
（別紙４）

管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

北海道
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）

2月5日
10:00～16:00

新規学校就職面接会 札幌パークホテル（札幌市）

2月6日
13:30～16:00

平成２４年度新規高等学校就職促進会(第２回） 釧路キャッスルホテル（釧路市）

2月7日
13:00～16:00

第2回新規高卒就職面接会in函館 ロワジールホテル函館（函館市）

2月7日
13:00～15:30

平成２４年度　第二回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）

岩手
2月1日

13:30～15:00
２０１３ふるさと就職ガイダンス ホテルサンルート釜石（釜石市）

2月7日
14:30～16:30

合同就職面接会『Ｗｉｎｔｅｒ　Ｃｈａｎｃｅ２０１３』
大船渡市民文化会館リアスホール１階
マルチスペース（大船渡市）

2月8日
13:30～15:00

２０１３ふるさと就職ガイダンス あえりあ遠野　交流ホール（遠野市）

宮城
1月29日

13：00～１5：00
平成２５年３月新規高等学校卒業者第２回職面接会【石巻会場】

ハローワーク石巻立町臨時庁舎会議室（石巻
市）

1月31日
13：30～１5：30

平成２５年３月新規高等学校卒業者第２回職面接会【大崎会場】 宮城県大崎合同庁舎１階大会議室（大崎市）

2月4日
13：00～１6：00

平成２５年３月新規高等学校卒業者第２回職面接会【仙台会場】 仙台サンプラザ（仙台市）

秋田
1月24日

13:30～15:30
平成25年3月高等学校卒業予定者新春就職面接会 秋田ビューホテル(秋田市）

1月29日
13:30～15:30

就職面接会 横手セントラルホテル　ラ・ポート（横手市）

山形
2月20日

13:00～16:30
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）

2月21日
13:00～15:30

「ワークチャンス２０１３酒田・春」　就職面接会 酒田勤労者福祉センター（酒田市）

福島
2月5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）

2月7日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会福島会場 ウェディングエルティ（福島市）

2月7日
13:00～16:00

新規高卒者就職面接会いわき会場 いわき産業創造館ラトブ6階（いわき市）

2月14日
13:00～16:00

就職フェアｉｎあいづ アピオスペース（会津若松市）

茨城
2月1日

第2回　いばらきジョブフェスタin水戸 ホテルレイクビュー水戸（水戸市）

2月14日
第2回　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）

栃木
1月21日

第2回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)

群馬
2月19日

ヤングハローワーク２０１３就職面接会 グリーンドーム前橋（前橋市）

埼玉
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）

2月1日
上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会「就職面接会」 上尾市文化センター２階（上尾市）

2月21日
春日部地域合同就職面接会

春日部市商工振興センター４階講堂（春日部
市）

2月26日
平成２５年３月新規高等学校卒業予定者第３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
1月29日

