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バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバルタレント株式会社（本社：
東京都港区、代表取締役：横川 友樹、以下「当社」）は 2020 年 10 月 7 日（水）に、一般社団法人外国人雇
用協議会（以下「外国人雇用協議会」）が主催する国内最大級の「外国人活躍支援サミット 2020」に登壇し、「正
規雇用の外国人材における採用市場動向～外国人材×地方転職という視点から～」をテーマにセミナーを行います。 

【本件の概要】 
10 月 6 日（火）・7 日（水）の 2 日間、

外国人雇用協議会が、オンラインにて開催する
「外国人活躍支援サミット 2020」を開催します。
10 月 6 日は、オープニングから、株式会社リンク
アンドモチベーション取締役・木通浩之氏が登壇
し、その後も自民党幹事長特別補佐・前参議
院議員の木村義雄氏や株式会社スリーイーホー
ルディングス代表取締役 CEO・北中彰氏（モデ
レーター）など、続々と各分野のスペシャリストに
よる講演やパネルディスカッションが予定されています。当社代表・横川は 2 日目の 10 月 7 日に登壇いたします。 

 

外国人雇用協議会の理事も務めている横川の登壇テーマは、「正規雇用の外国人材における採用市場動向～外国
人材×地方転職という視点から～」。日本国内で近年大きな課題となっている各地方の労働人口不足の問題を、年々
増加している外国人労働者の理解を深めることによって解決するべく、外国籍人材×地方エリアの視点から、今後の展望
を語ります。Daijob.com の登録者データに基づき、各地方へ勤務を希望する外国人材のスキルや経験、転職動機につ
いてなど、最新の求職者・企業の採用動向を分析し、雇用促進から地方経済の活性化へと役立つ情報を提供いたしま
す。 

 

 

 

【リリースのポイント】 
■10 月 6・7 日に国内最大級の無料オンラインイベント「外国人活躍支援サミット 2020」開催 

■当社代表・横川がセミナーテーマ「正規雇用の外国人材における採用市場動向～外国人材×地方転職という視点
から～」で登壇 

10 月 6・7 日、外国人雇用のスペシャリストが集結！ 

国内最大級の無料オンラインイベントに当社代表・横川友樹が登壇 

「正規雇用の外国人材における採用市場動向～外国人材×地方転職という視点から～」 
 

■本件に関するお問い合わせ■ 

 ヒューマングローバルタレント株式会社 事業推進室 岩木 

TEL：03-6682-5443     FAX：03-6682-5485     Email：info@daijob.com 



■サミット概要 

 

開催日時：2020 年 10 月 6 日（火） 14 時 00 分～21 時 30 分 

2020 年 10 月 7 日（水） 10 時 00 分～21 時 00 分 ＜Track（セミナー）毎にお申し込みください
＞ ※当社・横川の登壇は、11 時 00～11 時 50 分 

閲覧方法：Zoom から配信。以下のフォームからサミット参加のお申し込みができます。お申し込みいただいた方に後日、
閲覧用の URL がメールで届きます。セミナーを視聴希望の方は別途 Track ごとにお申し込みください。 

参加費：両日とも無料 

定員：先着 3000 名 

登壇者：外国人活躍に関わるキーパーソン・スペシャリスト・有識者 

※サミット出演順（出演の重複は割愛させていただきました） 

木通 浩之（株式会社リンクアンドモチベーション 取締役） 

木村 義雄 (自民党幹事長特別補佐・自民党外国人労働者等特別委員会特別相談役・前参議院議員) 

北中 彰（ミャンマー・ユニティ 最高顧問） 

柴崎 洋平 (フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長) 

玉井 稔也 (株式会社 ORJ 代表取締役社長) 

牧 直道 (USEN-NEXT HOLDINGS・㈱Next Innovation 代表取締役) 

竹内 優明希 (レバレジーズオフィスサポート取締役） 

梅澤 高明 (A.T.カーニー日本法人 会長) 

ロバート・フェルドマン (モルガン・スタンレーMUFG 証券 シニアアドバイザー) 

