
管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

北海道
12月5日

13:00～16:00
新規高卒者就職促進会 旭川グランドホテル（旭川市）

1月25日
13:00～16:00

第２回新規高卒者就職面接会 とかちプラザ（帯広市）

青森
12月7日

13:00～16:30
平成25年3月新規高等学校卒業予定者就職面談会 ホテル青森（青森市） 参加方法：学校より参加人数を事前連絡

岩手
12月6日

もりおか新卒者就職面談会 ホテルメトロポリタン本館（盛岡市）

宮城
11月27日

10:00～12:30
新卒面接会（ミニ）～in仙台～ AER(アエル）（仙台市）

11月28日
10:00～12:30

新卒面接会（ミニ）～in仙台～ AER(アエル）（仙台市）

秋田
11月27日

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）

１2月7日
13：00～16：00

仙北地域雇用促進就職面接会 大仙市大曲交流センター(大仙市）

山形
11月27日

13:30～15:30
新規高卒者就職面談会 グランドホクヨウ（米沢市）

茨城
12月4日
13：00～

いばらきジョブフェスタin神栖 鹿島セントラルホテル（神栖市）

12月4日
13：00～

いばらきジョブフェスタin結城 結城市民情報センター（結城市）

12月5日
13：00～

いばらきジョブフェスタin常総 常総市生涯学習センター（常総市）

12月6日
13：00～

いばらきジョブフェスタin土浦 ホテルマロウド筑波（土浦市）

12月6日
13：00～

いばらきジョブフェスタin日立 ホテル　テラス　ザ　スクエア日立（日立市）

埼玉
11月27日

平成２５年３月新規高等学校卒業予定者就職面接会 越谷市中央市民会館４階会議室（越谷市）

11月28日
平成２５年３月新規高等学校卒業予定者企業説明・面接会

川口駅前市民ホール
「フレンディア」（川口市）

12月11日
ハローワーク川越・東松山新規高等学校卒業者就職面接会 ラ・ボア・ラクテ（川越市）

1月23日
平成２５年３月新規高等学校卒業予定者第２回就職面接会 大宮ソニックシティ地下展示場（さいたま市）

千葉
11月27日

13：00～16：15
平成25年3月新規高等学校卒業予定者就職面接会 船橋市民文化創造館（きららホール）（船橋市） 受付開始12：00～

神奈川
12月13日

13：00～16：30
高校生就職フェアPart3 新都市ホール（横浜市）

新潟
12月5日

13：30～16：00
新発田・村上地域高校生就職面接会 新発田市地域交流センター（新発田市）

12月12日
13：30～16：00

十日町地区合同就職面接会 クロス10（十日町市）

富山
12月11日

両立支援企業限定　合同企業面接会 とやま自遊館 １Ｆホール（富山市）

福井
12月12日

13：30～16：00
丹南就職面接会２０１２ 鯖江市嚮陽会館多目的ホール（鯖江市）

1月5日
13:20～16:00

２０１３ふるさと就職フェアin若狭 ＪＡ若狭会館大ホール（小浜市）

2月 新規学卒者就職応援面接会 未定

山梨
11月29日

13:00～16:00
笛吹市就職ガイダンス 笛吹市スコレーセンター（笛吹市）

12月7日
13:00～16:00

北杜市就職ガイダンス 須玉ふれあい館（北杜市）

12月14日
13:00～16:00

平成25年3月新規学卒者等合同就職面接会 ベルクラシック甲府（甲府市）

1月22日
13:00～16:00

やまなし就職フェア ベルクラシック甲府（甲府市）

長野
12月3日

13:00～16：00 就職面接会・冬の陣 長野県松本勤労者福祉センター（松本市）

岐阜
11月29日

ハローワーク多治見管内合同企業説明会 セラトピア土岐（土岐市）

12月3日
高校生企業説明会 ハートフルスクエアーＧ（岐阜市）

12月11日
第２回みのかもジョブフェア２０１２ 生涯学習センター（美濃加茂市）

静岡
1月15日

13：30～16：00
第２回高校生JOBフェア グランシップ（静岡市）

1月22日
13：30～16：00

第２回高校生JOBフェア 沼津卸商社センター（駿東郡）

1月29日
13：30～16：00

第２回高校生JOBフェア アクトシティ浜松（浜松市）

愛知
12月7日

13:00～16:00
平成25年3月新規高卒者合同企業説明会in半田

半田市福祉文化会館中央公民館　講堂（半田
市）

12月10日
13:00～16:00

平成25年3月新規高卒者合同企業説明会in一宮・津島
一宮地場産業ファッションデザインセンター1F
展示ホール（一宮市）

12月11日
13:00～16:00

平成25年3月新規高卒者合同企業説明会in豊田
豊田産業文化センター1F　多目的ホール（豊田
市）

12月13日
13:00～16:00

平成25年3月新規高卒者合同企業説明会in豊橋 豊橋商工会議所3F　ホール（豊橋市）

12月18日
13:00～16:00

平成25年3月新規高卒者合同企業説明会in名古屋
