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新規学校卒業予定者の依然として厳しい就職環境を踏まえた就職支援の強化 

～文部科学省・経済産業省との連携による「未内定就活生への集中支援 2014」を実施します～ 
 

 

本日、厚生労働省及び文部科学省は、平成 25 年度新規学校卒業予定者の就職内定状況を発表い

たしました。 

この結果、新規大学卒業予定者の就職内定率（平成 25 年 12 月１日現在）は７６．６％と前年

同期を１．６ポイント上回り、また、新規高校卒業予定者の就職内定率（平成 25 年 11 月末現在）

は７９.２％と前年同期を３.４ポイント上回り、リーマンショック以前の水準近くまで回復した

ものの、求人倍率は内定率ほどの回復は見られず、新規学校卒業予定者の就職環境は依然として

厳しさの残るものとなっています。 

厚生労働省においては、これまでも新卒者・既卒者の就職支援のための各種の対策を実施して

きたところですが、今年度においても、文部科学省及び経済産業省との連携により、未内定者を

対象とした「未内定就活生への集中支援 2014」に取り組むこととしました（別紙１及び２参照）。 

これらの取組を徹底し、卒業までに１人でも多くの方の就職が決定するよう全力を尽くしてま

いります。 

 

【Ⅰ「未内定就活生への集中支援 2014」による就職支援の強化（これからの取組）】 

本年１月２１日から３月末までを集中支援期間とし、文部科学省、厚生労働省及び経済産

業省の連携により、以下のとおり「未内定就活生への集中支援 2014」を実施します。 

①  未内定の学生・生徒に「就職をあきらめさせない」ため、新卒応援ハローワークのジョ

ブサポーターと大学の就職相談員との連携を一層密にするなど、学校等とハローワークとの

協力により未内定者の情報を共有し、ジョブサポーターが電話連絡等で新卒応援ハローワー

ク等の利用を未内定の学生・生徒に対して呼びかけるなど、一貫した就職支援を行います。

【文部科学省・厚生労働省】  
 

②  未内定の学生・生徒のために、中堅・中小企業を中心とした就職面接会（１月２１日

から３月末までの間に、大学生向け１２４回、高校生向け７４回）を開催します（別紙

３及び４参照）。 

平成２６年 1 月２１日 

【照会先】 

職業安定局派遣・有期労働対策部 

若年者雇用対策室 

室   長  牛島  聡 (内線 5862) 

室長補佐  吉田  勉 (内線 5333) 

(代 表 電 話) 03-5253-1111 

(直 通 電 話) 03-3597-0331 

 



 

また、若年者のためのワンストップサービスセンター（通称：ジョブカフェ）におい 

て、未内定者等向けにカウンセリングを実施するとともに、就職面接会等を開催します。   

【経済産業省・厚生労働省】 

 

③ 未内定の学生を含む新卒者等に対し、中小企業・小規模事業者が実施する職場実習を支

援する他、地域の中小企業・小規模事業所が一体となって大学・ハローワーク等と連携

し、学生との日常的な顔の見える関係作りから新卒者等の採用・定着までを一貫して支

援する体制を構築します。【経済産業省・文部科学省・厚生労働省】 

 

④  ハローワークと学校等とが連携し、未内定の学生・生徒をもつ保護者に、就職の現状に対

する理解を求めるとともに、学生・生徒に対して新卒応援ハローワーク等の就職支援につい

て、啓発文書の送付により周知し、支援を受けることを勧めていただきます。【文部科学

省・厚生労働省】 

 

⑤  就職活動の長期化や内定が得られないことによる心理的負担を軽減するため、ケアが

必要な未内定の学生・生徒については、新卒応援ハローワーク等に配置した臨床心理士

による心理的ケアに努めます。【厚生労働省】 

 

⑥  主要な民間就職情報サイトに対し、ジョブサポーターによる支援や新卒応援ハローワ

ーク等の周知のためのバナー掲載について協力を要請し、協力を得て、未内定の学生へ

の周知を徹底します。【厚生労働省】  

 

⑦  政府広報として、新聞への広告掲載、ラジオ番組でジョブサポーターによる支援や新

卒応援ハローワークについて未内定の学生やその保護者への周知の徹底を図ります。

【厚生労働省】 

 

 

【Ⅱ「未内定就活生への集中支援 2013」の実績（昨年度の取組）】 

  昨年度の未内定就活生への集中支援（期間：平成 25 年 1 月 18 日から 3 月末まで）では、以

下のとおりの取組状況となりました。 

・ 新卒応援ハローワークをのべ 120,554 人が利用（平成 25 年１月から 3月末まで（現役学  

 生（学歴計））） 

・ ジョブサポーターの支援により、40,651 人が就職が決定（平成 25 年１月から 3 月末まで

（現役学生（学歴計））） 

・ 卒業後もジョブサポーター等が継続して支援することにより、19,755 人の未内定者（平

成 25 年 3月卒）の就職が決定（平成 25年 4 月から 6月まで（学歴計）） 

 

 

 



 未内定就活生への集中支援201４  
新卒者の就職環境が依然として厳しいことを踏まえ、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、未内定の学
生・生徒が１人でも多く卒業までに就職できるよう、平成2６年1月２１日から３月末までを集中支援期間とし、
「未内定就活生への集中支援201４」を実施します。 

未内定の学生・生徒に「就職をあきらめさせない」ためのジョブサポーターと 
大学の就職相談員等との連携による個別支援の徹底（文科・厚労＊） 

 

 新卒応援ハローワークのジョブサポーターと大学の就職相談員の連携を一層密にする等、学校の協力により、未内定の学
生・生徒の情報を学校と新卒応援ハローワーク等で共有し、ジョブサポーターが電話等により新卒応援ハローワーク等の利
用を未内定の学生・生徒に対して呼びかけるなどにより、一貫した就職支援を行います。 
 新卒応援ハローワークの所在地・連絡先はこちら→http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/5a.pdf 
 

