
【参考】

管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考

岩手 11月28日 13:00 ～ 16:30 いわて就職面接会Ⅳ ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING（盛岡市） 一般求職者も対象

秋田 12月30日 12:00 ～ 15:00 Ａターンフェア in 秋田 秋田拠点センター アルヴェ （秋田市）
秋田県外在住の秋田へのUIJターン（Ａターン）希望
者、その家族、知人を主とするが、秋田県内在住
者、学生も参加可能。

山形 12月15日 13:00 ～ 15:00 ハローワークさがえ就職面談会 寒河江市文化センター（寒河江市） 一般求職者も対象

福島 12月16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） 大学等新卒者及び大学等既卒者

12月23日 10:00 ～ 16:00 ふくしま大卒等合同就職面接会 ビッグパレットふくしま（郡山市） 大学等新卒者及び大学等既卒者

茨城 12月6日 12:00 ～ 15:00 いばらき就職面接会 ホテルレイクビュー水戸（水戸市） 既卒3年以内の求職者も対象

栃木 1月22日 12:20 ～ 16:00 とちぎで働こう！大卒等の合同就職面接会 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

2月1日 13:30 ～ 16:00 とちぎ就職支援合同面接会 栃木県庁講堂（宇都宮市） 既卒3年以内の求職者も対象

2月2日 13:30 ～ 16:00 とちぎ就職支援合同面接会 栃木県庁講堂（宇都宮市） 一般求職者も対象

3月5日 13:30 ～ 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

群馬 11月24日 13:00 ～ 16:00 おおた若年者正社員就職面接会 クワトロ・スタジオーニ・マリエール太田（太田市） 45歳未満の求職者も対象

埼玉 11月21日 14:00 ～ 16:00 熊谷地域若年者就職面接会 熊谷市立勤労会館 大ホール（熊谷市） 45歳未満の求職者も対象

12月1日 13:00 ～ 15:00 地元企業就職面接会 浦和コミュニティセンター（さいたま市）

12月12日 12:00 ～ 16:00 埼玉県南部地域合同企業面接会 川口駅前市民ホール「フレンディア」（川口市） 40歳未満の求職者も対象

千葉 11月22日 10:30 ～ 16:00 新規大卒者等就職応援フェア in ちば 京葉銀行文化プラザ（千葉市） 45歳未満の求職者も対象

12月16日 9:30 ～ 13:00 面接会及び説明会 いすみ市大原文化センター（いすみ市） 福祉の仕事に興味のある方対象

12月17日 9:30 ～ 13:00 面接会及び説明会 いすみ市大原文化センター（いすみ市） 福祉の仕事に興味のある方対象

東京 11月29日 13:45 ～ 16:00 新卒・既卒者対象 就職面接会 港区商工会館（港区） 既卒者も対象

11月28日 14:00 ～ 17:00 企業説明会＆面接会 ハローワーク八王子（八王子市） 既卒者も対象、予約制

12月14日 13:30 ～ 16:30 東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会(12月)
東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア（新
宿区）

既卒者も対象

12月15日 13:30 ～ 16:30 東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会(12月)
東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア（新
宿区）

既卒者も対象

神奈川 11月24日 13:00 ～ 16:40 川崎・小田原新規大卒者等合同企業説明会ｉｎ専修大学
専修大学サテライトキャンパス アトラスタワー
向ヶ丘遊園２階（川崎市）

既卒3年以内の求職者も対象

1月25日 13:00 ～ 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25日 13:00 ～ 16:00 さがみはら新規大学卒業予定者等就職面接会
麻布大学８号館７階百周年記念ホール（相模原
市）

既卒3年以内の求職者も対象

1月30日 12:00 ～ 16:00 平成２９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3年以内の求職者も対象

