
(11月19日時点)　

※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。

※一部のイベントについては、イベント名をクリックすることでそれぞれのページを閲覧することができます。それ以外のイベントについては、

　都道府県労働局へお問い合わせください（P４参照）。

※令和３年11月19日以降開催予定の大学・短期大学・専門学校等の学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。

※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。

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 12月12日 13:00 ～ 16:00 SAPPORO保育園ミーティング2021年12月 ニューオータニイン札幌（札幌市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

1月24日 10:00 ～ 16:30 新規学校卒業者就職面接会 ロイトン札幌（札幌市）
令和４年３月高校、大学（院）、短期大学、高等専門学校、専修学校、公共職業能
力開発施設等の卒業予定者及び３年以内既卒者対象

3月5日 10:00 ～ 16:00 北海道Ｕ・Ｉターンフェア2022春 WEB開催
首都圏、関西圏に在住する北海道へのUIターン就職を希望する大学等新卒者及
び大学等既卒者、一般求職者対象
※要予約

青森 調整中

岩手 11月20日 13:00 ～ 16:00 いわてマッチングフェア　V 岩手産業文化センター　アピオ（滝沢市）
求職者の家族
※参加希望の者はHPから事前予約が必要

宮城 2月14日 10:00 ～ 16:00 みやぎ合同就職面接会 ＴＫＰ　ガーデンシティ仙台　ホール21 令和４年３月高校・大学等卒業予定者、３年以内既卒者、35歳未満若年求職者

秋田 12月30日 11:00 ～ 15:00 Ａターンフェアｉｎ秋田 秋田ホテル４階（秋田市）
秋田県内へのＵＪＩターン（Ａターン）就職希望者、その家族・知人（一般・学生、県
外在住・県内在住問わず）

山形 12月9日 13:30 ～ 15:30 きて！みて！きいて就職面談会2021 ニューグランドホテル（新庄市） 令和４年３月大学等新卒者、一般求職者対象

2月4日 南陽市就職面接会（仮） シェルターなんようホール（南陽市） 令和４年３月大学等新卒者、一般求職者対象

2月8日 13:00 ～ 15:30 ハローワーク就職面談会inやまがた 山形ビッグウイング（山形市） 令和４年３月大学等新卒者、一般求職者対象

2月10日 13:30 ～ 16:00 ～紡ぐ～２０２２「適職到来　ハローワーク米沢就職面接会」 グランドホクヨウ（米沢市） 令和４年３月大学等新卒者、一般求職者対象

福島 11月23日 10:30 ～ 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３年以内既卒者

12月12日 10:30 ～ 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３年以内既卒者

茨城 12月9日 13:30 ～ 16:00 いばらき（大学生等）就職面接会 ホテルレイクビュー水戸及びＷＥＢ開催
令和４年３月新規大学等卒業予定者（３年以内既卒者含む）
※要予約

栃木 1月31日 13:00 ～ 16:00 とちぎで働こう！合同企業面接会 ホテルニューイタヤ宇都宮（宇都宮市）
令和４年３月新規大学等卒業予定者（３年以内既卒者含む）及びおおむね35歳未
満の若年者
※要予約

群馬 11月27日 14:00 ～ 16:00 三短大合同企業説明会 in 高崎商科大学短期大学部 高崎商科大学短期大学部　体育館

短期大学新卒予定者及び短大卒業後３年以内の方を対象。
三短大（育英短期大学、新島短期大学、高崎商科大学短期大学部）の方は所属
校へ申し込みが必要。三短大以外の方はぐんま新卒応援ハローワークへ申し込
みが必要。

埼玉 11月25日 13:30 ～ 15:30 若年者向け就職面接会ｉｎ加須 市民プラザかぞ３階多目的室（加須市）
44歳以下及び令和４年３月卒業予定者（高校並びに大学等）
※事前予約制

11月29日 13:00 ～ 16:00 彩の京就職面接会 赤羽会館
ハローワーク大宮、浦和、王子との４所合同連携事業
（既卒者対象）

12月10日
10:00
14:00

～
～

12:00
16:00

合同就職面接会 けやきフォーラム（秩父市）
高校等新卒者及び高校等既卒者、
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象
※要予約

