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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：

東京都新宿区、以下「当社」）の代表取締役・横川友樹が、2021 年 11 月 5 日（金）に、大規模セミナー「外国人

活躍支援サミット 2021～次世代日本人とつくるコロナ後の共生社会～」の無料講演・パネルディスカッションへ登壇いたし

ます。 

 

【本件の概要】 

 外国人雇用のスペシャリストが、一堂に集結する「外

国人雇用協議会」主催のサミットが、リアル・オンライン

の両方で 11 月 5 日（金）・6 日（土）に開催され

ます。著名人による基調講演やパネルディスカッションが

開かれ、リアルの会場となる東京浜松町には、外国人

を採用したい一般企業向けのサービスを持った企業が、

ブース展示やセミナーを行います。セミナー終了後には、

外国人材専⾨企業・教育機関・生活支援企業・専⾨

家等と、外国人採用を考える企業とのビジネスマッチングのための大交流会も開かれます。 

 

当社代表・横川は、11 月 5 日（金）15:00～15:50

に、「with コロナの『選ばれる国』ロードマップ」をテーマとしたパ

ネルディスカッションに登壇します。1 年以上にわたるコロナ禍

を経た現在、今後のグローバル経済やグローバル人材の動き

について、著名人の方々とディスカッションいたします。 

 

 

 

 

 

【本件のポイント】 

■2021 年 11 月５日（金）・6 日（土）に、一般社団法人「外国人雇用協議会」主催の「外国人活躍支援サミット 2021

～次世代日本人とつくるコロナ後の共生社会～」が開催される 

■当社代表・横川が、「with コロナの『選ばれる国』ロードマップ」をテーマにパネルディスカッションに登壇 

厚生労働省、新経済連盟後援「外国人活躍支援サミット 2021」 
11 月 5 日（金）・6 日（土）開催 

～アフターコロナの「外国人雇用」再活性化を見据えた動きは？～ 



 

【サミット概要】 

■開催日時： 

2021 年 11 月 5 日（金）10:00～19:00 （※弊社横川は、15:00～15:50 に登壇） 

2021 年 11 月 6 日（土）10:00～16:00 

■会場：東京都立産業貿易センター浜松町館（JR⼭⼿線 浜松町駅(北⼝)から約 350m 徒歩 5 分） 

■後援：厚生労働省、新経済連盟 

■入場料：無料（事前登録、当日登録可） 

■開催内容： 

・セミナー <11月5日（金）11:00～17:00> 

外国人雇用やサポート分野のスペシャリストが登壇 

・ブース展示【有料にて募集中】 <11月5日（金）10:00～17:00、6日（土）10:00～16:00> 

外国人を採用したい一般企業向けに提案したいサービスを持つ企業のブース展示 

※ブース展示は「インターナショナルジョブフェア東京」の「企業サポートサービスコーナー」になります。 

・大交流会 【有料にて募集】<11月5日（金）17:15～19:00> 

併設会場で、リアル大交流会を開催。参加費１名 5,000 円（展示社、セミナー登壇者に無料招待枠も設定）。外国

人材専⾨企業・教育機関・生活支援企業・専⾨家等と、外国人採用を考える企業とのビジネスマッチングのための大交

流会です（リアル開催のみ） 

※11/５に東京都で緊急事態宣言が発出されている場合は、大交流会は中止し、返金いたします。 

 

■公式 HP：https://jaefn.or.jp/summit_top/  

 ※リアル聴講、オンライン視聴、ブース展示、交流会のお申込みは公式 HP から 

 

 

■11/5（金）「講演・パネルディスカッション」のテーマと登壇者（敬称略）＜10:00～17:00＞ 

・10:00～10:10 オープニング  

株式会社リンクアンドモチベーション 取締役・会員理事：木通 浩之 

 

・10:10～11:00 特別鼎談「日本復権に向けた攻めの外国人受入れとは？」 

慶應義塾大学 名誉教授・顧問：竹中 平蔵、参議院議員：片⼭ さつき、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：柴崎 洋平 

 

