
【参考】

管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考

北海道 2月7日 10:00 ～ 16:00 新規学校卒業者就職面接会 札幌パークホテル（札幌市） 既卒者も対象

青森 1月26日 13:30 ～ 16:00 平成２９年３月新規大学等卒業予定者就職面談会 ホテル青森（青森市） 既卒者も対象

岩手 1月27日 13:00 ～ 16:00 二戸地域合同企業面談会 二戸ロイヤルパレス(二戸市） 一般求職者対象

1月30日 14:00 ～ 15:30 地域のしごと就職面談会 宮古地域合同庁舎 ４階共用会議室（宮古市）
管内の一般求職者も対象
当日訪問カード提出

2月7日 13:30 ～ 15:30 保育のしごと就職面談会 一関公共職業安定所３階会議室（一関市）
保育士免許保持者又は保育関連求人に応募希望す
る求職者
事前申込（当日受付も可）

2月18日 13:00 ～ 16:00 就職相談会「ＷｉｎｔｅｒＣｈａｎｃｅ２０１７」
大船渡市市民文化会館リアスホール（大船渡
市）

3月14日 12:00 ～ 16:00 もりおか就職ガイダンス ホテルメトロポリタン盛岡（盛岡市） 既卒者も対象

3月17日 13:30 ～ 15:30 中東北就職ガイダンスin一関 なのはなプラザ２階（一関市） 一般求職者、既卒者、ＵＩＪターン就職希望者も対象

3月22日 いわてで働こう！合同企業説明会 ホテル東日本盛岡（盛岡市） 既卒者も対象

宮城 2月23日 13:00 ～ 15:30 みやぎ新規大卒等就職面接会 アエル（仙台市） 既卒者も対象

秋田 3月27日 合同企業説明会 秋田ビューホテル（秋田市）予定 既卒者も対象

山形 2月7日 13:00 ～ 16:00 平成28年度「ハローワーク就職面接会inやまがた」 山形ビッグウィング（山形市）
既卒者も対象
高校卒業予定者は学校の引率者が必要

2月15日 13:30 ～ 16:00 ハローワーク就職面接会ｉｎ米沢 グランドホクヨウ(米沢市) 既卒3年以内の求職者も対象

3月6日 13:00 ～ 16:30 オールやまがた2018ハローワーク学生企業説明会 山形ビッグウィング（山形市）

3月10日 11:00 ～ 16:00 山形ワークフェスｉｎ東京
新宿エルタワー３０階 サンスカイルーム（東京
都新宿区）

ＵＩＪターン就職希望者も対象

3月19日 10:30 ～ 16:00 ２０１７やまがた産業・企業・就職ガイダンス
東京都立産業貿易センター台東館（東京都台東
区）

Ｕターン就職希望者も対象

福島 1月28日 10:00 ～ 16:00 ふくしま大卒等合同就職面接会 コラッセふくしま（福島市） 既卒者も対象

2月14日 9:00 ～ 16:00 若年者合同企業説明会in福島 コラッセふくしま（福島市）
既卒者も対象
学生の事前申込不要

3月8日 10:00 ～ 16:00 ふくしま大卒等就職ガイダンス ビッグパレットふくしま（郡山市）
（学生用）東京新宿西口⇔ビッグパレット福島間シャ
トルバス要予約

3月10日 10:00 ～ 17:00 ふくしま大卒等就職ガイダンス 秋葉原ＵＤＸ（東京都千代田区）

茨城 2月2日 13:30 ～ 15:30 ひたちおおたで働こう！常陸太田市就職面接会
常陸太田市民交流センター パルティホール（常
陸太田市）

事前申込（当日受付も可）
一般求職者、ＵＩＪターン就職希望者も対象

栃木 1月25日 13:00 ～ 16:00
ユースエール認定企業・若者応援宣言企業限定 とちぎで働こう！大卒等
就職面接会

ホテル東日本宇都宮（宇都宮市） 既卒3年以内の求職者も対象

3月16日 13:00 ～ 16:00 おやま地区大卒等合同企業説明会 小山グランドホテル（小山市） 既卒3年以内の求職者も対象

3月21日 13:00 ～ 16:00 来て・見て・聞いて！鹿沼求人企業説明会 鹿沼商工会議所 アザレアホール （鹿沼市） 既卒3年以内の求職者も対象

埼玉 1月25日 13:00 ～ 16:00 上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会【就職面接会】 伊奈町総合センター２階（北足立郡) 45歳未満の求職者も対象