1月18日 13:00 ～ 16:00 福祉分野対象　就職面接会 大宮ソニックシティ地下展示場（さいたま市） 令和４年３月大学等卒業予定者（外国人留学生を含む）

1月19日 13:30 ～ 16:00 吉川市合同就職面接会 吉川市中央公民館（吉川市）
吉川市への就業を希望する求職者（障害者含む）
※要事前予約

1月27日 13:30 ～ 15:30 「福祉の仕事」就職面接会（仮） 市民プラザかぞ３階多目的室（加須市）
参加対象者の制限なしの見込み
※事前予約制の予定

2月4日
10:00
14:00

～
～

12:00
16:00

合同就職面接会 けやきフォーラム（秩父市）
高校等新卒者及び高校等既卒者、
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

2月4日 13:00 ～ 16:00 若者就職面接会 上尾市文化センター（上尾市） 令和４年３月高校・大学等新規卒業予定者及び若年者（概ね４４歳以下）

2月8日 13:00 ～ 15:30 令和3年度春日部地域合同就職面接会 ふれあいキューブ（春日部市）
一般求職者、新規大学卒業者対象
新型コロナウイルス感染拡大状況により中止の可能性あり

千葉 11月26日 14:00 ～ 16:00 介護就職デイ面接会 ハローワーク市川２階会議室（市川市）
新卒・既卒等含めた一般求職者対象
※要予約

11月26日 14:00 ～ 15:30 介護就職デイ企業説明会・面接会 ハローワーク千葉南４階会議室（千葉市）
新卒・既卒等含めた一般求職者対象
※要予約

12月7日 10:30 ～ 16:00 ちばの就活　合同企業説明会 IN ちば 京成ホテルミラマーレ６階ローズルーム（千葉市） 大学等新卒者及び既卒者、35歳未満の若年者対象

1月26日 10:30 ～ 16:00 千葉県新規大卒者等就職面接会（仮称） ホテルポートプラザちば２階ロイヤル（千葉市） 大学等新卒者及び３年以内既卒者対象

東京 12月1日 13:30 ～ 16:00 新規大卒者等就職面接会
八王子市学園都市センターイベントホール
八王子オクトーレ（八王子市）

大学等新卒者及び大学等既卒者対象
※要予約

12月9日 13:15 ～ 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
※ 要予約（ハローワーク利用登録者のみ）

12月10日 13:15 ～ 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
※ 要予約（ハローワーク利用登録者のみ）

1月13日 13:00 ～ 16:50 令和４年1月外国人留学生大卒就職面接会 東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」（新宿区）
令和４年３月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業・修了予定及び既卒（卒
業後概ね3年以内）の外国人留学生

1月14日 13:00 ～ 16:50 令和４年1月外国人留学生大卒就職面接会 東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」（新宿区）
令和４年３月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業・修了予定及び既卒（卒
業後概ね3年以内）の外国人留学生

1月19日 13:00 ～ 16:50 令和４年1月外国人留学生大卒就職面接会 外国人在留支援センター　会議室B（新宿区）
令和４年３月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業・修了予定及び既卒（卒
業後概ね3年以内）の外国人留学生

1月20日 13:00 ～ 16:50 令和４年1月外国人留学生大卒就職面接会 外国人在留支援センター　会議室B（新宿区）
令和４年３月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業・修了予定及び既卒（卒
業後概ね3年以内）の外国人留学生

2月2日 12:00 ～ 17:00 第４回新規大卒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）
大学等新卒者及び大学等既卒者対象
※要予約（ハローワーク利用登録者のみ）

2月17日 13:00 ～ 16:00 合同企業就職面接会(正式名未定) 新宿エルタワー30階　サンスカイルーム(新宿区) 令和４年３月大学等卒業予定者及び34歳以下の一般求職者

2月18日 13:00 ～ 16:00 合同企業就職面接会(正式名未定) 新宿エルタワー30階　サンスカイルーム(新宿区) 令和４年３月大学等卒業予定者及び34歳以下の一般求職者

2月24日 13:15 ～ 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
※ 要予約（ハローワーク利用登録者のみ）

2月25日 13:15 ～ 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
※ 要予約（ハローワーク利用登録者のみ）

神奈川 12月2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 横浜産貿ホール　マリネリア（横浜市中区） 令和４年３月大学等新卒者及び大学等既卒者(３年以内)対象

新潟 12月8日 13:00 ～ 16:00 大学生等合同就職面接フェア 朱鷺メッセ　メインホール・中会議室（２F） 令和４年３月大学等新卒者及び大学等既卒者(３年以内)対象

