「YOSOMON！～社長と挑む経営革新プロジェクト～」参画人材募集要領
（地域中小企業・小規模事業者の都市部人材確保支援等事業）

平成 28 年 9 月 1 日
1． 本プログラムの目的
本プログラムは、経営の革新を図る地域の中小企業・小規模事業者（以下、
「中小企
業」と言う。
）とビジネス経験やスキルを持った意欲的な人材を期間限定でマッチング
し、経営者の右腕として中小企業の経営の革新及び、地域経済の活性化の推進を目的とし
ます。
2． プログラムの内容


本プログラムで採択した企業（以下、「企業」という。）への就業機会の紹介



企業への採用決定後に実施する以下のプログラム
(ア) 東京でのキックオフ研修
(イ) 参画期間中に実施する集合研修（予定）
(ウ) 採択企業が選定する現地コーディネート機関、又は YOSOMON 事務局（以
下、
「事務局」という。）による面談
(エ) 期間終了後キャリアコンサルタントとのキャリア面談
※参加に伴い発生する費用（交通費、宿泊費など）は参加者負担とします。

3． 雇用契約期間
1～2 年間（平成 28 年 9 月 1 日（木）～平成 31 年 4 月 30 日（火）のうち）
※期間は企業により異なります。
4． 就業開始日
採用が決定した企業での就業開始日の調整は、人材と採用が決定した企業と個別で行う
ものとします。なお就業開始日の決定は平成 29 年 3 月 17 日までに行うものとします。
5． エントリーの条件


原則、企業との雇用契約締結が可能であること


但し、出向休職等の制度を活用して参画する場合は、人材・企業双方協議の
上、条件を決定する。



原則、社会人経験を 3 年以上有していること



最終面接はエントリー先の企業への現地訪問が可能であること



選考期間中、エントリー先の企業と直接選考結果の確認等の行為をしないこと



平成 29 日 2 月 25 日（土）のキックオフ研修へ参加すること
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本プログラム、事務局または企業の名誉を傷つける又は信用を失墜させる行為を
しないこと



反社会的勢力ではないこと。（詳細は 12．を参照）

6． エントリー方法
特設 WEB ページより応募書類（下記 4 点）の様式を入手後、その提出をもって正式エ
ントリーとします。


エントリーシート



履歴書



職務経歴書



面談日程調整表

7． 選考方法


企業へのエントリーを希望する方は、6.の応募書類を事務局に提出します。



事務局は、提出された応募書類を基に面談を行います。



事務局との面談後、エントリー企業との選考（筆記試験、面談（現地での面談の
実施あり）等）を通じて採用の可否の決定を行います。



事務局は、選考段階において、応募者に対して選考結果の通知及び、面談日程の
調整を行います。



選考結果は、最終面接実施後、14 営業日以内に通知します。

8． エントリー期限
締切：平成 29 年 2 月 28 日（火）
なお、採用が決定した企業については期限に関係なく募集を終了いたします。
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9． 参画費用
本プログラムへの参画費用は、無料とします。
但し、以下の費用については自己負担とします。


選考に伴う各種費用（書類作成費用・通信費・現地訪問等に関する交通費など）



転職に伴う各種費用（移住に係る費用など）

10．

実施スケジュール（予定）

平成 28 年 9 月 5 日(月）

人材募集開始（特設 WEB ページオープン）

平成 29 年 2 月 25 日(土)

キックオフ研修

平成 29 年 2 月 28 日(火)

