
管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

北海道
10月24日

13:30～16:00
平成２６年３月新規高卒者就職面接会 中嶋神社　蓬らい殿(室蘭市） 事前登録要

10月25日
13:00～16:00

平成２５年度新規高卒者就職促進会 旭川グランドホテル（旭川市）

10月29日
13:00～16:00

平成２５年度新規高卒者就職面接会 ホテル日航ノースランド帯広（帯広市）

11月1日
13:30～15:30

平成２５年度新規高卒者就職促進会 グランドパーク小樽（小樽市） 事前登録要

11月6日
13:00～16:00

平成２５年度新規高卒者就職面接会in函館 ロジワールホテル函館（函館市） 事前登録要

11月7日
13:00～16:00

平成２５年度新規高等学校就職促進会 札幌パークホテル（札幌市）

11月11日
13:00～16:30

新規高卒者就職フェア ホテルベルクラシック北見（北見市） 事前登録要

11月12日
13:00～15:30

平成２６年３月卒年度新規高卒者就職促進会 グランドホテルニュー王子（苫小牧市） 事前登録要

11月13日
13:00～16:00

平成２５年度新規高卒者就職促進会 釧路キャッスルホテル（釧路市） 事前登録要

青森
11月13日

13:30～16:00
平成２６年３月新規高等学校卒業予定者「就職面談会」 八戸プラザホテルアーバンホール（八戸市） 参加方法：学校集約

11月14日
13:30～16:00

平成２６年３月新規高等学校卒業予定者就職面談会
ベストウエスタンホテルニューシティ弘前（弘前
市）

参加方法：学校集約

岩手
10月下旬

13:00～16:00
平成２５年度　花巻・北上地区新規高等学校卒業者就職面談会 グランシェール花巻（花巻市） 事前登録要

10月下旬
13:30～16:00

一関地区新規高等学校卒業者就職面談会 ベリーノホテル一関（一関市） 事前登録要

10月下旬
13:30～16:00

平成25年度胆江地区新規学校卒業者就職面接会 プラザイン水沢（奥州市） 事前登録要

宮城
10月22日

13:00～15:30
新規高卒者就職面接会【石巻会場】 石巻市総合体育館（石巻市）

10月31日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会【仙台会場】 仙台サンプラザホール（仙台市）

11月8日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会【古川会場】 大崎市総合体育館（大崎市）

11月8日
10:00～12:30

新規高卒者ミニ就職面接会【仙台会場】 AER(アエル）（仙台市）

秋田
10月17日

13：00～16：00
仙北地域新規高卒者就職面接会 フォーシーズン（大仙市）

10月30日
14：00～16：30

由利地域高校生就職面接会 由利本荘文化交流館カダ―レ（由利本荘市）

11月15日（金）
13：00～16：00

秋田地域高校生就職面接会 秋田ビューホテル（秋田市）

山形
9月30日

14:00～16:00
障害者面接会 ハローワーク村山（村山市） 事前登録要

福島
10月22日

13:30～16:00
新規高卒者就職面接会（白河会場） ホテルサンルート白河（西白河郡） 事前登録要

10月24日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会（福島会場） コラッセふくしま（福島市）

10月30日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会（会津若松会場） アピオスペース（会津若松市） 事前登録要

11月6日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会（いわき会場） いわきワシントンホテル椿山荘（いわき市）

11月13日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会（郡山会場） ビッグパレットふくしま（郡山市） 事前登録要