令和４年３月卒業予定の大学・短期大学・専門学校等の学生を対象とした就職面接会を開催します

開催時間

開催時間未定
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富山 12月9日 10:00 ～ 11:50 富山で就職！WEB合同企業説明会 WEB開催
・2022年３月大学等卒業予定の学生
・既卒者（2019年３月以降大学等卒業者）
・転職等を希望する若者

12月9日 13:30 ～ 16:00 富山で就職！合同企業説明会 とやま自遊館１階ホール（富山市）

・2022年３月大学等卒業予定の学生
・既卒者（2019年３月以降大学等卒業者）
・転職等を希望する若者
※事前予約優先

石川 12月17日 13:00 ～ 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会議室（金沢市）
令和４年３月新規大学等卒業予定者（３年以内既卒者含む）
※要事前予約

2月4日 13:00 ～ 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会議室（金沢市）
令和４年３月新規大学等卒業予定者（３年以内既卒者含む）
※要事前予約

未定 年度後半における集中的な面接会 WEB開催
令和４年３月新規大学等卒業予定者（３年以内既卒者含む）
※要事前予約

福井 ２月予定 ハローワーク On Line 就職面接会 WEB開催 大学等新卒者、３年以内既卒者、就職氷河期までの一般求職者対象

山梨 未定

長野 11月19日 13:30 ～ 16:00 企業就職面接会in松本 ホテル　ブエナビスタ　３F（松本市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般若年者対象

11月19日
10:30
14:00

～
～

12:30
16:00

佐久・小諸地区就職面接会 佐久平交流センター（佐久市）
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象
※午前、午後の部あり

岐阜 11月26日 13:00 ～ 16:00 第2回みのかもジョブフェア2021
シティホテル美濃加茂３皆若竹の間
美濃加茂市太田町２５６５－１

UIJターン希望者　一般求職者又は転職希望者（パート含む）　令和４年３月大学
等及び高校卒業予定者　既卒者

静岡 1月20日 13:30 ～ 16:00 令和３年度若年者就職フェア アクトシティ浜松　展示イベントホール（浜松市中区）
おおむね45歳未満の一般求職者、令和４年３月卒業（見込）で就職先が内定して
いない学生対象
※主催：浜松市・ハローワーク浜松

愛知 11月19日 13:00 ～ 16:00 企業面接会 愛知新卒応援ハローワーク８階面接ブース（名古屋市）
大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の求職者
※要事前予約

11月25日 13:00 ～ 15:30 介護・看護の就職支援フェアinいちのみや 尾張一宮駅前ビル（ｉ-ビル）６階・７階 大学等既卒３年以内及び一般求職者

11月29日
10:00
13:00

～
～

12:00
15:00

地域別就職面接会 半田市福祉文化会館（半田市） 一般求職者（大学等新卒者を含む）

12月1日 13:00 ～ 16:00 ええがね愛知！就職面接会 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）８階展示場 大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の求職者

12月16日 13:00 ～ 16:00 企業面接会 愛知新卒応援ハローワーク８階面接ブース（名古屋市）
大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の求職者
※要事前予約

12月17日 13:00 ～ 16:00 企業面接会 愛知新卒応援ハローワーク８階面接ブース（名古屋市）
大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の求職者
※要事前予約

12月20日 13:00 ～ 16:00 企業面接会 愛知新卒応援ハローワーク８階面接ブース（名古屋市）
大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の求職者
※要事前予約

12月21日 13:00 ～ 16:00 企業面接会 愛知新卒応援ハローワーク８階面接ブース（名古屋市）
大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の求職者
※要事前予約

1月18日 11:00 ～ 16:00 会社合同説明会 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）8階展示場 35歳未満の若年求職者及び新規学校卒業予定者

1月18日
10:30
13:30

～
～

12:30
15:30

第8回地域別就職面接会 春日井市総合体育館２階会議室 大学等既卒３年以内及び一般求職者

1月21、22日 9:30 ～ 17:30 会社合同説明会（web） 35歳未満の若年求職者及び新規学校卒業予定者

1月26日 10:30 ～ 12:30
会社の魅力を発見！あなたの未来が変わるかも！ハローワーク就職フェ
ア

東海市芸術劇場（東海市）
おおむね35歳未満の若年者
※名古屋南所・半田所共催

2月21日 地域別面接会
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
901会議室（大会議室）、906会議室（小会議室）