・11:10～12:00 パネルディスカッション 1「外国人×企業×ダイバーシティ&インクルージョン」 

EDAS 理事長・インクルシティ研究所所長：田村 拓、WAmazing 株式会社 代表取締役：加藤 史子、経営エッ

セイスト 巴創業塾主宰：藻谷 ゆかり、行政書士明るい総合法務事務所 代表 特定行政書士・会員理事：長岡 

由剛 

 

・13:00～13:50 パネルディスカッション 2「徹底討論～特定技能の成功パターン～」 

リフト株式会社 代表取締役・会員理事：杉村 哲人、株式会社ヒューマンパワー 代表取締役社長・会員理事：

新井 永鎮、株式会社ダイブ 外国人人材サービスユニット マネージャー・会員：菅沼 基、株式会社 ORJ 代表取締

役社長・会員：玉井 稔也、株式会社 one visa 代表取締役・会員：岡村 アルベルト 

 

 

https://jaefn.or.jp/summit_top/


・14:00～14:50 パネルディスカッション 3「定着・活躍のために必要な外国人支援とは」 

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・会員理事：後藤 裕幸、株式会社オリジネーター 取締

役専務執行役員・会員理事：工藤 尚美、明光ネットワークジャパン HR ソリューション事業部部長・会員理事：小西 

悠太、株式会社 YOLO JAPAN 代表取締役・会員：加地 太祐、株式会社セブンーイレブン・ジャパン 加盟店サポー

ト部グローバル人材支援 GM：安井 誠 

 

・15:00～15:50 パネルディスカッション 4「with コロナの『選ばれる国』ロードマップ」 

 株式会社グローバルパワー 代表取締役・会員理事：竹内 幸一、公益財団法人 日本国際交流センター 執行理

事 外国人材の受入れに関する円卓会議 事務局長・顧問：毛受 敏浩、国立大学法人群馬大学 大学教育・学

生支援機構 教授：結城 恵、JICA 上席審議役「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」(JP-MIRAI) 事

務局：宍戸 健一、ヒューマングローバルタレント株式会社 代表取締役・会員理事：横川 友樹 

 

・16:00～16:50 パネルディスカッション 5「転換点を迎えた日本と外国人雇用」 

一社）外国人雇用協議会 代表理事・会員理事：原 英史、モルガン・スタンレーMUFG 証券 シニアアドバイザー：ロ

バート フェルドマン、内閣官房参与 慶應義塾大学 教授・顧問：岸 博幸、株式会社 Next Innovation 代表取

締役社長・会員理事：牧 直道、弁護士法人 Global HR Strategy 代表社員弁護士・法律顧問：杉田 昌平 

 

・16:50～17:00 エンディング 

登壇者：北中 彰・ミャンマーユニティ 最高顧問・会員理事 

 

※11/5「セミナー」の登壇者は公式 HP をご覧ください。 

 

■主催：一般社団法人外国人雇用協議会 

■メディアパートナー：株式会社ジャパンタイムズ 

■本件に関するお問い合わせ： 

一般社団法人外国人雇用協議会（担当：実行委員長 北中彰、および事務局）：info@jaefn.or.jp 

 

【登壇者プロフィール】 

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 ／ 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。グローバル人材の

採用において、1200 社以上に携わってきた経験を活かし、当社主催イベントや他社開催セミナーの講

演に多数登壇しています。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。 

 

「一般社団法人外国人雇用協議会」について                                                    

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// 
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■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 年のオープンより日本を

中心に、累計登録者数 60 万人、求人掲載数常時 10,000 件以上と、世界 27 カ国・

3,270 社以上の外資・日系グローバル企業から高い評価を得てきました。他にも海外転職専

⾨の「Working Abroad」や、バイリンガル×ビジネス・プロフェッショナルに特化した「Daijob Specialists」シリーズの転職サイト

を展開し、ダイレクトリクルーティングを含め、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの場を提供しています。 

 

■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、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高

齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に

取り組み、独自のビジネスモデルを展開してきました。 

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられた SDGｓ（持続可能

な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGｓへの貢献を通じて、「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づく

りに貢献していきます。 ●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：東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 25 号 西新宿プライムスクエア 2F 

●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 

■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：03-6680-6412     FAX：03-6680-6464     Email：info@daijob.com 

■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 原、若林 

Email：kouhou@athuman.com 

https://www.athuman.com/
https://www.daijob.com/