エントリー期限

［参考］関連イベント（参加には個別に事前申込が必要です）
9 月 21 日(水)19:00-21:00

エントリー相談会①＠ETIC.事務所

10 月 1 日(土)13:00-15:00

エントリー相談会②＠ETIC.事務所

10 月 12 日(水)19:00-21:00

エントリー相談会③＠ETIC.事務所

10 月 24 日(月)19:00-21:00

エントリー相談会④＠ETIC.事務所

10 月 29 日(土)11:00-19:00

日本全国！地域仕掛け人市＠EBiS303

11 月 3 日(木)13:00-15:00

エントリー相談会⑤＠ETIC.事務所

11 月 16 日(水)19:00-21:00

エントリー相談会⑥＠ETIC.事務所

11 月 19 日(土)13:00-18:00

求、社長の右腕。プレミア説明会＠大阪（仮称）

11 月 26 日(土)13:00-18:00

求、社長の右腕。プレミア説明会＠東京（仮称）

12 月 2 日(金)19:00-21:00

エントリー相談会⑦＠ETIC.事務所

12 月 7 日(水)19:00-21:00

エントリー相談会⑧＠ETIC.事務所

12 月 21 日(水)19:00-21:00

エントリー相談会⑨＠ETIC.事務所

※上記イベントの日程は変更になる可能性がございます。最新情報は、本事業の特設
WEB ページ（http://www.yosomon.jp）をご覧ください。
11．

個人情報のお取扱いについて

［利用目的］
「YOSOMON！～社長と挑む経営革新プロジェクト～」
（地域中小企業・小規模事業者
の都市部人材確保支援等事業）
（以下、「本プログラム」といいます。
）のエントリーのた
めにお預かりした個人情報は、 以下の目的のために利用させていただきます。


本プログラムに基づく、職業紹介サービス（求人及び求職の申込みを受け、求人者
と求職者との間の雇用関係の成立をあっせんするサービスをいいます。以下同
じ。）の提供に必要な事務のため
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事務局または現地コーディネート機関が面談を実施するため



ETIC.が他に実施する各種プログラム・イベント等のご案内のため

［第三者への提供］
本プログラムにエントリーされる方の個人情報は、事務局が本事業の実施に必要な範囲
に限り、エントリーを希望する企業に開示又は提供する場合があります。


提供される個人情報の項目：提出いただいた応募書類に記載されている情報

また、本プログラムにエントリーされる方の個人情報は、事務局が本事業の実施に必要
な範囲に限り、本事業の委託元である中小企業庁及び三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ
ング株式会社、また、企業が選定した現地コーディネート機関、及び、11 月 19 日（土）
に予定している「求、社長の右腕。プレミア説明会＠大阪（仮称）」の運営サポートを委
託している特定非営利活動法人 JAE に開示又は提供する場合があります。


提供される個人情報の項目：氏名、生年月日、エントリー企業、年齢、性別、その
他「地域中小企業・小規模事業者の都市部人材確保支援等事業」の実施・運営に必
要な情報

提供の方法は電子データの電子メールによる送付及びプリントアウトの交付にて行いま
す。なお、お申し出があった場合には個人情報の第三者への提供は中止いたします。
［個人情報の開示、訂正、追加又は削除、及び利用の停止又は消去のご依頼について］
こちら（http://www.etic.or.jp/privacypolicy_suspension.pdf）の様式にご記入の上、ご本
人確認のための必要書類を添付し個人情報に関する苦情・ご相談窓口まで、ご送付下さ
い。
お預かりしている個人情報の開示、削除、第三者への提供中止のお申し出、 その他の
お問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。
［その他、個人情報に関するお問い合わせ］
特定非営利活動法人エティック 個人情報に関する苦情・相談窓口
〒150-0041 渋谷区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4 階 E-mail: privacy@etic.or.jp
12．

反社会的勢力の排除

エントリーされる方は現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから５年を経
過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまた
は特殊知能暴力団集団等、その他これらに準ずるもの（以下、これらを「暴力団員等」と
いう。
）に該当しないこと、及び次の号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来
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にわたっても該当していないことを確約するものとします。


暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること



暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること



参加者若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
こと



暴力団等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること

13．

留意事項



提出された書類の返却はいたしません。



選考に伴う費用（書類作成費、現地面接の交通費および宿泊費等）、イベント等
への参加に伴う費用、及び、転職に伴い発生する費用は自己負担とします。

14．

本件に関わる連絡先

YOSOMON！事務局
NPO 法人 ETIC.（エティック） 担当：藤田・森本・伊藤（順）
東京都渋谷区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4 階
TEL: 03-5784-2115 E-mail: challenge-community@etic.or.jp
※本事業は、中小企業庁「平成 28 年度地域中小企業・小規模事業者の都市部人材確保支
援等事業」の委託を受けて実施しています。
※職業紹介事業許可番号 13-ユ-307028
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