 
 
 
 

中堅・中小企業中心の就職面接会の開催（厚労＊・経産） 
 

 未内定の学生・生徒のために、中堅・中小企業を中心とした就職面接会（平成２６年１月２１日から３月末までに、大学
生向け１２４回、高校生向け７４回）を開催します。 
 また、若年者のためのワンストップサービスセンター（通称：ジョブカフェ）において、未内定者等向けにカウンセリン
グ等を実施するとともに、就職面接会等を開催します。 
 就職面接会の開催スケジュールは、大卒等就職情報WEB提供サービスで検索できます。 
（http://job.gakusei.go.jp/service/231030.do?action=initDisp&screenId=231030） 
 各地のジョブカフェのホームページは、以下ホームページをご覧ください。 
（http://www.meti.go.jp/policy/jobcafe/jobcafe_all.html） 
 
 
 
 

 

関係各省の連携による主な取組 
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地域の大学等との連携による中小企業と大学生等とのマッチング等の実施 
（新卒者就職応援プロジェクト、地域中小企業の人材確保・定着支援事業） 

（経産＊・文科・厚労） 
 

 未内定の学生を含む新卒者等に対し中小企業・小規模事業者が実施する職場実習を支援する他、地域の中小企業・小規模
事業者が一体となって大学、ハローワーク等と連携し、学生との日常的な顔の見える関係作りから新卒者等の採用・定着ま
でを一貫して支援する体制を構築します。（未内定就活生を対象とした合同就職説明会が予定されております。） 
 中小企業庁ホームページ（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/jinzai.htm） 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/5a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/5a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/5a.pdf
http://job.gakusei.go.jp/service/231030.do?action=initDisp&screenId=231030
http://www.meti.go.jp/policy/jobcafe/jobcafe_all.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/jinzai.htm


臨床心理士による未内定の学生・生徒の心理的ケアの実施（厚労） 
 

 就職活動の長期化、内定が得られないことによる心理的負担を軽減するため、ケアが必要な未内定の学生・生徒に対しては、
新卒応援ハローワーク等に定期的に配置する臨床心理士による心理的ケアを実施します。 

 
民間就職情報サイトによるジョブサポーター・新卒応援ハローワーク等の周知（厚労） 

 

 主要な民間就職情報サイトに対し、ジョブサポーターにや新卒応援ハローワーク等の支援の周知のためのバナー掲載につい
て協力を要請し、協力を得て、未内定の学生への周知を徹底します。 
 
（平成２６年１月２１日現在、協力いただいている就職情報サイト（運営会社名五十音順 敬称略）） 
 
○「就活ラボ2014」 ： https://www.ac-lab.jp/2014/top/index.php  （運営） 株式会社 アクセスヒューマネクスト 
○「［en］学生の就職情報2014」 :  http://enjapan2014.com/      （運営） エン・ジャパン 株式会社 
○「学情ナビ2014」 ：  http://www.gakujo.ne.jp/2014/                   （運営） 株式会社 学情 
○「Ｒｅ就活」 ： http://re-katsu.jp/career/                                          （運営） 株式会社 学情 
○「就職ウォーカー2014」 ： http://www.s-walker.net/2014/         （運営） 株式会社 ジェイ・ブロード 
○「就職ウォーカー2015」 ： http://www.s-walker.net/2015/         （運営） 株式会社 ジェイ・ブロード 
○「就活ナビ2014」 ： https://navi14.shukatsu.jp/14/                      （運営） 株式会社 ダイヤモンド・ビッグアンドリード 
○「日経就職ナビ2014」 ： https://job.nikkei.co.jp/2014/top/       （運営）   株式会社 日経ＨＲ、株式会社 ディスコ 
○「ブンナビ！2014」 ： https://bunnabi.jp/2014/                            （運営） 株式会社 文化放送キャリアパートナーズ 
○「マイナビ2014」 ： http://job.mynavi.jp/2014/                             （運営） 株式会社 マイナビ 
○「リクナビ2014」 ： http://job.rikunabi.com/2014/                        （運営） 株式会社 リクルートキャリア 

   

保護者を通じた未内定の学生・生徒への就職支援の周知（文科・厚労＊） 
 

 学校と連携し、未内定の学生・生徒をもつ保護者に就職の現状に対する理解を求めるとともに、学生・生徒に対して新卒応
援ハローワーク等の就職支援について、啓発文書の送付により周知し、支援を受けることを勧めてもらいます。 

政府広報によるジョブサポーター・新卒応援ハローワークの周知（厚労） 
 

   政府広報を活用し、平成２６年１月から各種新聞への広告掲載及びラジオ番組でのインフォメーション等、ジョブサポー
ターによる支援や新卒応援ハローワークについて未内定の学生やその保護者等への周知を徹底します。 

※ 複数の省が連携して実施している支援メニューについての問い合わせ先は＊印の省へお願いします。 
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ハローワークで新卒者の就職支援を進めています！
ハローワークでは、将来の日本を担う新卒者が安定した仕事に就けるよう、新卒者・既卒者の就職支援を進めています。

○「ジョブサポーター」によるきめ細かな支援

「学卒ジョブサポーター」を配置（2,300人（平成25年度予算））し、きめ細かな支援を行っています。

【実績】平成22年度は 59,903人の就職が決定（平成22年９月～23年３月末）

平成23年度は163,133人の就職が決定（平成23年４月～24年3月末）

平成24年度は193,562人の就職が決定（平成24年4月～25年3月末）

【大学・大学生等への主な支援内容】
大学等と連携した出張相談・就職支援セミナー、新卒応援ハローワークにおいて就職活動中の学生・既卒
者への個別支援（エントリーシートの作成相談、面接指導、応募先の選定など）及び求人開拓等を実施