10：00～12：00
14：00～16：00

新規学卒者就職面接会 ハローワーク木更津（木更津市）
午前と午後の二部入替制。
既卒3年以内の方及び大学等卒業予定者も
対象。

2月1日
14：00～16：00

福祉の仕事　面接会 成田市中央公民館（成田市） 大学等卒業予定者及び一般求職者も対象。

2月1日
13：00～16：00

～卒業前集中支援～いちかわ若者就職面接会 市川グランドホテル（市川市）
受付12：00～　既卒3年以内の方及び大学
等卒業予定者も対象。

2月5日
13：00～16：00

平成24年度新規高卒者就職面接会 ホテルポートプラザ千葉（千葉市）

2月8日
13：00～16：00

若年者就職ミニ面接会 浦安市民プラザＷａｖｅ101（浦安市）
新規高卒予定者を含む18歳～39歳までの
方が参加対象。

2月19日
14：00～16：00

新規学卒者就職面接会 ハローワーク木更津（木更津市）
既卒3年以内の方及び大学等卒業予定者も
対象。

2月22日
調整中

平成24年度　第2回新規高等学校卒業予定者就職面接会 加良部公民館（成田市）

東京
2月4～5日

14：00～17：00
第2回高校生のための就職面接会in新宿

東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」
（新宿区）

2月7日
13：00～16：00

第2回高校生のための就職面接会in立川 パレスホテル立川（立川市）

神奈川
2月7日

13：00～16：00
高校生就職フェアPart4 新都市ホール（横浜市）

石川
1月29日

13：00～16：00
第2回高校生のための就職面接会

石川県地場産業振興センター
新館1階コンベンションホール（金沢市）

学校を通じて事前申込みが必要。

福井
2月10日

13:00～16:00
ふくい福祉就職フェア

ユー・アイふくい（福井県生活学習館）多目的
ホール
（福井市）2月13日

13:30～16:00
新規学卒者就職応援面接会 福井県産業会館２号館（福井市）

山梨
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）

1月30日
13:00～16:30

やまなし農業就職ガイダンス・合同就職面接会 ベルクラシック甲府(甲府市） 既卒者、一般求職者も対象。

2月15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）

長野
1月29日

9:00～11:30 ミニ就職面接会（上田） ハローワーク上田会議室

1月31日
9:00～11:00及び
13:30～16:00

ミニ就職面接会（上田） ハローワーク上田会議室

1月31日
13:30～16:00 諏訪地域離転職者対象就職説明会 諏訪市文化センター（諏訪市） 離転職者、Ｉ・Ｕターン就職希望者も対象

2月15日
13:30～16:00

ミニ就職面接会（上田） ハローワーク上田会議室

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25年1月18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。（90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://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://gunma-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://ishikawa-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/
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管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

静岡
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（清水町）

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
1月23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 豊橋市役所　東館13階講堂（豊橋市）

2月21日
13:00～16:00

平成25年3月新規高卒者企業説明会
名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）
第1ﾌｧｯｼｮﾝ展示場(名古屋市）

三重
1月22日

13:00～16:00 第１回合同企業フェア じばさん三重（四日市市）

2月6日
13:00～16:00 第２回合同企業フェア アストホール（津市）

2月26日
13:00～16:00 第３回合同企業フェア 三重県松阪庁舎（松阪市）

大阪
2月5日

12:00～16:00
第２回平成２５年３月高等学校卒業予定者合同求人説明会 難波御堂筋ホール７階（大阪市）

2月～3月 府内各ハローワークにて求人説明会を開催予定

兵庫
2月8日

【仮】西脇　高校生の就職面接会 西脇市生涯学習まちづくりセンター（西脇市）

和歌山
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）

2月22日
12:30～16:00

ワークフェスタ２０１３合同就職面接会 ホテルグランヴィア和歌山（和歌山市）

3月2日
13:00～16:00

わかやま企業説明会（田辺） 和歌山県立情報交流センターBig．Ｕ（田辺市）

鳥取
2月6日

13:00～16:30
とっとり就職フェア2013・２月（鳥取会場） 鳥取産業体育館（鳥取市）

2月7日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2013・２月（倉吉会場） 倉吉体育文化会館（倉吉市）

2月8日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2013・２月（米子会場） 米子ワシントンホテルプラザ（米子市）

岡山
2月13日

若者たちの就職面接会
岡山県総合グラウンド体育館(桃太郎アリーナ)
（岡山市）

広島
1月31日

14：00～１6：30
高校生緊急就職面接会（広島会場） 広島県立総合体育館　小アリーナ（広島市）

2月1日
14：00～１6：30

高校生緊急就職面接会（福山会場） 福山ロッツ　地下２階催事場（福山市）

山口
1月18日

14：00～16：00
地元企業就職説明会 川中公民館（下関市）

1月21日
14：00～16：00

地元企業就職説明会 周南総合庁舎（周南市）

2月14日
10：00～12：00

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
1月23日

13:30～16:00
就職面接会 今治地域地場産業振興センター１Ｆ大ホール（今治市）

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）2階真珠の間（松
山市）

2月13日
13:30～16:00

西予市合同就職面接会 西予市宇和文化会館２Ｆ（中ホール） 既卒者、一般求職者も対象。

高知
1月29日

14：00～１5：30
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
13：00～１5：30

はた地域就職面接会 JA高知はた会館（四万十市）

2月15日
13：30～１5：30

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）

佐賀
1月23日

新規学卒者等ミニ就職面接会 佐賀公共職業安定所　３Ｆ会議室（佐賀市）

1月23日
新規高卒者ミニ就職面接会 伊万里公共職業安定所　会議室（伊万里市）

1月24日
9:00～16:00

ハイスクールミニ面接会 武雄公共職業安定所　会議室（武雄市）

2月8日
平成24年度第2回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）

福祉関係職種への就職を希望する
一般求職者も対象。

2月13日
新規学卒者等ミニ就職面接会 佐賀公共職業安定所　３Ｆ会議室（佐賀市）

長崎
2月1日

13：00～16：00
卒業直前高校生合同企業面談会 長崎新聞文化ホール２Ｆ（長崎市）

熊本
2月5日

13：30～16：30
平成24年度　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） 学校を通じて事前申込みが必要。

大分
1月21日

13:30～16:00
平成２４年度第２回「高校生のための就職面接会 大分イベントホール（大分市）

宮崎
2月22日

冬のみやざき就職フェア シーガイアサミットホール（宮崎市）

鹿児島
1月25日

13:00～16:00
高校生のための就職面接会in霧島 国分シビックセンター（霧島市役所）（霧島市）

沖縄
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://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hyogo-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/
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://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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/
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