2月7日 13:00 ～ 16:00 第２回若者就職面接会
富士見市民文化会館 キラリ★ふじみ（富士見
市）

40歳未満の求職者も対象

2月13日 15:15 ～ 16:30 ちちぶの求人企業合同就職面接会 秩父神社参集殿２階（秩父市） 既卒3年以内の求職者も対象

2月24日 13:00 ～ 16:00 県東地域保育士合同就職面接会 越谷サンシィティーホール(越谷市)
保育士免許保持者又は保育関連求人に応募希望す
る求職者対象

千葉 2月7日 9:30 ～ 15:00 福祉のしごと ｉｓｕｍｉで働こう！ ハローワークいすみ （いすみ市） 福祉の仕事に興味のある方対象

東京 2月2日 13:30 ～ 16:30 第３回 新規大学者等 合同就職面接会 新宿ＮＳビル「ＮＳイベントホール」（新宿区） 既卒者も対象

神奈川 1月25日 12:45 ～ 16:00 あつぎ「正社員」就職説明会＆面接会 厚木商工会議所（厚木市） 40歳未満の求職者も対象

1月31日 12:00 ～ 16:00 平成28年度冬 川崎市新規大卒者等合同企業就職面接会 川崎フロンティアビル２階KCCIホール（川崎市） 既卒者も対象

2月7日 13:00 ～ 16:00 西湘地区就職面接会 小田原市民会館（小田原市） 既卒者、一般求職者も対象

2月9日 13:00 ～ 16:00 よこはま新規大学等卒業予定者・既卒者就職面接会 新都市ホール そごう横浜店９階（横浜市） 既卒者も対象

新潟 2月6日 13:00 ～ 16:30 若者のための就職フェア（合同企業説明会） 朱鷺メッセ（新潟市） 45歳未満の求職者も対象

3月10日 13:30 ～ 16:00 さどトキめき就職ガイダンス"春" 金井コミュニティセンター（佐渡市） 既卒者も対象

富山 1月25日 13:30 ～16:00 若者のための合同企業説明会ｉｎとやま サンフォルテ（富山市） 既卒者、ＵＩＪターン就職希望者も対象

3月17日 13:30 ～ 16:00 射水市合同企業説明会 高周波文化ホール１階展示室（射水市）

石川 2月18日 9:30 ～ 12:30 いしかわ合同企業面接会 石川県地場産業振興センター(金沢市)
事前申込（当日受付も可）
35歳未満の求職者も対象

福井 3月4日 11:00 ～ 17:00 ふるさと企業魅力発見キャリアフェア サンドーム福井(越前市)

3月5日 10:00 ～ 15:00 大学生等企業説明会 プラザ萬象 大ホール（敦賀市） 既卒者、ＵＩＪターン就職希望者も対象

3月11日 13:20 ～ 16:00 2017ふるさと就職フェアin若狭 福井県立若狭図書学習センター（小浜市） 既卒者も対象

山梨 1月20日 13:30 ～ 15:30 ハローワーク鰍沢・富士宮・富士合同就職面接会 富士宮市民文化会館(富士宮市) 一般求職者、既卒者、ＵＩターン就職希望者も対象

2月1日 13:30 ～ 16:00 南ｱﾙﾌﾟｽ市 求職者と企業の合同就活フェア 桃源文化会館（南ｱﾙﾌﾟｽ市） 一般求職者、既卒者、ＵＩターン就職希望者も対象

3月4日 13:30 ～ 16:00 北杜市就職ガイダンス 北杜市長坂総合支所(北杜市) 一般求職者、既卒者、ＵＩターン就職希望者も対象

未定

平成29年３月卒業予定大学生等対象就職面接会、企業説明会等開催予定表
※平成29年1月20日以降開催予定の大学生等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。（計120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。）