【高校・高校生への主な支援内容】
学校と密接に連携し、求人情報の提供、職業適性検査や各種ガイダンス・セミナー、求人開拓、未内定者
に対する一貫した個別支援（職業相談、応募先の選定、面接指導等）等を実施

○全都道府県にワンストップで新卒者を支援する「新卒応援ハローワーク」を設置

全都道府県に、就職活動中の学生・既卒者の皆様が利用しやすい専門のハローワークとして、「新卒応援ハローワーク」（平成2６年1月
２１日現在：5７カ所）を設置しています。お気軽にご利用ください。

【実績】平成22年度はのべ 228,952人が利用し、30,485人が就職決定（平成22年９月～23年３月末）

平成23年度はのべ 580,745人が利用し、75,041人が就職決定（平成23年４月～24年3月末）

平成24年度はのべ 709,648人が利用し、94,173人が就職決定（平成24年4月～25年3月末）

【主な支援メニュー】
・全国ネットワークによる豊富な求人情報の提供、職業紹介、中小企業とのマッチング、求人開拓、求職活動に役立つ各種セミナー
・就職までの一貫した担当者制による個別支援（求人情報の提供、就職活動の進め方、エントリーシートの添削、面接指導等）
・臨床心理士による心理的サポート
※ 新卒応援ハローワークの所在地・連絡先はこちら→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/5a.pdf

～新卒者（就職活動中の学生・既卒者）への支援を進めています～

（
別
紙
２
）



～ 大学との密接な連携体制を構築しています ～

大学等から未内定者に新卒応援ハローワークを積極

的に周知。大学生の利用者のうち約５４％が大学等

からの送り込みにより、新卒応援ハローワークに来

所。新卒応援ハローワークの利用者も急増。１月～３

月の、のべ利用者数（現役学生）は１２０，５５４

人（前年同期比３．５％増）。
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出所：職業安定業務統計「新卒応援ハローワーク利用者アンケート調べ」
（25年2月）
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新卒応援ハローワークと大学等の連携状況

出所：職業安定局業務統計「大学との連携状況」（25年12月）
（※） 大学が開催する面接会等へのジョブサポーターの派遣、参加企業のあっせんなど

新卒応援ハローワークと大学との連携が進み、 平成25年1２

月末時点で７36大学※（平成24年12月現在では711）が新卒

応援ハローワークと連携し、学生の就職支援をしている。

※１大学に複数の校舎があり、それぞれ別の新卒応援ハローワークと

連携している場合は、別の大学としてカウント。
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平成23-24年度におけるジョブサポーター支援対象大学生就職決定者数
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単位：人 平成24年度平成23年度

平成23年度実績 ： ７０，８０９人 平成24年度実績 ： ８９，０９９人

ジョブサポーターの新卒者（大学４年生等）に対する支援は、主に卒業が間近に迫った年度後半を中心に実施しており、大学
と連携することにより、年度末までに未内定の学生を新卒応援ハローワークに登録し、学生に対し切れ目のない支援を提供して
います。
なお、万が一卒業までに就職できない場合でも、早期の就職を目指し、引き続き新卒応援ハローワーク等で担当者制による個

別支援の実施を継続しています。

ハローワークを利用して就職した新規学卒者のうち、約８割が１０月以降に就職が決定
特に、１～３月の集中支援時における新卒者の就職者数は年間の約半数（23年度53% 24年度44%）を占める