35歳未満の若年求職者及び新規学校卒業予定者
開催時間未定

三重 12月18日 10:30 ～ 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） 大学等新卒者及び３年以内既卒者及び34歳以下の若年者

2月2日 10:30 ～ 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） 大学等新卒者及び３年以内既卒者及び34歳以下の若年者

滋賀 11月22日 13:00 ～ 16:00 おおつ就職面接会2021 大津市役所　別館１F大会議室
正社員の就職希望者及び令和４年３月卒業予定の大学等卒業予定者対象
※主催　大津市　共催ハローワーク大津

1月26日 13:00 ～ 15:30 甲賀市・湖南市障がい者合同就職面接会 じゅらくの里福祉パーク館（湖南市）
甲賀市・湖南市内で就職を希望する障がいのある方（令和４年３月に大学（院）、
短期大学、高等専門学校等を卒業予定の学生を含む）
※事前申込制

京都 11月25日 12:00 ～ 16:00 就職先発見！大学生等就職面接会 京都市勧業館（みやこめっせ）３階第３展示場（京都市）
大学等新卒者及び大学等既卒者
※要予約

12月15日 合同企業面接会（仮） メルパルク京都（京都市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、概ね45歳未満の求職者

11月25日 13:00 ～ 16:00 外国人留学生対象合同就職面接会（第５回） 第八長谷ビル８階B室（京都市） 外国人留学生等新卒者及び既卒者

11月30日 13:00 ～ 16:00 外国人留学生対象合同就職面接会（第６回） 第八長谷ビル８階B室（京都市） 外国人留学生等新卒者及び既卒者

大阪 随時 13:30 ～ 16:30 Daily企業説明会 大阪新卒応援ハローワーク
日程等は大阪新卒応援ハローワークHPにて随時公開。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-young/home/gakusei_kisotsu/daily.html

11月19日 12:00 ～ 16:00 合同企業説明会　いまこそ【天職】を・・・ 大阪市立浪速区民センター　１Fホール 44歳以下の若年求職者（委託事業）

11月22日、24～26
日

13:00 ～ 17:00 目指せ！年内内定　『企業説明付き』就職面接会 大阪新卒応援ハローワーク
大学（院）・短大・専修学校等を2022年３月に卒業予定の方及び卒業後３年以内
の方
※事前予約制

２月７～10日
（予定）

目指せ！４月入社　『企業説明付き』就職面接会 大阪新卒応援ハローワーク
大学（院）・短大・専修学校等を2022年３月に卒業予定の方及び卒業後３年以内
の方

３月９日
（予定）

「世界一・日本一」合同企業説明会 未定 大学（院）・短大・専修学校等を卒業予定の方及び卒業後３年以内の方

兵庫 11月23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） 大学等新卒者および大学等既卒者、一般求職者対象

11月25日 13:00 ～ 16:00 令和３年度阪神地域大卒者等就職面接会 都ホテル尼崎　３階　鳳凰の間（尼崎市） 大学等新卒者及び大学等既卒者

12月7日 10:00 ～ 15:30 合同就職面接会ｉｎ西脇・多可 西脇ロイヤルホテル 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

12月14～17日
（予定）

13:30 ～ 16:00 日替わり大卒等就職面接会（仮・未確定） ハローワーク明石 大学等新卒者及び大学等既卒者

12月20日 13:00 ～ 16:00 合同就職面接会２０２１ｉｎ伊丹 東リ　いたみホール　６階中ホール（伊丹市）
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象
※要予約

12月21日 13:30 ～ 16:00
ＪＯＢフェアin播磨 2021 概ね４５歳未満の求職者等を対象とした東播磨地
域合同就職面接会

兵庫県加古川市加古川町溝之口800
加古川プラザホテル　２階 「鹿児の間」および「瀬戸の間」

大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象一般求職者対象

2月22日 合同就職面接会ｉｎ川西 アステ川西６階　アステホール（川西市）
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象
※要予約

2月25日 13:30 ～ 16:00 神戸市北神地域合同就職面接会 北神区役所５階会議室（神戸市北区） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

3月4日 13:30 ～ 16:00 三田地域合同就職面接会 三田市商工会館５階会議室（三田市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