未定 新規高卒者就職面接会（南相馬会場） ロイヤルホテル丸屋（南相馬市） 事前登録要

栃木
10月28日

13:30～16:00
きたとちぎ高校新卒者合同就職面接会 カシマウエディングリゾート（大田原市）

11月1日
13:00～16:00

栃木県央高校新卒者合同就職面接会 ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）

11月8日
13:30～16:00

南とちぎ高校新卒者合同就職面接会 サンプラザ（栃木市）

群馬
10月30日

13:00～16:00
「2013ぐんま がんばれ高校生」高校新卒者就職面接会　① グリーンドーム前橋（前橋市）

10月31日
13:00～16:00

「2013ぐんま がんばれ高校生」高校新卒者就職面接会　② 太田ナウリゾートホテル（太田市）

11月6日
13:00～16:00

「2013ぐんま がんばれ高校生」高校新卒者就職面接会　③ ビエント高崎（高崎市）

埼玉
10月23日

13:00～16:00
平成25年度所沢・飯能地区新規高等学校卒業予定者就職面接会

所沢市民文化センターミューズ２階展示室（所
沢市）

高等学校ごとに参加生徒数を事前申込

10月28日
13:00～16:00

ちちぶの求人企業合同就職面接会 秩父神社　参集殿（秩父市）

11月18日
13:00～16:00

平成26年3月新規高等学校卒業予定者就職説明会 大宮ソニックシティ（さいたま市）

11月26日
13:30～16:00

「新規高校卒業予定者」就職面接会 越谷市中央市民会館（越谷市）

千葉
10月21日

13:00～16:00
新規高卒者就職面接会 ホテルポートプラザちば（千葉市） 事前登録要

10月29日
14:00～16:00

未定 ハローワーク木更津会議室（木更津市）

10月31日
13:00～16:00

未定 船橋市民文化創造館きららホール（船橋市）

11月
13:15～16:00

平成２５年度新規高等学校卒業予定者就職面接会 未定

11月13日
13:00～15:30

平成25年度新規高卒者就職面接会 松戸商工会議所5F大会議室（松戸市）

11月18日
14:00～16:00

平成２５年度新規高等学校卒業予定者就職面接会
銚子市保健福祉センター
すこやかまなびの城（銚子市）

東京
10月23日～25日

14:00～17:00
第1回高校生のための就職面接会

東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア
（新宿区）

10月30日
13:00～16:00

第1回高校生のための就職面接会 パレスホテル立川（立川市）

平成26年３月卒業予定高校生対象就職面接会、企業説明会等開催予定表
※平成25年9月13日以降開催予定の高校生を対象とした就職面接会、企業説明会等を掲載しています。（113回）
※変更の可能性もありますので、詳細については各都道府県労働局にお問い合わせください。
※各都道府県労働局のホームページに参加企業等の情報を順次掲載しております。管轄労働局名をクリックすると各都道府県労働局の
　ホームページを閲覧することができますので、ご参照ください。 (面接会が終了次第、参加企業等の情報の掲載も終了します。）