管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

北海道
2月4 日

13：00～16:00
新規学校卒業者就職面接会 札幌パークホテル(札幌市）

10：00～12：30（高校の部）
13：00～16：00（大学等の部）既卒者も対象。

2月7日
13：30～16：0０

高卒・大竿等・一般若年求職者就職面接会 旭川グランドホテル（旭川市）

青森
1月30日

13：30～16：00
平成26年3月新規大学等卒業予定者就職面接会 ホテル青森（青森市）

既卒者も対象。
参加方法：当日受付

岩手
1月21日

13：30～15：00
２０１４ふるさと就職ガイダンス ホテルサンルート釜石(釜石市） 既卒者も対象。

1月29日
13：30～15：00

２０１４ふるさと就職ガイダンス あえりあ遠野（遠野市） 既卒者も対象。

2月1日
13：00～16：00

平成26年花北・胆江地域合同就職ガイダンス ホテルグランシェール花巻（花巻市） 既卒者も対象。

2月6日
14：30～16：00

Winter Chance 2014 リアスホール（大船渡市） 既卒者も対象。

2月8日
13：30～16：00

宮古・下閉伊地区ふるさと就職面談会2014 宮古市民総合体育館シーアリーナ（宮古市） 既卒者も対象。

宮城
2月20日

13:00～16:00
平成26年3月新規大卒等就職面接会

仙台市情報・産業プラザネ！ットU 多目的ホール
（仙台市）

既卒者も対象。

秋田
1月24日

13:00～16:00
秋田県合同就職説明会（仙台会場） 仙台サンプラザ（仙台市） 既卒者も対象。

1月25日
13:00～16:00

秋田県合同就職説明会（東京会場） ベルサール八重洲（中央区） 既卒者も対象。

2月6日
13:30～16:00

湯沢市合同就職面接会 湯沢グランドホテル（湯沢市） 既卒者も対象。

2月13日
13:00～17:00

秋田県合同就職説明会（秋田会場） 秋田ビューホテル（秋田市） 既卒者も対象。

山形
2月13日

13：00～16：30
ハローワーク就職面接会　ｉｎ　やまがた 山形国際交流プラザ（ビッグウイング）（山形市） 既卒者も対象。

福島
1月22日

13:00～16:00
大卒者等ふくしま・中小企業合同就職面接会（郡山会場） 福島県看護会館みらい（郡山市） 既卒者も対象。

2月4日
12:30～16:00

若年求職者のための合同企業説明会 いわき産業創造館ラトブ（いわき市） 若年求職者対象。

2月19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） 既卒者、一般求職者も対象。

2月22日
12:20～16:00

福島市合同企業説明会 コラッセふくしま（福島市） 既卒者、一般求職者、若年求職者対象。

2月24日
12:30～16:00

若年求職者のための合同企業説明会 郡山市労働福祉会館（郡山市） 若年求職者対象。

3月10日
12:00～15:45

ふくしま大卒等合同就職面接会 福島県看護会館みらい（郡山市） 既卒者も対象。

茨城
2月24日

10:00～・14:00～
（2部制）

がんばっぺ！茨城企業説明会＆就職面接会 水戸三の丸ホテル（水戸市）
・平成２６年３月大学等卒業予定者及び既卒３年以内の者
・平成２７年３月大学等卒業予定者（説明会のみ）

2月28日
13時～

がんばっぺ！茨城企業説明会＆就職面接会 ホテルマロウド筑波（土浦市）
・平成２６年３月大学等卒業予定者及び既卒３年以内の者
・平成２７年３月大学等卒業予定者（説明会のみ）

栃木
2月18日

13:00～16:00
とちぎ就職支援合同面接会 ホテル東日本宇都宮（宇都宮市） 既卒者、一般求職者も対象。

群馬
2月7日

13:00～16:00
ヤングハローワーク２０１４ 就職面接会 グリーンドーム前橋（前橋市） 未内定高校生も対象。既卒者も対象。

埼玉
1月21日

13：40～15：40
平成25年度合同企業面接会

川口駅前市民ホール
フレンディア４階会議室（川口市）

既卒者、一般求職者も対象。

1月24日
13：00～16：00

就職面接会 上尾市文化センター（上尾市） 既卒者も対象。

1月31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（さいたま市） 既卒者、一般求職者も対象。

2月5日
13：00～16：00

若者面接会 富士見市民文化会館「キラリふじみ」（富士見市） 既卒者も対象。

2月19日
13：30～16：00

所沢・飯能地区平成26年3月高校・大学等卒業予定者就職面接会 所沢市民文化センター（所沢市）

2月20日
13：30～15：30

春日部地域合同就職面接会
春日部市商工振興センター　アクシス春日部
（春日部市）

既卒者、一般求職者も対象。
一般求職者向けの求人事業所も参加の予定。

2月21日
13:30～16:00

保育士合同就職面接会 大宮ソニックシティ（さいたま市） 既卒者、一般求職者も対象。

2月27日
13：00～16：00

第2回平成26年3月大学等卒業予定者及び既卒3年以内の方対象就職面接会 大宮ソニックシティ（さいたま市） 既卒者も対象。

千葉
1月28日

13：00～16：30
合同就職面接会in幕張

ホテルグリーンタワー幕張　4Fロイヤルクレッセント
（千葉市）

39歳以下の若年者も対象。
面接会最終受付～16：00まで。
千葉県との共催。

1月30日
13：00～16：00

ミニ面接会 ハローワーク千葉　3階会議室（千葉市）
㈱そごう・西武　そごう千葉店のミニ面接会。
13：00～説明会開始。
事前申込制。

2月10日
13：30～16：40

2014合同企業説明会in幕張
アパホテル&リゾート　東京ベイ幕張ホール（千葉
市）

13：30～企業説明会開催（１回３０分間の５回転）
主催は千葉県中小企業団体中央会（043-306-
3283）

2月18日
13：00～16：30

合同就職面接会in習志野 習志野文化ホール内　モリシアホール（習志野市）
39歳以下の若年者も対象。
面接会最終受付～16：00まで。
千葉県との共催。

2月28日
13：00～16：00

いちかわ若者就職面接会 市川グランドホテル（市川市）

東京 1月27日・28日 若者応援企業限定 就職セッション！（説明会、予約制面接会） 東京新卒応援ハローワーク（新宿区）
若者応援企業限定。
既卒者・35歳未満の若年者も対象。

2月5日
13:30～16:30

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） 既卒者も対象（概ね20歳代まで）

3月5日・6日
（各日2部制）
13：00～16：00
16：30～19：30

まだ間に合う、4月入社！面接会 新宿エルタワー30Ｆ「サンスカイルーム」（新宿区）
若者応援企業限定。
既卒者・35歳未満の若年者も対象。

神奈川
1月29日

10:00～17：00
平成25年度川崎市・専修大学共催大卒
企業説明会1

専修大学サテライト
キャンパス（川崎市）

既卒者も対象。
川崎市・専修大学共催、川崎所・川崎北所協力、
専修大学以外の４年制大学も参加可

2月6日
13：00～16：00

西湘地区就職面接会
小田原市民会館
3F小ホール（小田原市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月13日
13：00～16：00

大学等卒業予定者・既卒者
就職面接会

新都市ホール
そごう横浜9F（横浜市）

既卒者も対象。

2月25日
10：00～17：00

平成25年度川崎市・専修大学共催大卒
企業説明会2

専修大学サテライト
キャンパス（川崎市）

既卒者も対象。
川崎市・専修大学共催、川崎所・川崎北所協力、
専修大学以外の４年制大学も参加可

平成26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26年1月21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124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。）

(別紙３)

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://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/


管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

富山
1月21日

若者のための定例企業説明会 サンフォルテホール（富山市）
・平成23年3月～平成25年3月大学等卒業者
・転職希望・Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望の若年者
・求職活動中の者、フリーター等(４５歳未満)