富山 11月28日 10:30 ～15:30 若者のための合同企業説明会 富山県民共生センター ２階ホール（富山市） 既卒者も対象

12月30日 10:30 ～15:30 若者のための合同企業説明会 とやま自遊館ホール(富山市） 既卒者も対象

1月25日 10:30 ～ 15:30 若者のための合同企業説明会 富山県民共生センター ２階ホール（富山市） 既卒者も対象

石川 12月22日 10:00 ～ 16:00 若者のための企業ガイダンス＆就職面接会 石川県本多の森庁舎（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 12月9日 13:00 ～ 16:00 わかもの就職応援面接会 in ふくい フェニックス・プラザ（福井市） 35歳未満の求職者も対象

山梨 11月18日 13:30 ～ 16:00 ほくと就職ﾌｪｱ スパティオ小淵沢（北杜市） 一般求職者、ＵＩJターン就職希望者も対象

11月24日 13:00 ～ 16:00 第2回 仕事探し応援！合同就職面接会 ベルクラシック甲府（甲府市） 一般求職者、ＵＩJターン就職希望者も対象

12月6日 14:00 ～ 16:00 富士・東部地域 介護就職デイ（郡内） 富士吉田市民会館（富士吉田市） 福祉関係職種の希望者対象

長野 11月24日 13:30 ～ 16:00 飯伊地域 新卒・わかもの応援就職面接会 飯田文化会館会議室（飯田市） 35歳未満の求職者も対象

11月24日 12:00 ～ 16:00 合同就職面接会 メルパルク長野（長野市） 35歳未満の求職者も対象

岐阜 11月22日 13:30 ～ 15:30 就職面談会 高山市民文化会館(高山市） 一般求職者、ＵＩJターン就職希望者も対象

12月1日 13:00 ～ 17:00 オール岐阜・企業フェス 岐阜メモリアルセンター（岐阜市） 大学等卒業年次前学生、新卒者及び第二新卒者

12月2日 10:00 ～ 17:00 オール岐阜・企業フェス 岐阜メモリアルセンター（岐阜市） 大学等卒業年次前学生、新卒者及び第二新卒者

静岡 11月24日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職相談会
静岡県総合社会福祉会館 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

12月1日 12:00 ～ 16:00 第３回大学生等就職フェア キラメッセぬまづ 多目的ホール（沼津市）

12月11日 12:00 ～ 16:00 第３回大学生等就職フェア アクトシティ浜松 展示ベントホール（浜松市）

12月15日 12:00 ～ 16:00 第３回大学生等就職フェア グランシップ 大ホール・海（静岡市）

12月19日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職相談会
静岡県総合社会福祉会館 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19日 13:30 ～ 16:00 若年者就職フェア アクトシティ浜松 展示ベントホール（浜松市） 45歳未満の求職者も対象

1月19日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職相談会
静岡県総合社会福祉会館 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 11月17日 14:00 ～ 16:00 平成29年度就職ミニ説明会（第6回） ウインクあいち７階展示場（名古屋市） 45歳未満の求職者も対象

11月22日 14:00 ～ 16:00 大学生等就職応援ミニ面接会 中日ビル10階セミナールーム（名古屋市） 既卒3年以内の求職者も対象

三重 12月6日 13:00 ～ 16:00 若者応援就活フェアｉｎ四日市 四日市市文化会館（四日市市） 35歳未満の求職者も対象

滋賀 2月16日 13:30 ～ 16:00 SHIGAジョブフェア（就職フェア） クサツエストピアホテル（草津市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

2月16日 12:30 ～ 15:00 SHIGAジョブフェア（業界研究会） クサツエストピアホテル（草津市）
平成３１年３月大学等卒業予定者、一般求職者、既
卒3年以内の求職者も対象

平成30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11月17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102回）
※特段の記載が無い限り、既卒者も対象です。
※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

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kanagawa-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/home.html
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
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/home.html