開催時間

未定

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考開催時間

長野 2月10日 13:00 ～ 16:00 上田地域就職面接会 上田東急ＲＥＩホテル（上田市）※予定 一般求職者も対象

2月16日 13:00 ～ 16:00 北信地域合同就職面接会 メルパルク長野（長野市） 45歳未満の求職者、ＵＩターン就職希望者も対象

2月28日 13:00 ～ 15:30 松本地区合同就職面接会 東急ＲＥＩホテル（松本市） 一般求職者も対象

3月6日 13:00 ～ 16:00 上伊那地区企業説明会
伊那市生涯学習センター いなっせ６階ホール
（伊那市）

既卒3年以内の求職者も対象

3月10日 13:30 ～ 16:30 諏訪地域合同就職説明会２０１８（諏訪地域開催） マリオローヤル会館（茅野市） 既卒者も対象

3月14日 13:00 ～ 16:00 企業説明会ｉｎ松本 東急ＲＥＩホテル（松本市） 既卒者も対象

3月23日 13:30 ～ 16:30 諏訪地域合同就職説明会２０１８（東京開催） ＢＩＺ新宿（東京都新宿区） 既卒者も対象

岐阜 2月10日 14:00 ～ 18:00 郡上市合同企業説明会In名古屋 ウインクあいち ９階会議室９０７（名古屋市） 既卒5年以内の求職者、UIターン就職希望者も対象

3月15日 9:00 ～ 17:00 大学生等向けリレー方式会社説明会 中津川文化会館（中津川市） 既卒者も対象

3月9日 13:00 ～ 16:00 ハローワーク多治見管内合同企業説明会 可児市福祉センター(可児市） 既卒者、一般求職者も対象

3月10日 13:00 ～ 16:00 恵那企業説明会 恵那市市民会館（恵那市） 既卒者、Ｕ・Ｉターン就職希望者も対象

静岡 1月20日 13:30 ～ 15:30 平成28年度 ハローワーク富士宮・富士・鰍沢 合同就職面接会
富士宮市民文化会館 ２階小ホール（富士宮
市）

一般求職者も対象

1月23日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職面接会 静岡県社会福祉会館 シズウェル（静岡市） 福祉の仕事を希望する又は興味のある方

1月25日 13:00 ～ 16:00 2017 若者就職ガイダンス グランシップ交流ホール（静岡市） 45歳未満の求職者も対象

2月14日 13:00 ～ 16:00 正社員就職面接会 キラメッセ沼津（沼津市） 一般求職者も対象

2月17日 13:00 ～ 16:00 平成28年度東部地域合同就職面接会（仮称） ふじさんめっせ 会議室兼小展示場（富士市） 45歳未満の求職者も対象

2月20日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職面接会 静岡県社会福祉会館 シズウェル（静岡市） 福祉の仕事を希望する又は興味のある方

3月10日 13:00 ～ 16:30 「企業・学生交流会」（新年度向け） 沼津合同庁舎5F会議室（沼津市） 事前申込

3月16日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職面接会 静岡県社会福祉会館 シズウェル（静岡市） 福祉の仕事を希望する又は興味のある方

愛知 1月20日 13:30 ～ 16:00 正社員就職の実現に向けた「合同就職フェア」
イオンモール名古屋茶屋 イオンホール（名古
屋市）

ハローワークに求職登録している方は、ハローワー
クカードを持参。雇用保険受給中の方は、雇用保険
受給資格者証を持参。

1月26日 14:00 ～ 16:00 就職ミニ説明会in刈谷 刈谷公共職業安定所 別棟会議室（刈谷市） 45歳未満の求職者も対象

三重 1月20日 13:30 ～ 16:00 ハローワーク合同就職フェア
イオンモール名古屋茶屋店 イオンホール（名
古屋市）

45歳未満の求職者も対象

2月8日 13:00 ～ 16:00 若者応援就活フェアin津 アスト津 ４階アストホール（津市） 既卒3年以内の求職者も対象

滋賀 2月9日 13:00 ～ 16:00 高島のシゴトと人のマッチング事業 合同就職面接会 今津サンブリッジホテル（高島市）
一般求職者も対象
会社見学バスツアーは事前申し込みが必要