2月18日
若者のための定例企業説明会 サンフォルテホール（富山市）

・平成23年3月～平成25年3月大学等卒業者
・転職希望・Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望の若年者
・求職活動中の者、フリーター等(４５歳未満)

石川
1月24日

13:30～16:00
企業ガイダンスｉｎ中能登～若者のための就職面接会～

ワークパル七尾（七尾勤労者総合福祉センター）
（七尾市）

既卒者も対象。

2月15日
13:00～16:00

福祉・介護の就職フェア（第４回） 石川県地場産業振興センター（金沢市） 既卒者、一般求職者も対象。

3月20日
13:30～16:00

若者のための定例企業ガイダンス
ジョブカフェ石川金沢センター　第２会議室Ａ（金沢
市）

既卒者も対象。

福井
2月18日

13：00～16：00
新卒応援・再就職応援　ハローワーク面接会 福井県産業会館（福井市） 既卒者、一般求職者も対象。

山梨
2月3日

13:00～16:30
平成26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） 既卒者も対象。

長野
2月

13：00～16：00
佐久・小諸地区就職面接会 未定 既卒者も対象。

2月6日
13：30～16：00

松本地区合同
　　　　就職面接会

ホテルブエナビスタ 既卒者、一般求職者も対象。

2月21日
13:00～16:30

北信地区就職面接会 メルパルク長野 既卒者、一般求職者も対象。

3月7日
13：00～16：00

上田地域就職面接会 上田東急イン3Ｆ国際21クリスタルホール（予定） 既卒者、一般求職者も対象。

岐阜
1月22日

ミニ企業説明会part５ ハートフルスクエアＧ（岐阜市） 既卒者も対象。

2月27日
大学生向けリレー方式会社説明会（仮） 中津川市文化会館（中津川市）

静岡
1月28日

12:30～16:00
卒業直前大学生等就職フェア（西部会場） ホテルクラウンパレス浜松４Ｆ「芙蓉の間」（浜松市） 既卒者も対象。

1月31日（2部制）
11:00～、13:00～

若年者と学生の就職フェア 藤枝市民文化センター（藤枝市） 35歳未満の求職者

2月3日
10:30～16:00

卒業直前大学生等就職フェア（中部会場） グランシップ大ホール・海（静岡市） 既卒者も対象。

2月5日
12:00～15:30

若年者と学生の就職フェア グランシップ（静岡市） 35歳未満の求職者

2月17日
12:30～16:00

卒業直前大学生等就職フェア（東部会場） 沼津リバーサイドホテル４Ｆ「シャングリラ」（沼津市） 既卒者も対象。

2月17日
14:00～16:30

若年者就職応援フェア アクトシティ浜松コングレスセンター（浜松市） 40歳未満の求職者

3月4日
13:30～16:00

富士・富士宮地区若年者等ＪＯＢフェア ふじさんめっせ大展示場（富士市） 45歳未満の求職者

愛知
1月27日

14：00～16：00
大学生等就職応援ミニ面接会

愛知新卒応援ハローワーク　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

1月28日
13：00～17：00

第3回若者応援企業就職フェア2013
愛知産業労働センター　（ウインクあいち）6階展示
場（名古屋市）

既卒者も対象。

1月30日
13：00～17：00

平成26年3月新規大卒者等合同企業説明会 名古屋栄ビルディング　大会議室（名古屋市） 既卒者も対象。40歳未満の若年者

1月31日
13：00～16：00

若者就職支援フェアｉｎいちのみや
尾張一宮駅前ビル
（ｉビル）（一宮市）

既卒者も対象。

2月12日
13：00～16：00

平成26年3月新規大卒者等合同企業説明会 名古屋栄ビルディング　大会議室（名古屋市） 既卒者も対象。40歳未満の若年者

2月24日
14：00～16：00

大学生等就職応援ミニ面接会
愛知新卒応援ハローワーク　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

3月24日
14：00～16：00

大学生等就職応援ミニ面接会
愛知新卒応援ハローワーク　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

三重
1月22日

第１回 合同企業フェア 松阪商工会議所（松阪市） 既卒者も対象。

1月30日
第２回 合同企業フェア アスト津（津市） 既卒者も対象。

2月10日
第３回 合同企業フェア 四日市市文化会館（四日市市） 既卒者も対象。

2月14日
平成25年度　外国人留学生合同企業説明会 四日市商工会議所（四日市市） 既卒者も対象。

滋賀
1月22日

看護職就職フェアｉｎしが クサツエストピアホテル（草津市） 一般求職者も参加可能。

2月12日
滋賀学生・若年者就職フェア２０１４ クサツエストピアホテル（草津市） 一般求職者(概ね40歳未満)も参加可能。

京都
2月13日

第３回適職発見フェアｉｎ京都 京都テルサ（京都市）
若年未就職者及び再就職希望者（概ね44歳以下）
も対象。

3月12日
ラストスパート合同就職フェア 京都テルサ（京都市） 若年未就職および再就職希望者（概ね30歳以下）

大阪
1月28日

13:00～16:00
若者応援企業就職面接会 池田コミュニティーセンター（池田市） 既卒者、３５歳未満の一般求職者も対象

2月14日
12:00～18:00

合同企業説明会 マイドームおおさか３F（大阪市） 既卒者、４０代前半までの一般求職者も対象

2月28日
13:00～17:00

フレッシュ＆わかもの就職面接会 マイドームおおさか３F（大阪市） 既卒者、３５歳未満の一般求職者も対象

3月4日
13:00～16:00

「若者応援」就職面接会in 淀川 淀川区役所５Ｆ　特設会場（会議室）（淀川区） 既卒者、３５歳未満の一般求職者も対象

兵庫
1月24日

13:00～15:00
ジョブフェア・イン北播磨２０１４ 西脇ロイヤルホテル（西脇市）

おおむね４０歳未満の若年者および新規大学等
卒業予定者・既卒者

2月5日
13:00～16:00

合同就職説明会＆企業研究フェアー
　「西はりま就職フェアーｉｎたつの」

たつの市青少年館（たつの市）
①合同就職説明会　大学等新卒者及び既卒の若年者（おおむ
ね３９歳以下）②企業研究　２７年３月大学等卒業見込み者

2月12日
13:00～16:00

ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　２０１４【大学生等就職面接会】 神戸ポートピアホテル（神戸市）
学生受付は、15:30まで。２６年３月大学等卒業予定者及び２３
年３月以降の既卒者