管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

神奈川
10月17日

13：00～16：00
高校生就職フェアPart2 新都市ホール（横浜市）

10月22日
13：00～16：00

湘南・西湘高卒者企業説明会 平塚プレジール（平塚市）

10月25日
13：00～16：00

就職のための企業説明会 オークラフロンティアホテル海老名（海老名市）

10月29日
13：00～16：00

ハロージョブフェスタ２ 川崎フロンティアビル２階（川崎市）

富山
11月13日

13：30～16：00
2013人材マッチングフェア 高岡テクノドーム（高岡市）

11月14日
13：30～16：00

ハローワーク魚津・滑川　人材マッチングフェア 新川文化ホール展示ホール（富山市）

山梨
10月21日

13:00～16:00
高校生合同就職面接会（甲府会場） ベルクラシック甲府（甲府市）

10月23日
13:00～16:00

南アルプス市企業ガイダンス 桃源文化会館（南アルプス市）

10月24日
13:00～16:00

笛吹市就職ガイダンス 笛吹市八代総合会館（笛吹市）

10月29日
14:00～16:00

高校生合同就職面接会（富士吉田会場） ハイランドリゾートホテル＆スパ（富士吉田市）

長野
11月

13:00～16：00
東信地域就職面接会 上田市 参加方法：参加申込書提出

11月
13:00～16：00

飯伊地域就職面接会 飯田市

岐阜
11月21日

13:00～16:00
第２回みのかもジョブフェア２０１３ 美濃加茂市生涯学習センター（美濃加茂市）

静岡
10月31日

13：30～16：00
高校生ＪＯＢフェア

アクトシティ浜松   展示イベントホール（浜松
市）

11月13日
13：30～16：00

高校生ＪＯＢフェア キラメッセぬまづ  展示ホール（沼津市）

11月20日
13：30～16：00

高校生ＪＯＢフェア グランシップ　大ホール・海（静岡市）

愛知
10月25日

13:00～16:00
平成26年3月新規高卒者企業説明会　西三河会場

刈谷市産業振興センター　あいおいホール（刈
谷市）

11月6日
13:00～16:00

平成26年3月新規高卒者企業説明会　東三河会場
ホテルアソシア豊橋
5階　ザ　ボールルーム（豊橋市）

11月13日
10:00～15:30

平成26年3月新規高卒者企業説明会　名古屋・尾張会場
愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）
7階展示場（名古屋市）

