
【参考】

管轄労働局 開催日 イベント名
開催場所

会場名（開催市区町村）
備考

北海道 1月30日 10:00 ～ 17:00 新規学校卒業者就職面接会 ロイトン札幌（札幌市）
新規高校・大学等卒業予定者及び既卒3年以内の方対象
（午前の部：高校　午後の部：大学等）

岩手 11月30日 13:00 ～ 16:00 いわて就職マッチングフェアⅣ 岩手産業文化センター　アピオ（滝沢市） 大学等新規卒業予定者、既卒者、一般求職者対象

秋田 12月26日 10:30 ～ 15:00 秋田県業界研究会 秋田ビューホテル（秋田市）
大学（院）、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学生、既卒者、保
護者対象

12月30日 11:30 ～ 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UIJターン（Aターン）希望者、その家族、知人、秋田県
内在住者、学生も対象

山形 11月26日 13:30 ～ 15:30 オール西置賜　就職面談会 旧長井小学校（長井市） 管内に就職希望する全求職者対象

福島 11月20日 13:30 ～ 16:00 福島新卒応援・福島わかものハローワーク合同就職面接会 ダイユーエイトMAX　AOZ　大活動室１・２（福島市）
※要事前予約
大学等新卒者・大学等既卒者、概ね45歳未満の求職者対象

11月30日 10:00 ～ 16:00 ふくしま合同就職面接会 ラコパふくしま（福島市） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

12月7日 10:00 ～ 16:00 ふくしま合同就職面接会 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対象

茨城 12月9日 13:00 ～ 16:00 いばらき就職面接会 ホテルレイクビュー水戸（水戸市） 大学等新卒者及び既卒3年以内の方対象

栃木 1月30日 13:30 ～ 16:00 とちぎ求人企業合同面接会ｉｎ栃木県庁 栃木県庁東館４Ｆ講堂（宇都宮市）
令和２年３月新規大学等卒業予定者、既卒３年以内、概ね35歳未満の
若年求職者対象

1月31日 13:30 ～ 16:00 とちぎ求人企業合同面接会ｉｎ栃木県庁 栃木県庁東館４Ｆ講堂（宇都宮市）
令和２年３月新規大学等卒業予定者、既卒３年以内、概ね35歳未満の
若年求職者対象

埼玉 11月20日 13:00 ～ 16:00 介護就職デイ就職面接会 ハローワーク浦和・就業支援サテライト（さいたま市） 介護や看護など福祉施設での仕事を希望する方対象

12月13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） 正社員就職を希望する求職者対象

1月17日 13:30 ～ 16:00
本庄地域就職面接会
～若年者と就職氷河期世代の就職を応援します～

本庄市民文化会館　第３会議室（本庄市） 55歳未満対象

千葉 12月12日 13:30 ～ 16:00 わくWORK　説明・面接会　in鴨川 鴨川市役所４階大会議室（鴨川市） 特に参加対象者の制限なし

東京 11月22日 13:20 ～ 16:30 合同会社説明会
東京新卒応援ハローワーク　出会いのフロア（新宿
区）

大学等新卒者及び大学等既卒者対象、事前登録要

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

大学等新卒者及び大学等既卒者対象、予約不要

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

大学等新卒者及び大学等既卒者対象、予約不要

神奈川 11月20日 13:00 ～ 16:00 かわさき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(川崎市多摩区) 令和２年３月卒業見込みの大卒者等、概ね既卒３年以内の方対象

1月30日 12:30 ～ 16:00 新規大卒者・若年求職者等合同企業就職面接会２０２０　冬 川崎フロンティアビル　ＫＣＣＩホール(川崎市川崎区)
令和２年３月卒業見込みの大卒者等、概ね既卒３年以内の方、３５歳未
満の若年求職者対象

新潟 12月11日 13:00 ～ 16:00 大学等合同就職面接会 朱鷺メッセ　メインホール（新潟市中央区） 令和2年3月大学等卒業見込及び大学等３年以内既卒者対象

石川 12月20日 13:00 ～ 16:30 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）
※事前申込みが必要
学生・35歳未満の一般求職者対象