2月14日
合同就職説明会＆企業研究フェア「西はりま就職フェアin赤穂」 赤穂市民会館（赤穂市）

２６年３月大学等卒業見込者、３９歳以下若年者、２７年３
月大学等卒業見込者（企業研究のみ）

2月18日
13：30～16：00

姫路地域わかもの就職応援面接会 姫路キヤッスルホテル（姫路市） 概ね３０歳以下の求職者

2月19日
13:00～15:00

２０１４ＪＯＢフェアin播磨 加古川プラザホテル（加古川市） ３５歳未満の求職者

2月20日
三田地域合同就職面接会 まちづくり協働センター多目的ホール（三田市）

・フルタイム及びパートタイムで就職を希望する
人・平成26年3月大学等及び高校卒業予定の人

2月25日
13:00～16:00

ひょうご就職フェア2014 神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸市） 対象者　：卒業年次前大学等在学生

2月27日
13：00～15：00

阪神地域若年者就職面接相談会 尼崎市中小企業センター（尼崎市） 概ね40歳未満の若年者

3月4日
13：00～16：00

「若者応援企業」就職面接会（仮称） 淀川区役所（淀川区）
※大阪労働局北摂３所（淀川・茨木・池田）と阪神3
所合同（幹事は淀川所）　概ね35歳未満の若年者

奈良
1月21日

13:00～16:00
福祉職deあいフェア 奈良ロイヤルホテル（奈良市） 既卒者も対象。

2月28日
12:30～15:30

ミニ「企業説明会」（面接会） 奈良県産業会館（大和高田市） 既卒者も対象。

和歌山
1月29日

13:30～15:30
企業合同面談会（田辺） ガーデンホテルハナヨ（田辺市） 既卒者、一般求職者も対象。

2月21日
13:00～16:00

ワークフェスタ2014合同就職面談会 ホテルグランヴィア和歌山（和歌山市） 既卒者、一般求職者も対象。

(別紙３)

http://toyama-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/
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/
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

鳥取
2月4日

１3:00～16:30
とっとり就職フェア2014・２月　鳥取会場 鳥取産業体育館（鳥取市） 既卒者、一般求職者も対象。

2月5日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2014・２月　倉吉会場 倉吉体育文化会館（倉吉市） 既卒者、一般求職者も対象。