11月25日
13:00～16:00

平成２６年３月新規高卒者合同企業説明会ｉｎ岡崎 岡崎市竜美丘会館ホール（岡崎市）

三重
10月18日

13:30～15:30
津・松阪地域高校生就職面接会 プラザ洞津（津市）

10月22日
13:30～15:30

みえ高校生就職ガイダンス2013
四日市市文化会館　展示室（１・２階）（四日市
市）

10月22日
13:30～16:00

新規高等学校卒業予定者就職面接会 三重県伊賀庁舎　７階大会議室（伊賀市）

10月29日
13:30～15:30

平成26年3月新規学校等卒業予定者の就職面接会 伊勢商工会議所（伊勢市）

滋賀
11月20日

平成26年３月新規高等学校卒業予定者就職相談会 クサツエストピアホテル（草津市） 事前登録要（学校ごとに参加希望者を集約）

京都
11月12日

13:15～16:30
高校生企業説明会（福知山会場） 未定 事前登録要

11月22日
14:00～17:00

高校生企業説明会（京都駅前会場） 未定 事前登録要

大阪
11月5日

12:00～16:00
平成２６年３月高等学校卒業予定者合同求人説明会 大阪府立体育会館（大阪市）

兵庫
11月6日

14:00～16:00
西はりま新規高卒者　求人企業説明会 姫路キヤッスルホテル（姫路市）

11月8日
13:30～16:00

高校生の2013ＪＯＢフェアin播磨 加古川プラザホテル（加古川市） 学校を通じて事前申込

11月11日
13:00～16:00

阪神地域　新規高卒者就職フェア 都ホテルニューアルカイック（尼崎市） 事前登録要

11月13日
13:00～16:00

神戸地域新規高卒者就職フェア ホテルオークラ神戸（神戸市） 事前登録要

和歌山
11月1日

13:30～15:30
新規高等学校卒業予定者企業説明会 ガーデンホテルハナヨ（田辺市）

11月7日
13:30～15:30

新規高等学校卒業予定者企業説明会 アバローム紀の国（和歌山市）

11月25日
13:00～16:00

わかやま就職フェア2013 ダイワロイネットホテル（和歌山市）

鳥取
11月7日

13:30～16:00
新規高等学校卒者予定者就職面接会米子会場 米子ワシントンホテルプラザ（米子市） 参加方法：学校集約

11月12日
13:30～16:00

新規高等学校卒者予定者就職面接会鳥取会場 白兎会館（鳥取市） 参加方法：学校集約

11月13日
13:30～16:00

新規高等学校卒者予定者就職面接会倉吉会場 ホテルセントパレス倉吉（倉吉市） 参加方法：学校集約

岡山
11月12日

13:00～15:00
総社市高卒者就職フェア（仮称） 総社市総合福祉センター（総社市） 事前登録要

広島
10月25日

13:30～16:00
就職ガイダンスｉｎひがしひろしま

アクアパーク（東広島運動公園）
体育館（サブアリーナ）（東広島市）

参加方法：高校から参加人数を事前連絡

11月3日
庄原市合同就職面接会 未定

山口
10月23日

10:00～12:00
ふるさと山口就職説明会（高校の部） 山口グランドホテル（山口市） 学校を通じて事前申込

10月25日
10:00～12:00

ふるさと山口就職説明会（高校の部）
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
（周南市）

学校を通じて事前申込

徳島
11月5日

13：00～16：00
ジュニアマッチングフェア ホテルクレメント徳島４F（徳島市）

香川
11月中旬

高校生就職面談会（予定） 未定

愛媛
10月5日

13:30～15:30
宇和島地域合同就職面接会

宇和島市役所　２Ｆ　大ホール（予定）（宇和島
市）

既卒者、一般求職者も対象。

10月8日
13:30～16:00

就職面接会 今治地域地場産業振興センター（今治市） 既卒者、一般求職者も対象。

11月27日
13：30～16：00

高卒企業説明会 松山市総合コミュニティセンター（松山市）

高知
11月6日

12:30～16:30
 平成25年度高校新卒者就職面談会 高知市文化プラザかるぽーと（高知市） 事前登録要



管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

福岡
11月12日

12：00～16：30
福岡ブロック新規高卒者就職面談会 ソラリア西鉄ホテル（福岡市） 事前登録要

11月15日
12：30～16：30

南部ブロック新規高卒者就職面談会 久留米リサーチ・パーク（久留米市） 事前登録要

11月19日
12：30～16：30

筑豊ブロック新規高卒者就職面談会 のがみプレジデントホテル（飯塚市） 事前登録要

11月27日
12：00～16：30

北九州地域新規高卒者就職面談会 西日本総合展示場ＡＩＭビル３Ｆ（北九州市） 事前登録要

佐賀
11月6日

12：30～16：30
平成25年度ハイスクール・ジョブフェア 佐賀県総合体育館　大競技場（佐賀市） 事前登録要

長崎
10月21日

13：00～16：00
平成２６年３月新規高等学校卒業予定者合同企業面談会（長崎会場） 長崎県立総合体育館（長崎市） 学校を通じて事前申込

10月22日
13：00～16：00

平成２６年３月新規高等学校卒業予定者合同企業面談会（諌早会場） ホテルグランドパレス諌早（諫早市） 学校を通じて事前申込

10月23日
13：00～16：00

平成２６年３月新規高等学校卒業予定者合同企業面談会（佐世保会場） 佐世保市体育文化館（佐世保市） 学校を通じて事前申込

熊本
10月23日

13：00～16：00
高校生のための就職フェア 2013 グランメッセ熊本（益城町） 高校ごとに参加生徒数を事前に申込

大分
11月中旬

13：30～16：00
平成２５年度第１回「高校生のための就職面接会」 未定

宮崎
11月8日

13：00～17：00
平成26年3月新規高等学校卒業予定者就職面接・相談会（ジュニアワークフェア） 宮崎観光ホテル(予定）（宮崎市）

11月12日
13：00～16：00

平成２６年３月新規高等学校卒業予定者就職・面接相談会（ジュニアワークフェア） 中山荘（都城市）

11月13日
13：00～16：00

平成２６年３月新規高等学校卒業予定者就職・面接相談会（ジュニアワークフェア） 延岡総合文化センター（延岡市）

鹿児島
10月29日

13：00～17：00
高校生のための就職面接会in鹿児島 鹿児島アリーナ（鹿児島市） 事前登録要

沖縄
9月26日

12:45～16：30
平成26年3月新規高卒者県内就職面接会 沖縄コンベンションセンター展示場（宜野湾市）

10月29日
12:45～16：30

平成26年3月新規高卒者県外就職面接会 沖縄コンベンションセンター展示場（宜野湾市）

11月6日
13:00～16：00

新規学卒者パワフルサポートプログラム合同就職説明会・面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

11月11日
（仮）新規高卒者県内就職面接会（北部地区） 名護市民会館（名護市）