3月中 淡路島就活ＥＸＰＯ「求人企業合同説明会」 未定 新規大卒予定者等、ＵＩＪターン希望者及び就職活動をする者の保護者

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定
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https://aichimensetsu.com/
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/o/42303.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/home.html
https://kyotoshukatsu.com/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-young/home/gakusei_kisotsu/daily.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-young/home/gakusei_kisotsu/daily.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/home.html


奈良 11月25日 12:00 ～ 16:00 就職先発見！大学生等就職面接会 京都市勧業館（みやこめっせ）３階第３展示場
（京都市）
大学等新卒者及び大学等既卒者
※要予約

和歌山 11月27日 10:30 ～ 16:00 ほんまちミニ合説 Ｗａｊｉｍａ本町ビル６階（和歌山市）
令和４年３月大学等卒業予定者及び卒業後３年以内の既卒者
※午前午後２部制
※要事前予約

12月16日 13:00 ～ 16:00 わかやま就職フェア 和歌山ビッグ愛（和歌山市）
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象
※事前申込制（当日参加可）

1月22日 田辺就職フェア 紀南文化会館（田辺市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

鳥取 12月1日 13:00 ～ 16:00 2021・12月とっとり合同企業説明会 ホテルモナーク鳥取２階（鳥取市）
大学等新卒者及び既卒３年以内の者、一般求職者対象
※要予約

12月2日 13:00 ～ 16:00 2021・12月とっとり合同企業説明会 ホテルセントパレス倉吉２階（倉吉市）
大学等新卒者及び既卒３年以内の者、一般求職者対象
※要予約

12月3日 13:00 ～ 16:00 2021・12月とっとり合同企業説明会 米子ワシントンホテルプラザ２階（米子市）
大学等新卒者及び既卒３年以内の者、一般求職者対象
※要予約

12月27日 13:00 ～ 16:00 とっとり企業紹介フェア WEB開催
新卒者を含めた大学等全学年対象
※要予約

12月28日 13:00 ～ 16:00 とっとり企業紹介フェア WEB開催
新卒者を含めた大学等全学年対象
※要予約

島根 調整中

岡山 11月25日 10:30 ～ 16:00
おかやま就活フェス
（新規学卒者等合同就職面接会）

ジップアリーナ岡山（岡山市） 高校、大学等新卒者及び既卒３年以内の者

12月16～17日 9:00 ～ 16:00 Ｗｅｂ版おかやま就職マッチングフェア Web開催
大学等新卒者及び既卒３年以内の者
一般求職者（新型コロナ等の影響による求職者等）

2月予定 若者たちの就職面接会 未定（岡山市）
高校、大学等新卒者及び既卒３年以内の者
概ね45歳未満の若年求職者

広島 12月13～17日 14:00 ～ 16:30 ミニ面接会（日替わり） 広島新卒応援ハローワーク５階選考室（広島市）
大学等新卒者および既卒者
※要予約

1月9日 13:00 ～ 16:00 令和３年度三次市就職・就農・定住相談・面接会 みよしまちづくりセンター（三次市） 大学等新卒者及び既卒者、一般求職者対象

2月8日 13:30 ～ 16:00 合同就職面接会
福山市総合体育館サブアリーナ（福山市）

大学等新卒者及び既卒者、35歳未満の一般求職者

2月18日 13:30 ～ 16:00 合同就職面接会 広島県立総合体育館小アリーナ（広島市） 大学等新卒者及び既卒者、35歳未満の一般求職者

２月14～18日 14:00 ～ 16:30 ミニ面接会（日替わり） 広島新卒応援ハローワーク５階選考室（広島市）
大学等新卒者および既卒者
※要予約

2月26日 13:00 ～ 15:30 竹原市就職ガイダンス たけはら美術館文化創造ホール（竹原市） 大学等新卒者および既卒者、一般求職者

山口 12月10日 10:00 ～ 16:00 ふるさと山口ＷＥＢ就職フェア ＷＥＢ開催
2022年３月卒業予定の大学、短大、高専、専修学校等の学生、一般求職者対象
※要事前予約

1月7日 10:00 ～ 16:00 ふるさと山口ＷＥＢ就職フェア ＷＥＢ開催
2022年３月卒業予定の大学、短大、高専、専修学校等の学生、一般求職者対象
※要事前予約