福井 12月28日 13:30 ～ 16:30 縁job　ふくい嶺南（仮称） アプロディール　ハナソウジュ（小浜市）
※事前申込制
大学等新卒者及び大学等在学生対象

山梨 11月21日 13:00 ～ 16:00 合同就職フェア ベルクラシック甲府（甲府市） 大学等新卒者、一般求職者対象

長野 1月19日 12:00 ～ 16:00 ながの合同就職面接会 長野市生涯学習センター４階（長野市）
令和2年3月新規大学等卒業予定者、既卒者3年以内、概ね35歳未満の
若年求職者対象

静岡 11月23日 13:30 ～ 16:30 マッチング交流会　～福祉・介護業界～ プラサヴェルデ（沼津市） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

11月30日 13:00 ～ 16:00 マッチング交流会　～福祉・介護業界～ グランシップ（静岡市駿河区） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

12月8日 13:00 ～ 16:00 第3回　大学生等就職フェア グランシップ（静岡市駿河区） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

12月8日 13:00 ～ 16:00 マッチング交流会　～福祉・介護業界～ ザザシティ浜松（浜松市中区） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

1月10日 13:00 ～ 16:00 マッチング交流会 ザザシティ浜松（浜松市中区） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

1月17日 13:30 ～ 16:00 若年者就職フェア アクトシティ浜松（浜松市中区） 大学等新卒者及び大学等既卒者、概ね45歳未満の若年者対象

1月25日 13:00 ～ 16:00 マッチング交流会 プラサヴェルデ（沼津市） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

愛知 11月28日 13:00 ～ 16:00 大学生等就職応援ミニ面接会
名古屋中公共職業安定所　１０階会議室
（ヤマイチビル【あい★彡ワーク】）（名古屋市中区）

大学等新卒者及び大学等既卒者対象

12月19日 13:00 ～ 16:00 大学生等就職応援ミニ面接会
名古屋中公共職業安定所　１０階会議室
（ヤマイチビル【あい★彡ワーク】）（名古屋市中区）

大学等新卒者及び大学等既卒者対象

三重 12月5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） 大学新卒者、既卒3年以内及び35才未満求職者対象

京都 11月19日 18:30 ～ 20:30 社員ファースト企業プレミアムセレクション 京都経済センター（京都市下京区）
当日参加（事前予約可能）
令和２年3月大学等卒業予定者、一般求職者対象

11月20日 18:30 ～ 20:30 社員ファースト企業プレミアムセレクション 京都経済センター（京都市下京区）
当日参加（事前予約可能）
令和２年3月大学等卒業予定者、一般求職者対象

12月15日 12:00 ～ 17:00 KYOTOジョブフェア 国立京都国際会館(京都市左京区)
当日参加（事前予約可能）
令和２年3月大学等卒業予定者、一般求職者対象

大阪 12月6日 13:30 ～ 17:30
合同企業説明会
～拡大R.M.B.（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内イベントルーム（大阪
市）

大学（院）・短大・専修学校等を令和2年3月までに卒業予定の方及び既
卒３年以内の方対象

１月
※日は未定

13:30 ～ 17:00 合同企業説明会＆面談会
大阪新卒応援ハローワーク内イベントルーム（大阪
市）

大学（院）・短大・専修学校等を令和2年3月までに卒業予定の方及び既
卒３年以内の方対象

兵庫 11月27日 13:30 ～ 15:30 社会福祉法人　就職フェア ゆめタウン　ポップアップホール（丹波市）
一般求職者、令和2年3月新規大学等卒業予定者（既卒3年以内の方を
含む）対象

11月29日 13:30 ～ 16:00 ふるさとＪＯＢフェアｉｎ淡路島 洲本市文化体育館（洲本市）
令和2年3月卒業予定の大学・大学院・短大・専修学校・高等専門学校等
の学生、3年以内の既卒者、概ね45歳未満の若年者の方対象

12月4日 13:00 ～ 16:00 合同就職面接会2019in伊丹 東リいたみホール6階　中ホール（伊丹市）
一般求職者、令和2年3月大学院・大学・短大等卒業予定新卒者、上記
卒業後3年以内既卒者対象

12月14日 13:00 ～ 16:00 第2回就職フェアin小野　（保育士　合同就職説明会） 小野市伝統産業会館（小野市）
保育士・幼稚園教諭の養成学校卒業見込みの学生及び現在就業してい
ない資格保有者の方対象