管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考開催時間

京都 12月11日 11:00 ～ 19:00 KYOTOジョブフェア みやこめっせ（京都市） 既卒者、留学生も対象

12月11日 15:00 ～ 19:00 京都インターンシップフェア みやこめっせ（京都市） 大学等卒業年次前学生、新卒者及び留学生

1月18日 13:00 ～ 16:00 新卒者及び若年者向け合同就職面接会 みやこめっせ（京都市） 35歳未満の求職者も対象

大阪 11月22日 13:30 ～ 17:30 レギュラーマッチングブース＋「デザイン系職種」編 大阪新卒応援ハローワーク （大阪市） 既卒者も対象

12月1日 13:30 ～ 17:30 拡大レギュラーマッチングブース「年内内定ゲット」編 大阪新卒応援ハローワーク （大阪市） 既卒者も対象

1月19日 13:30 ～ 17:30 「集まれ！既卒者&第2新卒者」合同企業面接会（仮） 大阪新卒応援ハローワーク （大阪市） 既卒者対象

兵庫 11月21日 13:30 ～ 15:30 ハロ！ハロ！マル得ミニ面接会 姫路公共職業安定所 大会議室（姫路市） 既卒５年以内の求職者も対象

11月29日 13:00 ～ 16:00 合同就職面接会２０１７ｉｎ伊丹
伊丹商工プラザ６階マルチメディアホール（伊丹
市）

一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

12月15日 13:00 ～ 16:00 わかもの応援 就職面接会ｉｎたじま 但馬地域地場産業振興センター（豊岡市） 既卒3年以内の求職者、35歳未満の求職者も対象

1月5日 13:30 ～ 15:30 UIJターン応援就職フェアｉｎたんば・冬 篠山市民センター（篠山市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

奈良 11月22日 12:45 ～ 14:30 医療・福祉分野合同面接会（大和高田所・大和郡山所共催） 王寺町地域交流センター（北葛城郡王寺町） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

11月22日 10:00 ～ 12:00 正社員面接会（東樹脂工業）
ハローワーク大和高田 小会議室（大和高田
市）

一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

11月24日 14:00 ～ 16:00 介護就職デイ面接会 五條市役所会議室（五條市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

11月27日 13:00 ～ 15:00 ハローワークミニ面接会（ソラスト） ハローワーク下市 会議室（下市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

11月27日 12:45 ～ 14:30 昭和工業団地協議会 企業合同面接会 大和郡山市商工会館 ３Ｆ（大和郡山市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

11月28日 13:30 ～ 15:30 ハローワークミニ面接会（山食） ハローワーク下市 会議室（下市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

11月30日 13:00 ～ 16:00 福祉分野就職面接会（一体的実施事業） 奈良県文化会館（奈良市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

12月1日 13:00 ～ 14:30 介護職ミニ面接会（医療法人 明樹会）
ハローワーク大和郡山 ２Ｆ会議室（大和郡山
市）

一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

12月8日 10:00 ～ 11:30 介護職ミニ面接会（社福 白鳳会）
ハローワーク大和郡山 ２Ｆ会議室（大和郡山
市）

一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

12月11日 10:00 ～ 15:00 製造業ミニ面接会（サンデリカ）
ハローワーク大和郡山 ２Ｆ会議室（大和郡山
市）

一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

12月12日 10:00 ～ 15:00 製造業ミニ面接会（サンデリカ）
ハローワーク大和郡山 ２Ｆ会議室（大和郡山
市）

一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

12月20日 12:00 ～ 17:00 ならジョブカフェ企業合同説明会（若年者地域連携事業） 奈良県文化会館（奈良市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

1月22日 13:00 ～ 16:00 福祉分野就職面接会（一体的実施事業） 奈良県社会福祉総合センター（橿原市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

1月30日 11:00 ～ 16:00 輝くあなたの求人説明会（奈良県一体的実施事業 みらい） 奈良県文化会館（奈良市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

2月19日 12:00 ～ 18:00 NARAジョブフェア（合同企業説明会） ホテル日航奈良（奈良市） 一般求職者、既卒3年以内の求職者も対象

2月19日 12:00 ～ 18:00 NARAジョブフェア（業界研究会） ホテル日航奈良（奈良市）
平成３１年３月大学等卒業予定者、一般求職者、既
卒3年以内の求職者も対象

和歌山 11月20日 13:00 ～ 16:00 わかやま就職フェア２０１７ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市） 一般求職者も対象

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

1月15日 13:00 ～ 16:00 わかやま就職フェア２０１８ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市） 一般求職者も対象