2月10日 ふるさと山口ＷＥＢ就職フェア ＷＥＢ開催
2022年３月卒業予定の大学、短大、高専、専修学校等の学生、一般求職者対象
※要事前予約

徳島 2月10日 10:00 ～ 16:00 合同就職面接会 JRホテルクレメント徳島　４Fクレメントホール
高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次
の者及び既卒３年目以内の者並びに45歳未満の一般求職者
※事前予約必要

未定 就職ガイダンス＆UIJターンWebセミナー 未定 2023年３月大学等卒業予定者、大学等既卒３年以内の未就職者

香川 調整中 かがわーくフェア（年度後半における集中的な就職面接会事業） 未定 例年３月に開催。

愛媛 12月2日 13:00 ～ 16:30 合同就職面接会（年度後半における集中的な就職面接会事業） 松山市総合コミュニティセンター　企画展示ホール１階
2022年３月卒業予定の高校、大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校及
び概ね35歳未満の一般求職者を対象

12月10日 14:00 ～ 17:00 合同企業説明会（若年者地域連携事業） 松山市総合コミュニティセンター　企画展示ホール１階
2022年３月卒業予定の大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校及び概ね
35歳未満の一般求職者を対象

２月頃 ミニ面接会（松山所主催） ハローワークプラザ松山　会議室
2022年３月卒業予定の大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校及び概ね
35歳未満の一般求職者を対象

２月頃 西予市合同就職面接会（西予市主催、八幡浜所共催） 未定
2022年３月卒業予定の高校、大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校及
び概ね35歳未満の一般求職者を対象

３月頃 合同企業説明会（若年者地域連携事業） 松山市総合コミュニティセンター　企画展示ホール１階
2022年３月卒業予定及び2023年３月卒業予定の大学、大学院、短大、高等専門
学校、専修学校、概ね35歳未満の一般求職者を対象

高知 未定

福岡 12月２、３日 12:00 ～ 17:30 福岡ＷＥＢ合同企業説明会２０２１ 特設会場：天神ビル11号会議室（福岡市中央区）
大学等卒業予定者及び３年以内既卒者
※事前予約必要

12月9日 12:00 ～ 17:00 中小企業による合同会社説明会 エルガーラホール７F中ホール（福岡市中央区）
大学等卒業予定者、３年以内既卒者及び39歳までの求職者
※事前予約必要

1月28日 12:00 ～ 17:00 中小企業による合同会社説明会 久留米シティプラザ２F展示室（福岡県久留米市）
大学等卒業予定者、３年以内既卒者及び39歳までの求職者
※事前予約必要

佐賀 11月30日 13:30 ～ 15:30
唐津市合同企業就職相談会＆面接会
唐津で働こう

唐津市相知交流文化センター　サライ
（唐津市相知町中山3600－８）

唐津市内での就職を希望する、一般求職者及び令和４年３月卒業予定の学生
（大学院・大学・短大・高専・専門学校）対象

12月15日 13:00 ～ 16:00 合同求人説明会 白岩体育館（武雄市） 一般求職者、大学等新卒者及び既卒者対象

3月2日 13:30 ～ 16:00 合同企業説明会（若年者地域連携事業） ホテルグランデはがくれ（佐賀市） 大学等新卒者及び既卒者、概ね45歳未満の若年求職者対象


長崎 12月４、５日 10:00 ～ 17:00 NAGASAKIしごとみらい博2021 三菱重工総合体育館（長崎市）

大学、大学院、短期大学、専門学校の全学年、留学生、保護者、（既卒者、高校
生可）
※事前予約
※企業と学生の交流会

熊本 1月予定 ミニ企業説明会 ＷＥＢ開催 35歳未満の若年者対象

大分 12月29日 12:00 ～ 15:00 おおいた冬の就職フェア レンブラントホテル（大分市）
大学等卒業予定者、34歳以下の若年者、UIJターン希望者、インターンシップ情報
取得希望の学生、保護者、
事前予約者優先

宮崎 ２月12、13、20、
23、26、27日

2022宮崎県ふるさと就職説明会ＯＮＬＩＮＥ　ＬＩＶＥ！（説明会） オンライン、リアルタイム配信
Ｚｏｏｍ（ウェビナー）
令和４年３月及び令和５年３月卒業見込の大学生、短期大学生、専修学校生、宮
崎県内での就職を希望する一般求職者

３月５、６、11、12、
19、20日

2022宮崎県ふるさと就職説明会ＯＮＬＩＮＥ　ＬＩＶＥ！（座談会） オンライン、リアルタイム配信
Ｚｏｏｍ（ミーティング）
令和４年３月及び令和５年３月卒業見込の大学生、短期大学生、専修学校生、宮
崎県内での就職を希望する一般求職者