名古屋栄ビルディング12F　大会議室（名古屋
市）

三重
1月下旬

第１回合同企業フェア 松阪市

2月中旬
第２回合同企業フェア 津市

2月下旬
第３回合同企業フェア 四日市市

京都
11月28日

13:15～16:30
高校生企業説明会 （福知山会場） マリアージュ福知山（福知山市）

兵庫
12月1日

地元の企業を知ろう！「企業紹介フェア２０１２」 丹波市柏原住民センターアリーナ（丹波市）

奈良
12月4日
 12:00～

近畿圏ジョブカフェ合同企業説明会 マイドームおおさか（大阪市）

平成25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24年11月27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。（71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。）

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://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://chiba-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://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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和歌山
12月6日

13:00～16:00
わかやま就職フェア２０１２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市）

12月21日
13:00～16:00

わかやま企業説明会（新宮） 新宮地域職業訓練センター（新宮市）

1月18日
13:00～15:30

橋本・伊都地域企業合同面談会 橋本商工会館（橋本市）

1月23日
13:00～15:30

企業合同面談会（田辺） ガーデンホテルハナヨ（田辺市）

岡山
11月27日

平成24年度新規学卒者等合同就職面接会(岡山会場)
岡山県総合グラウンド体育館(桃太郎アリーナ)
（岡山市）

山口
12月18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） 来春高卒者は要事前連絡

徳島
1月23日

若年者等就職マッチングフェア ホテルクレメント徳島（徳島市）

愛媛
11月28日

13：30～16：00
新規高卒予定者対象会社説明会 松山市総合コミュニティセンター（松山市）

11月29日
13：30～16：00

平成２４年度合同就職面接会【西条地域】 西条市総合文化会館小ホール（西条市）

12月4日
13：30～16：00

平成２４年度合同就職面接会【宇和島会場】
宇和島市総合福祉センター４Ｆ　ホ－ル（宇和島
市）

2月6日
13：00～16：00

合同就職面接会
ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）
２Ｆ真珠の間（松山市）

高知
1月29日

13:00～15:30
あき就職面接会 安芸商工会館（安芸市）

2月6日
13:00～15:30

こうち就職フェア２０１３ 高知市文化プラザ　かるぽーと7F（高知市）

2月13日
12:30～15:30

はた地域就職面接会 JA高知はた会館（四万十市）

2月15日
13:00～15:30

四万十町就職面接会 四万十町農村環境改善センター（高岡郡）

福岡
12月3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（北九州市）

熊本
2月5日

高校生のための就職フェア第２回 熊本市流通情報会館（熊本市）

宮崎
1月11日

福祉関係事業所を介した
面接会 ハローワークプラザ宮崎（宮崎市）

2月22日
平成2４年度冬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）

鹿児島
1月17日

「鹿児島地区」高校生のための就職面接会 鹿児島商工会議所（アイム）ビル４Ｆ（鹿児島市）

沖縄
12月19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企業説明会・面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

1月30日
13:00～16：30

平成25年新規学卒者（高校・大学等）県内就職面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

2月26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企業説明会・面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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