鳥取 12月7日 13:00 ～ 16:00 とっとり合同企業説明会 ホテルモナーク鳥取（鳥取市） 一般求職者も対象

12月8日 13:00 ～ 16:00 とっとり合同企業説明会 ホテルセントパレス倉吉（倉吉市） 一般求職者も対象

12月11日 13:00 ～ 16:00 とっとり合同企業説明会 米子ワシントンホテルプラザ（米子市） 一般求職者も対象

12月27日 11:00 ～ 16:00 とっとり企業紹介フェア 鳥取産業体育館（鳥取市）
平成31年3月大学等卒業予定者対象
※平成30年3月大学等新卒者も参加は可能

島根 11月28日 13:00 ～ 16:00 合同企業説明会 ニューウエルシティ出雲 牡丹の間（出雲市） 島根県内での就職を希望する者

12月6日 13:00 ～ 16:00 合同企業説明会 くにびきメッセ大展示場（松江市） 島根県内での就職を希望する者

12月28日 10:00 ～ 16:00 年末ジャンボしまね企業博 くにびきメッセ大展示場（松江市） 大学、短大、高専、専修学校に在学中の学生

岡山 11月17日 13:30 ～ 16:00 新規学卒者等合同就職面接会 岡山県総合グラウンド体育館（岡山市） 既卒者も対象

12月18日 12:30 ～ 15:30 おかやま就活フェス おかやま未来ホール（岡山市） 45歳未満の求職者も対象

広島 12月15日 14:00 ～ 16:30 ミニ面接会（栄養士・保育士）
広島新卒応援ハローワーク５階セミナー室（広
島市）

既卒者も対象

山口 1月29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 11月24日 13:30 ～ 15:30
平成29年 吉野川地域就職マッチングフェア＆ふれあい就職面接会（障害
者就職面接会）

吉野川市文化研修センター（吉野川市） 一般求職者・訓練修了（予定）者も対象

愛媛 12月27日 13:00 ～ 17:00 合同就職面接会 松山市総合コミュニティセンター（松山市）
既卒3年以内の求職者、35歳未満の求職者も対象
1日目：企業プレゼンテーション
（保護者等の参加対象者以外の参加も可）

12月28日 10:00 ～ 15:30 合同就職面接会 松山市総合コミュニティセンター（松山市）
既卒3年以内の求職者、35歳未満の求職者も対象
２日目：就職面接会

福岡 1月25日 12:00 ～ 16:00 福岡合同会社説明会 JR博多シティ 9F JR九州ホール 既卒3年以内の求職者も対象

佐賀 12月5日 13:30 ～ 16:00 会社説明会＆面接会 ハローワーク佐賀 ３Ｆ相談室（佐賀市）
事前申込
既卒者も対象

2月7日 13:00 ～ 15:30 福祉マンパワー合同就職面接会 佐賀県総合体育館 大競技場（佐賀市）
福祉の仕事に関心のある方、学校の進路指導担当
者対象

2月15日 13:00 ～ 15:00 企業合同求人説明会in武雄 武雄市文化会館(武雄市） 既卒者、一般求職者も対象

熊本 12月4日 13:00 ～ 16:00 若者応援宣言企業合同就職面接会 くまもと県民交流館パレア（熊本市） 既卒者も対象

大分 12月29日 12:00 ～ 15:00 UIJターン希望者・新規大卒者等合同企業面接会 レンブラントホテル大分（大分市）
既卒3年以内の求職者、ＵＩJターン就職希望者も対
象

宮崎 11月24日 13:00 ～ 16:00 就職面接会（高校等） 宮崎市民プラザ４階（宮崎市） 既卒3年以内の求職者も対象

鹿児島 12月5日 13:00 ～ 17:00 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） 既卒者も対象

沖縄 12月5日 13:00 ～ 16:00 第2回就活パワフルサポート合同就職説明会・面接会 沖縄コンベンションセンター展示棟（宜野湾市）
高校新卒者及び高校既卒者も対象
高校の場合は学校を通して申込

http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shimane-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html