2月21日 13:00 ～ 16:00 滋賀学生・若年者就職フェア2016 クサツエストピアホテル（草津市） 45歳未満の求職者も対象

京都 2月22日 13:00 ～ 17:00 第三回適職発見フェアin京都 京都テルサ（京都市） 既卒者、45歳未満の求職者も対象

2月27日 13:00 ～ 16:00 就職先発見！就職面接会 京都テルサ（京都市） 既卒者、35歳未満の求職者も対象

3月8日 未定 京都テルサ（京都市） 既卒者、35歳未満の求職者も対象

大阪 1月20日 13:00 ～ 17:00 プチ拡大レギュラーマッチングブース「医療・福祉系合同企業説明会」 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市） 既卒者も対象

2月3日 13:00 ～ 18:00 拡大レギュラーマッチングブース「事務職」編 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市） 既卒者も対象

2月17日 13:00 ～ 15:30 岸和田・貝塚合同就職面接会 岸和田市立浪切ホール（岸和田市） 一般求職者も対象

3月3日 13:00 ～ 18:00 拡大レギュラーマッチングブース「4月入社」編（仮） 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市） 既卒者も対象

3月9日 13:00 ～ 17:00 雇用管理の優良な企業の合同説明会（仮）
OMMビル（大阪マーチャンダイズ・マートビル）
2階展示ホールＡ（大阪市）

兵庫 1月24日 13:00 ～ 15:30 西宮市若年者就職面接会 西宮市役所 東館8階大ホール（西宮市） 45歳未満の求職者も対象

1月27日 13:00 ～ 15:30 あまが「すき」就職面接会 尼崎商工会議所ビル（尼崎市） 一般求職者も対象

1月27日 14:00 ～ 16:00 ふるさと若者就職フェア２０１７ 但馬地域地場産業振興センタ－（豊岡市） 既卒3年以内の求職者、35歳未満の求職者も対象

2月3日 13:30 ～ 15:00 就職面接相談会in北播磨 西脇ロイヤルホテル（西脇市） 一般求職者も対象

2月7日 13:30 ～ 16:00 合同就職面接会in川西 アステホール（川西市） 既卒3年以内の求職者、40歳未満の求職者も対象

2月8日 13:30 ～ 15:30 2017ＪＯＢフェアｉｎ播磨 加古川プラザホテル（加古川市） 45歳未満の求職者も対象

2月10日 13:00 ～ 16:00 SELECTION2017 大学生等対象就職面接会 神戸国際展示場１号館 ２階展示室B（神戸市） 既卒者も対象

2月16日 13:00 ～ 15:30 三田地域合同就職面接会
三田市まちづくり協働センター多目的ホール（三
田市）

既卒3年以内の求職者、一般求職者も対象

2月21日 13:30 ～ 15:30 姫路地域わかもの就職応援面接会 姫路キヤッスルホテル（姫路市） 45歳未満の求職者も対象

2月22日 13:30 ～ 16:00 合同就職面接会 かじやの里 メッセみき（三木市） 一般求職者も対象

3月5日 14:00 ～ 16:30 西はりま就職フェアｉｎあこう 赤穂市民会館（赤穂市） 45歳未満の求職者も対象

3月11日 13:30 ～ 15:30 兵庫県北播磨地域就職面接説明会in大阪 大阪新卒応援ハローワーク（大阪府大阪市） 一般求職者も対象

3月23日 13:00 ～ 16:00 たつの市就職・定住フェア２０１６冬（仮） たつの市青少年館ホール（たつの市） 45歳未満の求職者も対象

奈良 1月25日 12:45 ～ 16:00 福祉職ｄａあいフェア 奈良ロイヤルホテル（奈良市） 福祉の仕事を希望する又は興味のある方

3月10日 12:00 ～ 17:00 ＮＡＲＡ企業合同説明会（一体的実施事業） 奈良県文化会館（奈良市） 既卒3年以内の求職者、40歳未満の求職者も対象

3月16日 10:00 ～ 16:00 就職応援フェア 企業合同説明会（奈良ジョブカフェ） 春日野国際フォーラム（奈良市）

和歌山 1月28日 13:00 ～ 15:30 田辺就職フェア 紀南文化会館（田辺市） 既卒者、一般求職者も対象

2月18日 13:00 ～ 16:00 第２回わかやま就職フェア 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市） 既卒者、一般求職者も対象