岸 博幸 (慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授） 

毛受 敏浩 (日本国際交流センター 執行理事) 

竹内 幸一 (株式会社グローバルパワー 代表取締役) 

後藤 裕幸 (株式会社グローバルトラストネットワークス 代表取締役社長) 

原 英史 (株式会社政策工房 代表取締役社長) 

横川 友樹（ヒューマングローバルタレント株式会社 代表取締役社長） 

後藤 裕幸（株式会社グローバルトラストネットワークス 代表取締役社長） 

齋藤 友佑（株式会社リンクジャパンキャリア 代表取締役社長） 

工藤 尚美（株式会社オリジネーター 取締役 専務執行役員） 

 

メディアパートナー：フジサンケイビジネスアイ・The Japan Times 

後援：新経済連盟 

 

参加申し込みはこちら：https://jaefn.or.jp/summit/ 

 

※Zoom 大シャッフル交流会を同時開催 

開催日時：10 月 6 日 19 時 30 分～21 時 30 分 

        10 月 7 日 12 時 00 分～12 時 50 分 

        10 月 8 日 19 時 00 分～21 時 00 分 

 

 

 

 

 

https://jaefn.or.jp/summit/


■登壇者・横川友樹 プロフィール 

ヒューマングローバルタレント株式会社 代表取締役 ／ 一般社団法人外国人雇用協議会 

理事 

2007 年に早稲田大学スポーツ科学部卒業。株式会社ベイカレント・コンサルティングにてビジ
ネスプロデューサー職を担当後、2010 年よりヒューマングローバルタレント株式会社にて勤務。
メディア営業部、事業推進室、人材紹介部にて営業・マーケティング業務を経て、2020 年よ
り現職。当社主催イベントや他社開催セミナーの講演にも複数回登壇しています。また、人材
業界誌大手『ポーターズマガジン』からのインタビューを含むビジネス・人材系メディアにも登場するなど、グローバル人材の転
職市場に深い知見を持っています。 

 

■本イベントの主催団体 

一般社団法人外国人雇用協議会                                                      

外国人雇用協議会は、故・堺屋太一氏によって、2016年4

月に設立されました。日本の言語・文化・ビジネス習慣に通じ
た質の高い外国人を、日本のビジネス社会で最大限に活躍できる環境を整えることを目的に活動しています。 

URL：https://jaefn.or.jp// 

 

■ヒューマングローバルタレント株式会社について 

バイリンガルのための転職・求人情報サイト Daijob.com は 1998 年にオープンして以来日本をはじめ、中国、北米、ヨー
ロッパなど、世界27カ国・3,270社以上の企業からバイリンガル採用の高い評価を得てきました。現在はグローバル人材と、
国際的な視野を持った人材を探す企業や紹介会社との架け橋になるため、Daijob.com をはじめ、転職フェア、人材紹
介などさまざまなグローバル人材事業を展開しています。 

 

■ヒューマングループについて 

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と多岐にわたる事業を展開しています。
1985 年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを
最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内300拠点以上、海外8カ国14法人のネットワークでお客様に質の
高いサービスを提供しています。 

●ヒューマンホールディングス WEB サイト：https://www.athuman.com/ 

 

会社概要 

ヒューマングローバルタレント株式会社 

●代表者：代表取締役 横川 友樹 ●所在地：東京都港区赤坂 1 丁目 7 番 1 号 赤坂榎坂ビル 5F 

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、人材紹介事業、イベント事業 

●資本金：1,000 万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com 

 

 ■事業に関するお問い合わせ■ 

 ヒューマングローバルタレント株式会社 事業推進室 岩木 

TEL：03-6682-5443     FAX：03-6682-5485     Email：info@daijob.com 

■本件に関するお問い合わせ■ 

 ヒューマングループ 広報担当 外川 

TEL：03-6846-8002     FAX：03-6846-1220    Email：kouhou@athuman.com 

https://jaefn.or.jp/
https://www.athuman.com/