2月6日
13：00～16：30

とっとり就職フェア2014・２月　米子会場 米子コンベンションセンター（米子市） 既卒者、一般求職者も対象。

３月６日
10：30～16：00

とっとり企業ガイダンス　米子会場 米子ワシントンホテルプラザ（米子市）

島根
2月23日

10:30～16:30
しまね企業ガイダンス
(浜田会場) いわみーる（浜田市） 既卒者も対象。

3月1日
10:30～16:30

しまね企業ガイダンス
（松江会場） くにびきメッセ（松江市） 既卒者も対象。

3月5日
13:00～16:00

ごうつ企業ガイダンス 石央地域地場産業振興センター（江津市）
一般求職者が主であるが、学卒も可既卒者も対
象。

3月8日
13:00～16:00

出雲地区企業説明会 ラピタウエディングパレス（出雲市） ＵＩターン就職希望者、既卒者も対象。

3月9日
12:00～16:00

トリプルＡ面接会 松江テルサ４Ｆ（松江市）
事前登録要。
既卒者も対象。

岡山
2月17日

13:30～16:00
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
2月18日

第3回　広島新卒応援ハローワーク面接会 メルパルク広島（広島市） 既卒者も対象。

2月19日
三原地域学生・既卒者就職ガイダンス 三原市ゆめきゃりあセンター（三原市） 既卒者も対象。

2月21日
2014就職ガイダンスＰＡＲT１ 福山ニューキャッスルホテル（福山市） 既卒者も対象。

3月3日
就職ガイダンスｉｎひがしひろしま アクアパーク（東広島運動公園）体育館（東広島市） 既卒者も対象。

山口
2月24日

10:00～16:00
ふるさと山口就職説明会 山口グランドホテル（山口市） 既卒者・一般求職者も対象。

徳島
2月5日

13:00～16:00
若年者等就職マッチングフェア ホテルクレメント徳島　４F（徳島市） 訓練終了予定者を含む一般求職者も対象。

香川
2月6日

13:00～16:00
かがわーくフェア（春の就職面接会＆企業説明会） サンメッセ香川（高松市） 既卒者も対象。

愛媛
1月29日

13:30～16:00
西予市合同就職面接会 西予市宇和文化会館　中ホール（西予市） 既卒者、一般求職者も対象。

2月6日
13:00～16:00

新規学卒者等合同就職面接会
松山市総合コミュニティセンター　企画展示ホール
（松山市）

既卒者も対象。

3月5日
13:30～16:00

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

高知
2月5日

13:00～15:30
こうち就職フェア2014 高知市文化プラザかるぽーと（高知市） 既卒者も対象。

2月13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） 既卒者も対象。

2月20日
13:00～15:30

はた地域就職面接会 JA高知はた農協会館（四万十市） 既卒者も対象。

2月26日
14:00～15:30

あき就職面接会 安芸市総合社会福祉センター（安芸市） 既卒者も対象。

福岡
2月7日

大学等就職説明会＆面接会 エルガーラホール8階大ホール（福岡市） 既卒者も対象。

佐賀
2月5日

会社面接会（森山工業株式会社） ハローワーク鳥栖（鳥栖市） 既卒者（34才以下の若年者）が対象。

2月5日
13:30～15:30

平成25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） 福祉の仕事への就職を希望する者が対象。

2月12日
14:00～17:00

新規学卒者等ミニ就職面接会（inさが）
ハローワーク佐賀
3階大会議室（佐賀市）

既卒者も対象。

長崎
2月27日

13：00～16：00
平成２６年３月大学等卒業予定者・卒業後概ね３年以内の既卒者（長崎
会場）

長崎西洋館２階イベントホール 既卒者も対象。

熊本
2月14日

13:00～16:00
くまもと新卒応援面接会in県立劇場 熊本県立劇場　大会議室（熊本市） 既卒者も対象。

3月5日
13:00～16:00

くまもと新卒応援面接会in県立劇場 熊本県立劇場　大会議室（熊本市） 既卒者も対象。

宮崎
2月18日

13：00～16：30
平成25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）

既卒者（一般の方、卒業年次前の学生含む）も対
象。

2月24日
13：00～16：00

ミニ面接会
ハローワークプラザ宮崎
大会議室（宮崎市）

既卒者も対象。
参加方法：HWへ事前連絡

鹿児島
2月17日

13：00～16：30
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） 既卒者も対象。

沖縄
1月28日

12：45～16：00
平成26年3月新規学卒者等県内就職面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

(別紙３)

http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shimane-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


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23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４日
10：00～12：30

新規学校卒業者就職面接会 札幌パークホテル（札幌市）
10：00～12：30（高校の部）
13：00～16：00（大学等の部）

2月6日
13：30～15：00

平成２５年度新規高卒者就職促進会(第２回） 釧路キャッスルホテル（釧路市）

2月7日
13：00～16：00

平成２５年度新規高卒者就職面接会in函館（第２回） ロワジールホテル函館（函館市）

2月7日
13：30～16：0０

高卒・大竿等・一般若年求職者就職面接会 旭川グランドホテル（旭川市）

岩手
1月21日

13：30～15：00
２０１４ふるさと就職ガイダンス ホテルサンルート釜石(釜石市）

1月29日
13：30～15：00

２０１４ふるさと就職ガイダンス あえりあ遠野（遠野市）

2月1日
13：00～16：00

平成26年花北・胆江地域合同就職ガイダンス ホテルグランシェール花巻（花巻市）

2月6日
14：30～16：00

Winter Chance 2014 リアスホール（大船渡市）

2月8日
13：30～16：00

宮古・下閉伊地区ふるさと就職面談会2014 宮古市民総合体育館シーアリーナ（宮古市）

宮城
2月4日

13:00～16:00
平成26年3月新規高等学校卒業予定者第2回就職面接会 仙台サンプラザホール（仙台市）

秋田
2月6日

13:30～16:00
湯沢市合同就職面接会 湯沢グランドホテル(湯沢市）

山形
2月13日

13：00～16：30
ハローワーク就職面接会　ｉｎ　やまがた 山形国際交流プラザ（ビッグウイング）（山形市）

群馬
2月7日

13:00～16:00
ヤングハローワーク２０１４就職面接会 グリーンドーム前橋（前橋市） 未内定大学生等も対象。既卒者も対象。

埼玉
1月21日

13：40～15：40
平成25年度合同企業面接会

川口駅前市民ホール
フレンディア４階会議室（川口市）

1月24日
13：00～16：00

就職面接会 上尾市文化センター（上尾市）

1月28日
13：30～16：00

第2回平成26年3月新規高等学校卒業予定者就職面接会 大宮ソニックシティ（さいたま市）

2月19日
13：30～16：00

所沢・飯能地区平成26年3月高校・大学等卒業予定者就職面接会 所沢市民文化センター（所沢市）

2月20日
13：30～15：30

春日部地域合同就職面接会
春日部市商工振興センター　アクシス春日部
（春日部市）

2月21日
13:30～16:00

保育士合同就職面接会 大宮ソニックシティ（さいたま市）

2月26日
14：00～16：00

第3回平成26年3月新規高等学校卒業予定者就職面接会 大宮ソニックシティ（さいたま市）

千葉
1月21日

13:00～16:00
新規高卒者就職面接会 ハローワーク千葉　2階会議室(千葉市)

