル採用戦略策定
ワークショップ

③
採用力・組織力向上
ワークショップ

９月7日（火）
14:00 ～ 16:00

９月 21日（火）
14:00 ～ 16:00

10月 13日（水）
14:00 ～ 16:00

９月 6日（月）
14:00 ～ 16:00

９月 22日（水）
14:00 ～ 16:00

10月 12日（火）
14:00 ～ 16:00

8月 25日（水）
14:00 ～ 16:00

９月 24日（金）
14:00 ～ 16:00

10月 15日（金）
14:00 ～ 16:00

8月 27日（金）
14:00 ～ 16:00

10月 5日（火）
14:00 ～ 16:00

10月 28日（木）
14:00 ～ 16:00

8月 26日（木）
14:00 ～ 16:00

９月 29日（水）
14:00 ～ 16:00

10月 22日（金）
14:00 ～ 16:00

8月 24日（火）
14:00 ～ 16:00

９月 8日（水）
14:00 ～ 16:00

10月 14日（木）
14:00 ～ 16:00

９月 14日（火）
14:00 ～ 16:00

９月 28日（火）
14:00 ～ 16:00

10月 29日（金）
14:00 ～ 16:00

各回限定１０社定員 （先着順）

九州経済産業局では、地域中小企業の皆様の中長期ビジョン実現に向け、人材面・体制面からのアプローチによる
現状・課題分析を行い、課題解決に要する人材像明確化後の適切な人材とのマッチングを目指し、一気通貫で支援致します。

今回は『未来を見据えた企業戦略を考えるセミナー』に続く、第２弾の取り組みとしてワークショップを開催いたします。
ワークショップは下記の３ステップで実施します。

主催 九州経済産業局

後援 ②③／福岡労働局、佐賀労働局、長崎労働局、熊本労働局、大分労働局、宮崎労働局、鹿児島労働局



■本事業は、経済産業省の委託事業『令和３年度九州経済産業局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』として実施するものです。

092-400-3140

〒810-0001  福岡市中央区天神 2-3-25 天神 ZERO ビル５Fリクルーティング・パートナーズ株式会社

申込期限
各開催日１週間前まで

お問い合わせ

〔受付時間〕平日／10:00～18:00 〔担当〕イベント事務局
■会社名・氏名・電話番号をお伝えください。担当より折り返します。

〔メールタイトル〕人材戦略パッケージプログラム
〔必須記入内容〕会社名・氏名・電話番号を必ずご記入ください。

https://hr.kyushu.meti.go.jpWEBSITE

■パソコンまたはスマートフォンにて二次元バーコードもしくは、
上記URLよりアクセスしていただき必須項目をご入力のうえ、お申し込みください。

イベント事務局
（委託先）

kks@3140pa.com

（※1）VUCA とは Volatility（変動性）・Uncertainty（不確実）・Complexity（複雑性）・Ambiguity（曖昧性）が飛躍的に高まった状況を示す言葉

第１段階ワークショップ

人材とのマッチング支援

本ワークショップ

ワークショップのお申込・お問合せ

本事業に関するお問い合わせ 九州経済産業局 地域経済部 産業人材政策担当参事官チーム 092-482-5504

各社の未来像・現状を分析。未来像に向けての
戦略実現に要する人材像を浮かびあがらせる。

第２・３段階ワークショップ

第１段階ワークショップを踏まえ、
更なるブラッシュアップへ向けたワークショップ。

【価値創出に繋がる人材】
（付加価値向上人材）

会社の中長期ビジョンを理解し、
その達成に向けより良い
発想・提案・実行など、
戦略実現に貢献できる
人材の確保・活用を支援。

【社内改革に繋がる人材】
（生産性向上人材）
環境整備、体制構築等の
スキルを持つ人材の
確保・活用を支援。

【多様な人材】
女性、就職氷河期世代、
UIJターン人材等

勉強会

未来を見据えた企業戦略を考えるセミナー

【キックオフ】

九州経済産業局【人材戦略パッケージプログラム】

会場 対面形式のワークショップにてご参加される際は、必ずマスク着用の上、ご参加ください。
各ワークショップによって開催会場が異なります。以下、会場一覧をご参照ください。

会場名 会場住所

福岡会場 〒810-0001 
福岡県福岡市中央区天神 1-1-1

ワークショップ①   ／ 601 会議室
ワークショップ② & ③／ 607 会議室アクロス福岡

大分会場 〒870-0839 
大分県大分市金池南 1-5-1

ワークショップ①   ／ 410 会議室
ワークショップ② & ③／ 406 会議室J:COMホルトホール大分

佐賀／長崎会場 〒849-0919
佐賀県佐賀市兵庫北 3-8-40 全ワークショップ   ／多目的室開催メートプラザ佐賀

熊本会場 〒860-0047 
熊本県熊本市西区春日 1-14-1

ワークショップ①   ／ C 会議室
ワークショップ② & ③／ D 会議室くまもと森都心プラザ

宮崎／鹿児島会場

〒892-0842 
鹿児島県鹿児島市東千石町 2-30 ワークショップ①   ／ E-3 会議室サンプラザ天文館

〒890-0053 
鹿児島県鹿児島市中央町 10 番地 ワークショップ② & ③／第４会議室 よかセンター 

各ワークショップ開催会議室

VUCA の時代（＊1）と呼ばれる昨今、コロナ禍の影響も加わり、企業を取り巻く経営環境は予測不能な度合いを増しています。このよ
うな状況下において、企業価値の持続的向上を維持するためには、企業の中期的ビジョンを理解し、その達成に貢献できる中核人材や多
様な人材の確保・活用と、変化に対応出来る社内体制の構築が不可欠です。
九州経済産業局では地域中小企業が抱える課題を、人材面・体制面から分析し、課題解決に向けた適切な人材とのマッチングを支援す
るパッケージプログラムを実施しております。

お申込いただいた個人情報については、事務局（九州経済産業局、リクルーティング・パートナーズ株式会社（本ワークショップにかかる委託事業者）で適切に管理し、
本ワークショップの運営に関する業務にのみ使用いたします。
また、ご提供いただいた個人情報は、その保護について万全を期すとともに、ご本人の同意なしに事務局以外の第三者へ開示、提供することはありません。
なお、オンライン形式（webex）でのワークショップ開催においては、入室時に設定した名前が画面に表示されます。
個人情報保護の観点から、ワークショップ当日は公表可能な名称（例：企業（団体））を設定してください（参加URLをご案内する際にも改めてご案内いたします）。

kyushu-jinzai@meti.go.jp