1月28日 13:30 ～ 16:30 ひょうご新規大卒者等・若年者就職面接会【SELECTION2020】 神戸クリスタルタワー　クリスタルホール（神戸市）
令和2年3月卒業予定の大学・大学院・短大・専修学校・高等専門学校等
の学生、3年以内の既卒者、概ね45歳未満の若年者の方対象

1月29日 13:30 ～ 16:30 ひょうご新規大卒者等・若年者就職面接会【SELECTION2020】 神戸クリスタルタワー　クリスタルホール（神戸市）
令和2年3月卒業予定の大学・大学院・短大・専修学校・高等専門学校等
の学生、3年以内の既卒者、概ね45歳未満の若年者の方対象

奈良 11月21日 10:00 ～ 11:30 運輸業合同就職面接会 ハローワーク大和高田２階大会議室（大和高田市）
※要予約（HW大和高田　相談窓口）
一般求職者・既卒３年以内の者・令和２年３月大学等新卒予定者対象

11月25日 10:00 ～ 11:30 警備業合同就職面接・説明会 ハローワーク大和高田２階大会議室（大和高田市）
※要予約（HW大和高田　相談窓口）
一般求職者・既卒３年以内の者・令和２年３月大学等新卒予定者対象

11月25日 13:30 ～ 15:00 名張・桜井地域合同面接会 名張市防災センター（名張市）
※要予約（HW桜井　相談窓口）
一般求職者・既卒３年以内の者・令和２年３月大学等新卒予定者対象

11月27日 11:00 ～ 16:00 福祉のお仕事フェア　（奈良県一体的事業）
イオンモール大和郡山２階イオンホール（大和郡山
市）

※要予約（各HW相談窓口）
福祉に興味のある一般求職者・既卒３年以内の者・令和２年３月大学等
新卒予定者対象

12月5日 12:00 ～ 16:00 奈良縦断企業合同説明会　（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年以内の者・令和２年３月大学等新卒予定者対象

1月24日 13:00 ～ 16:00 天理市しごとセンター合同就職面接会 天理市役所地下１階会議室（天理市）
※要予約（HW奈良　相談窓口）
一般求職者・既卒３年以内の者・令和２年３月大学等新卒予定者対象

令和２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
※令和元年11月16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80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

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/home.html#


【参考】

管轄労働局 開催日 イベント名
開催場所

会場名（開催市区町村）
備考開催時間

和歌山 12月4日 13:00 ～ 16:00 わかやま就職フェア２０１９ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市） 大学等新卒予定者（既卒３年以内のものを含む）、一般求職者も対象

1月13日 13:00 ～ 16:00 わかやま就職フェア２０２０ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市） 大学等新卒予定者（既卒３年以内のものを含む）、一般求職者も対象

1月18日 13:00 ～ 15:30 田辺就職フェア 紀南文化会館（田辺市） 大学等新卒予定者（既卒３年以内のものを含む）、一般求職者も対象

鳥取 11月18日 13:00 ～ 16:00 ２０１９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） 令和2年3月大学等卒業予定者（3年以内既卒者を含む）対象

11月19日 13:00 ～ 16:00 ２０１９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） 令和2年3月大学等卒業予定者（3年以内既卒者を含む）対象

11月20日 12:30 ～ 15:30 ２０１９とっとり合同企業説明会 ホテルモナーク鳥取（鳥取市） 令和2年3月大学等卒業予定者（3年以内既卒者を含む）対象

12月25日 12:50 ～ 16:00 とっとり企業紹介フェア 米子ワシントンホテルプラザ（米子市） 大学等に在籍する学生対象

12月26日 12:50 ～ 16:00 とっとり企業紹介フェア 鳥取産業体育館（鳥取市） 大学等に在籍する学生対象

島根 12月27日 10:30 ～ 16:00 年末ジャンボ企業博 くにびきメッセ（松江市） 大学、短大、高専、専修学校等在学中の学生対象

愛媛 11月20日 10:00 ～ 16:00 ミニ面接会 ハローワークプラザ松山会議室（松山市）
高校・大学等新卒者及び3年以内既卒者対象
高校新卒者は説明会のみ実施