鳥取 2月1日 13:00 ～ 16:00 とっとり就職フェア2017・2月 鳥取産業体育館（鳥取市） 既卒者、一般求職者も対象

2月2日 13:00 ～ 16:00 とっとり就職フェア2017・2月 米子ワシントンホテルプラザ（米子市） 既卒者、一般求職者も対象

3月16日 11:00 ～ 16:30 とっとり企業ガイダンス 米子コンベンションセンター（米子市）

岡山 1月26日 13:00 ～ 16:00 おかやま就職面接会
岡山コンベンションセンター２Ｆレセプションホー
ル・201会議室 （岡山市）

35歳未満の求職者も対象

2月22日 13:30 ～ 16:00 若者たちの就職面接会
岡山県総合グランド体育館 ジップアリーナ岡山
（岡山市）

45歳未満の求職者も対象

広島 1月20日 13:30 ～ 16:00 広島県北部・島根県南部地域緊急合同就職面接会 グランラセーレ三次（三次市） 既卒者、一般求職者も対象

2月17日 15:00 ～ 18:30 就活フェスタ2017（正社員面接会） 広島県立総合体育館（広島市） 既卒者、35歳未満の求職者も対象

午後

http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考開催時間

山口 2月16日 10:00 ～ 16:00 ふるさと山口企業合同就職フェア 山口グランドホテル（山口市）
一般求職者も対象
午前・午後で企業入替制

徳島 1月30日 13:00 ～ 16:00 合同就職面談会 あわぎんホール（徳島市）
既卒3年以内の求職者、訓練修了予定者を含む45
歳未満の求職者も対象

2月24日 13:00 ～ 16:00 春・就職 とくしまの企業面接会 あわぎんホール（徳島市）
既卒3年以内の求職者、45歳未満の一般求職者も
対象

香川 3月2日 13:00 ～ 16:00 かがわーくフェア（春の就職面接会＆企業説明会） サンメッセ香川大展示場（高松市） 既卒者、一般求職者も対象

3月10日 13:30 ～ 16:30 東かがわ就職面接会・企業説明会 東かがわ市交流プラザ（東かがわ市） 一般求職者、既卒者、ＵＩJターン就職希望者も対象

高知 2月15日 13:00 ～ 15:30 こうち就職フェア2017 高知市文化プラザかるぽーと（高知市） 一般求職者も対象

2月23日 13:00 ～ 16:00 合同就職面接会 高知市文化プラザかるぽーと（高知市） 既卒者も対象

福岡 1月27日 13:00 ～ 17:00 福岡合同会社説明会＆面接会 アクロス福岡イベントホール（福岡市） 既卒3年以内の求職者も対象

2月7日 12:00 ～ 17:00 大学等就職説明会＆面接会 エルガーラホール８階大ホール（福岡市） 既卒3年以内の求職者も対象

佐賀 1月25日 若年者向け会社説明会＆ミニ面接会 ハローワーク伊万里 ２階会議室（伊万里市）
事前申込（当日受付も可）
35歳未満の求職者も対象

2月8日 13:30 ～ 15:30 第2回福祉マンパワー 福祉のしごと就職面接会 佐賀県総合体育館（佐賀市）
福祉の仕事に関心のある方、学校の進路指導担当
者

長崎 3月8日 県内企業合同説明会（仮） 長崎大学体育会（長崎市）

3月16日 大卒等合同企業説明会 佐世保市体育文化館（佐世保市） 事前申込（当日受付も可）

宮崎 1月30日 13:00 ～ 16:00 平成28年度みやざき若者就職フェア JAアズム 大ホール（宮崎市） 既卒者、45歳未満の一般求職者も対象

3月13日 13:00 ～ 16:30 平成28年度春のみやざき就職フェア シーガイアコンベンションセンター（宮崎市） 既卒者、一般求職者も対象

鹿児島 1月29日 13:00 ～ 15:30 合同企業面接会 奄美観光ホテル（奄美市） 一般求職者も対象

2月21日 13:00 ～ 16:30 大学生等就職面接会in鹿児島 鹿児島サンロイヤルホテル（鹿児島市） 既卒3年以内の求職者も対象

未定

未定

未定

http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