受付開始12：00～
履歴書（写真を含めコピー可）、筆記用具持
参のこと。

1月24日
未定

平成25年度新規高卒者ミニ面接会 成田市加良部公民館（成田市）

1月30日
13：00～16：00

ミニ面接会 ハローワーク千葉　3階会議室（千葉市）
㈱そごう・西武　そごう千葉店のミニ面接会。
13：00～説明会開始。
事前申込制。

2月中
未定

新規高卒者就職ミニ面接会 ハローワーク千葉南（千葉市） 要事前登録。

2月28日
13：00～16：00

いちかわ若者就職面接会 市川グランドホテル（市川市）

東京
2月6日・7日（2日

間）
14：00～17：00

高校生のための就職面接会（新宿会場） 東京新卒応援ハローワーク（新宿区）

2月12日
13：00～16：00

高校生のための就職面接会（立川会場） 立川パレスホテル（立川市）

神奈川
2月6日

13：00～16：00
高校生就職フェアPart4

新都市ホール
そごう横浜9F(横浜市）

2月12日
13:00～16:00

第2回湘南・西湘高卒者企業説明会 平塚プレジール6F（平塚市）

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（金沢市） 学校を通じての事前申し込みが必要

福井
2月18日

13：00～16：00
新卒応援・再就職応援　ハローワーク面接会 福井県産業会館（福井市） 一般求職者も対象。

山梨
2月3日

13:00～16:30
平成26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
2月

13：00～16：00
佐久・小諸地区　就職面接会 未定

2月6日
13：30～16：00

松本地区合同　就職面接会 ホテルブエナビスタ（松本市）

3月7日
13：00～16：00

上田地域就職面接会
上田東急イン3Ｆ国際21クリスタルホール（上田
市）（予定）

静岡
1月31日（2部制）
11:00～,13:00～

若年者と学生の就職フェア 藤枝市民文化センター（藤枝市）

2月5日
12:00～15:30

若年者と学生の就職フェア グランシップ（静岡市）

2月17日
14:00～16:30

若年者就職応援フェア アクトシティ浜松コングレスセンター（浜松市）

3月4日
13:30～16:00

富士・富士宮地区若年者等ＪＯＢフェア ふじさんめっせ大展示場（富士市）

愛知
1月28日

13：00～17：00
第3回若者応援企業就職フェア2013

愛知産業労働センター
（ウインクあいち）6階展示場(名古屋市）

1月31日
13：00～16：00

若者就職支援フェアｉｎいちのみや
尾張一宮駅前ビル
（ｉビル）（一宮市）

三重
1月22日

第１回 合同企業フェア 松阪商工会議所（松阪市）

1月30日
第２回 合同企業フェア アスト津（津市）

2月10日
第３回 合同企業フェア 四日市市文化会館（四日市市）

平成26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26年1月21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。（74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。）

(別紙４)

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://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/
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

大阪
2月5日

12:00～16:00
第２回高等学校卒業予定者合同求人説明会 難波御堂筋ホール７F（大阪市）

兵庫
2月4日

13:30～16:00
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） 参加方法：当日参加可

2月18日
13：30～16：00

姫路地域わかもの就職応援面接会 姫路キヤッスルホテル（姫路市）
参加方法：履歴書持参で直接会場へお越し
ください。概ね３０歳以下の求職者

2月19日
13:00～15:00

２０１４ＪＯＢフェアin播磨 加古川プラザホテル（加古川市） 紹介状不要。　３５歳未満

2月20日
三田地域合同就職面接会 まちづくり協働センター多目的ホール（三田市）

・介護・福祉フェアーを同時開催
・キャリアカウンセリングを実施

2月27日
13：00～15：00

阪神地域若年者就職面接相談会 尼崎市中小企業センター（尼崎市） ４０歳未満

3月4日
13：00～16：00

「若者応援企業」就職面接会（仮称） 淀川区役所（淀川区）
※大阪労働局北摂３所（淀川・茨木・池田）と
阪神3所合同（幹事は淀川所）、３５歳未満

和歌山
1月29日

13:30～15:30
企業合同面談会（田辺） ガーデンホテルハナヨ（田辺市）

2月21日
13:00～16:00

ワークフェスタ2014合同就職面談会 ホテルグランヴィア和歌山（和歌山市）

鳥取
2月4日

１3:00～16:30
とっとり就職フェア2014・２月　鳥取会場 鳥取産業体育館（鳥取市）

2月5日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2014・２月　倉吉会場 倉吉体育文化会館（倉吉市）

2月6日
13：00～16：30

とっとり就職フェア2014・２月　米子会場 米子コンベンションセンター（米子市）

島根
3月5日

13:00～16:00
ごうつ企業ガイダンス 石央地域地場産業振興センター（江津市）

岡山
2月17日

13:30～16:00
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27日

高校生のための就職ガイダンス 福山商工会議所（福山市）

1月30日
高校生のための就職ガイダンス 広島県立総合体育館（広島市）

山口
2月14日

10:00～12:00
ふるさと山口就職説明会 山口グランドホテル（山口市） 学校を通じての事前申し込みが必要

徳島
2月5日

13:00～16:00
若年者等就職マッチングフェア ホテルクレメント徳島　４F（徳島市） 訓練終了予定者を含む一般求職者も対象。

愛媛
2月6日

13:00～16:00
新規学卒者等合同就職面接会

松山市総合コミュニティセンター
企画展示ホール（松山市）

3月5日
13:30～16:00

西予市合同就職面接会 西予市宇和文化会館　中ホール（西予市）

高知
2月5日

13:00～15:30
こうち就職フェア2014 高知市文化プラザかるぽーと（高知市）

2月13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）

2月20日
13:00～15:30

はた地域就職面接会 JA高知はた農協会館（四万十市）

2月26日
14:00～15:30

あき就職面接会 安芸市総合社会福祉センター（安芸市）

佐賀
1月23日

新規高卒者ミニ就職面接会（in武雄） ハローワーク武雄（武雄市）

1月28日
13:30～16:00

新規高卒者ミニ就職面接会（inさが）
ハローワーク佐賀
3階大会議室（佐賀市）

2月5日
13:30～15:30

平成25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） 福祉の仕事への就職を希望する者が対象。

2月12日
14:00～17:00

新規学卒者等ミニ就職面接会（inさが）
ハローワーク佐賀
3階大会議室（佐賀市）

長崎
2月10日

13：00～16：00
平成２６年３月高校卒業予定者合同企業面談会（長崎会場） 長崎西洋館２階イベントホール（長崎市） 参加申込については、学校を通じてハローワークへ

熊本
2月4日

13:00～16:00
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22日

14：00～16：00
ミニ面接会 延岡所２階会議室（延岡市）

2月18日
13：00～16：30

平成25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24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）

沖縄
1月28日

12：45～16：00
平成26年3月新規学卒者等県内就職面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

(別紙４)

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://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/
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://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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