11月21日 10:00 ～ 16:00 ミニ面接会 ハローワークプラザ松山会議室（松山市）
高校・大学等新卒者及び3年以内既卒者対象
高校新卒者は説明会のみ実施

11月27日 10:00 ～ 16:00 ミニ面接会 ハローワークプラザ松山会議室（松山市）
高校・大学等新卒者及び3年以内既卒者対象
高校新卒者は説明会のみ実施

11月28日 10:00 ～ 16:00 ミニ面接会 ハローワークプラザ松山会議室（松山市）
高校・大学等新卒者及び3年以内既卒者対象
高校新卒者は説明会のみ実施

12月5日 13:30 ～ 16:00 第15回合同就職面接会 宇和文化会館（中ホール）（西予市） 一般求職者（高校・大学等新卒者を含む）対象

1月17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） 高校・大学等新卒者及び3年以内既卒者、概ね40歳未満の若年者対象

福岡 12月25日 13:00 ～ 17:00 福岡合同会社説明会 アクロス福岡イベントホール（福岡市中央区） 大学等新卒者、3年以内既卒者及び35歳未満の若年求職者対象

1月24日 13:30 ～ 16:00 中小企業を対象とした合同会社説明会 ｴﾙｶﾞｰﾗホール７F中ホール（福岡市中央区） 大学等新卒者、3年以内既卒者及び40歳代前半までの求職者対象

佐賀 11月21日 13:00 ～ 16:00 ミニ合同企業説明会 ジョブカフェSAGA　セミナースペース（佐賀市）
※事前登録要、予約制
令和2年3月卒業予定の大学・短大・専修学校生、および既卒3年以内の
方、45歳未満の若年求職者・在職者対象

11月22日 13:00 ～ 16:00 ミニ合同企業説明会～交流ミーティング～ ジョブカフェSAGA　セミナースペース（佐賀市）
※事前登録要、予約制
令和2年3月卒業予定の大学・短大・専修学校生、および既卒3年以内の
方、46歳未満の若年求職者・在職者対象対象

1月28日 13:00 ～ 16:00 企業合同求人説明会 武雄市文化会館（武雄市） 大卒・既卒者及び一般求職者対象

熊本 1月18日 13:00 ～ 16:00
くまもと若者×しごとマッチングフェスタ～大人のインターンシップ説
明会＆就職相談会～

ウイングまつばせ（宇城市）
※事前申込要
概ね40歳未満の求職者対象

大分 12月29日 12:00 ～ 15:00 おおいた冬の就職フェア２０１９ レンブラントホテル大分「二豊の間」（大分市）
ＵＩＪターン希望者、若年求職者（３５歳未満）、大学等新卒者（既卒3年以
内を含む）及び大学等既卒者、卒業年次前の大学生等在学生（インター
ンシップ情報希望者）、保護者対象

13:00 ～ 17:00

鹿児島 12月3日 13:00 ～ 15:30 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） 大学等新卒者及び大学等既卒者対象

12月15日 10:00 ～ 16:00 鹿児島で暮らそ！進学・就職応援フェア「みらいワーク“かごしま”」 鹿児島県民交流センター（鹿児島市）
高校生、大学生、短大生、専門学校生、一般求職者、ＵＩターン希望者等
対象

12月26日 13:00 ～ 16:30 合同企業説明会“鹿児島で働かんけー？”in大阪
立命館大学　大阪いばらきキャンパス（大阪府茨木
市）

大学生、短大生、専門学校生、一般求職者、ＵＩターン希望者等対象

1月22日 14:30 ～ 16:35 KTC　霧島市合同企業研究会 鹿児島工業高等専門学校　（霧島市隼人町）
鹿児島高専本科４年生・専攻科１年生およびＫＴＣ会員企業や霧島市の
企業に就職を検討している学生等対象

沖縄 12月18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（宜野湾市）
※高校の場合は学校を通して申込
大学等新卒者及び大学等既卒者、高校新卒者及び高卒既卒者対象

1月20日 みやざき若者就職フェア JA・AZMホール（宮崎市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、概ね45歳未満の若者対象
（仮決定）

宮崎

https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/home.html#