３月予定 2022みやざき春の就職応援フェア ＷＥＢ開催の予定
大学等１～３年生（令和５年３月以降の卒業予定者）、令和４年３月大学等もしく
は高校卒業予定者、既卒３年以内の者、一般求職者

鹿児島 1月10日  12:30 ～ 17:00 ４市合同企業面談会（鹿児島市・日置市・いちき串木野市・姶良市） かごしま県民交流センター（鹿児島市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

1月26日
（予定）

新卒者応援キャンペーン～ミニ会社説明会・面接会～ 鹿児島新卒応援ハローワーク６階会議室（鹿児島市） 大学等新卒未内定者及び大学等３年以内既卒者

2月9日
（予定）

新卒者応援キャンペーン～ミニ会社説明会・面接会～ 鹿児島新卒応援ハローワーク６階会議室（鹿児島市） 大学等新卒未内定者及び大学等３年以内既卒者

２月24日
（予定）

新卒者応援キャンペーン～ミニ会社説明会・面接会～ 鹿児島新卒応援ハローワーク６階会議室（鹿児島市） 大学等新卒未内定者及び大学等３年以内既卒者

沖縄 11月30日 14:00 ～ 16:00 ハロワDEカチトリ説明会・面接会 沖縄県県立博物館（那覇市）
大学等新卒者及び大学等既卒者、高校新卒者及び高校既卒者対象
※高校の場合は学校を通して申込。

12月15日 11:00 ～ 16:00 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）
令和４年３月卒業予定の大学生、短大生、高等専門学校生、専門学校生、高校
生、高校中退者及び卒業後３年以内の既卒者

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

10:30～17:30
（予定）

13:00～15:30
（予定）

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定

開催時間未定
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https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_01054.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_01054.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_01054.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/
https://public.lec-jp.com/jakunen-okayama/mensetsukai/
https://public.lec-jp.com/jakunen-okayama/mensetsukai/
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html
https://www.ahc-net.co.jp/lp/fwebgodo2021/
https://www.ssc-f.net/common/gousetsu.cgi?mode=detail_all&no=143
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html
https://public.lec-jp.com/jakunen-saga/
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/


令和４年３月卒業予定の大学・短期大学・専門学校等の学生を対象とした就職面接会の詳細は

※労働局名をクリックすると、それぞれの労働局のページを閲覧できます。

労働局名 連絡先 労働局名 連絡先 労働局名 連絡先

北海道労働局 011-709-2311（内線 3675） 福井労働局 0776-26-8609 山口労働局 083-995-0380

青森労働局 017-721-2000 山梨労働局 055-225-2857 徳島労働局 088-611-5383

岩手労働局 019-604-3004 長野労働局 026-226-0865 香川労働局 087-811-8922

宮城労働局 022-299-8061 岐阜労働局 058-245-1266 愛媛労働局 089-943-5221

秋田労働局 018-883-0006 静岡労働局 054-271-9950 高知労働局 088-885-6051

山形労働局 023-626-6109 愛知労働局 052-219-5505 福岡労働局 092-434-9801～5

福島労働局 024-529-5396 三重労働局 059-261-2941 佐賀労働局 0952-32-7216

茨城労働局 029-224-6218 滋賀労働局 077-526-8609 長崎労働局 095-801-0040

栃木労働局 028-610-3555 京都労働局 075-277-3224 熊本労働局 096-211-1703

群馬労働局 027-210-5007 大阪労働局 06-4790-6300 大分労働局 097-535-2090

埼玉労働局 048-600-6208 兵庫労働局 078-367-0800 宮崎労働局 0985-38-8823

千葉労働局 043-221-4081 奈良労働局 0742-32-0208 鹿児島労働局 099-219-8711

東京労働局 03-3512-1658 和歌山労働局 073-488-1160 沖縄労働局 098-868-1655

神奈川労働局 045-650-2800 鳥取労働局 0857-29-1707

新潟労働局 025-288-3507 島根労働局 0852-20-7016～9

富山労働局 076-432-2782 岡山労働局 086-801-5103

石川労働局 076-265-4427 広島労働局 082-502-7831

都道府県労働局職業安定課へお問い合わせください。
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https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/

