
管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考

北海道 12月15日 10:00 ～ 16:30 就活ＭＥＥＴＩＮＧ（大学生等就職面接会） 札幌パークホテル（札幌市）

青森 1月28日 13:30 ～ 16:00 平成28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）

岩手 12月3日 13:00 ～ 16:30 いわて就職面接会Ⅲ 岩手産業文化センターアピオ（滝沢市） 一般求職者も対象

1月26日 12:30 ～ 16:00 いわて合同企業面接会
いわて県民情報交流センターアイーナ
（盛岡市）

宮城 12月18日 平成29年３月新規大学卒業予定者等対象業界研究セミナー アエル（仙台市）

山形 1月23日 13:00 ～ 16:00 合同企業面接会 山形テルサ（山形市）

福島 11月28日 11:00 ～ 16:00 ふくしま大卒等合同就職面接会 ラコパ福島（福島市）

栃木 11月24日 13:00 ～ 16:00 とちぎ大卒等就活応援合同就職面接会（南とちぎ） 小山グランドホテル（小山市）

12月4日 13:30 ～ 16:00 とちぎ大卒等就活応援合同就職面接会（県央） ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）

埼玉 12月14日 13:00 ～ 15:00 秩父に住んで働こう！求人企業合同就職面接会 秩父神社 参集殿２階（秩父市）

千葉 12月3日 13:30 ～ 16:00 うらやす若者就職面接会 浦安市民プラザＷａｖｅ１０１(浦安市) 概ね３５歳未満の求職者も対象

東京 11月25日 13:30 ～ 16:30 第2回新規大卒者等合同就職面接会 京王プラザホテル八王子（八王子市）

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

12月18日 14:00 ～ 16:00 新卒・既卒小規模面接会 港区立商工会館（港区）

神奈川 11月27日 13:00 ～ 17:20 平成27年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）

12月10日 13:00 ～ 15:30 R246就職面接会 山北町立生涯学習センター（足柄上郡）

12月11日 13:00 ～ 16:00 新卒あつぎ面接会 ハローワーク厚木 2階会議室（厚木市） ハローワークへ申し込み

1月21日 13:00 ～ 16:00 新規大卒者等合同就職説明会および面接会 川崎市産業振興会館（川崎市）

新潟 11月24日 13:00 ～ 16:30 就職ガイダンス2016 朱鷺メッセ（新潟市中央区） 既卒者も対象

11月27日 13:00 ～ 16:00 長岡就職ガイダンス2016 アオーレ長岡（長岡市） 既卒者も対象

富山 11月30日 13:30 ～ 16:00 ハローワーク魚津・滑川 合同就職面接会 人材マッチングフェア 新川文化ホール ２階展示ホール（魚津市） 求職者全般対象

1月20日 13:30 ～ 16:00 若者のための定例企業説明会
富山県民共生センター・サンフォルテホール
（富山市）

石川 11月27日 13:00 ～ 16:00 合同就職面接会 小松商工会議所（小松市）
35歳未満の求職者も対象
事前申込要

12月18日 13:30 ～ 16:00 若者のための企業ガイダンス＆面接会 石川県地場産業振興センター（金沢市）
35歳未満の求職者も対象
事前申込だが、当日参加も可

1月22日 13:30 ～ 16:00 企業ガイダンスｉｎ中能登(若者のための面接会) ワークパル七尾(七尾市）
35歳未満の求職者も対象 参加申込書をハロー
ワークまたはジョブカフェに提出

山梨 12月11日 13:00 ～ 16:00 やまなし就職応援説明会 for December ベルクラシック甲府（甲府市） 一般求職者も対象

長野 12月4日 13:00 ～ 16:00 就職面接会 冬の陣 ホテル ブエナビスタ （松本市） 当日、面接会受付票を提出

岐阜 12月14日 13:30 ～ 16:00 大学等卒業予定者企業説明会 ハートフルスクエアG大研修室（岐阜市）

静岡 11月25日 12:00 ～ 16:00 第3回大学生等就職フェア（西部会場） アクトシティ浜松（浜松市）

12月2日 12:00 ～ 16:00 第3回大学生等就職フェア（中部会場） グランシップ（静岡市駿河区）

12月8日 12:00 ～ 16:00 第3回大学生等就職フェア（東部会場） キラメッセぬまづ（沼津市）

12月18日 13:30 ～ 15:30 ミニ企業面接会（福祉医療分野） 静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区） 福祉の仕事に興味のある方、希望する方対象

1月18日 10:00 ～ 11:30 若年求職者及び学生の就職面接会 グランシップ（静岡市駿河区）

1月20日 13:30 ～ 15:30 ミニ企業面接会（福祉医療分野） 静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区） 福祉の仕事に興味のある方、希望する方対象

1月28日 13:30 ～ 16:00 若年求職者就職フェア アクトシティ浜松（浜松市） 概ね45歳未満の若年求職者も対象

愛知 1月29日 11:00 ～ 17:00 平成27年度愛知若者応援宣言企業限定就職フェア
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
6階展示場（名古屋市）

35歳未満の若年求職者も対象

三重 12月3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）

12月16日 13:00 ～ 16:00 平成27年度ハローワーク桑名合同企業面接会 くわなメディアライヴ 多目的ホール（桑名市） 概ね35歳以下の若年求職者も対象

大阪 12月4日 13:00 ～ 18:00 拡大RMB（合同企業説明会・面接会） 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市）

1月28日 13:00 ～ 16:00 三市一町合同就職フェア 茨木市役所南館8・10階ホール（茨木市） 一般求職者も対象

兵庫 11月24日 13:00 ～ 16:00 平成27年度 阪神地域大卒者等就職面接会 都ホテルニューアルカイック（尼崎市）

11月25日 14:00 ～ 16:00 西宮大卒者等企業就職面接会 ノボテル甲子園（西宮市）

12月11日 14:00 ～ 16:00 ふるさと但馬学生フェア2015 但馬地域地場産業振興センタ－（豊岡市）

12月16日 14:30 ～ 16:30 若者応援宣言企業による就職面接会
ハローワーク神戸 5階会議室（神戸市中央
区）

奈良 12月3日 11:00 ～ 16:00 企業合同説明会（ならジョブカフェ） エルトピア奈良（奈良市）
概ね、４０歳未満の求職者も対象
・参加企業約２０社(予定)

1月27日 12:45 ～ 16:00 福祉職ｄａあいフェア（奈良安定所・福祉人材ｺｰﾅｰ・新卒応援ﾊﾛｰﾜｰｸ） 奈良ロイヤルホテル（奈良市）
福祉関係の仕事を希望する者
・参加企業約４７社(予定)

平成28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27年11月20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。）

開催時間

開催時間未定

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考開催時間

和歌山 11月28日 13:00 〜 15:30 新宮地域企業合同面談会 和歌山県立新宮高等学校 一般求職者も対象

12月2日 13:00 〜 16:00 わかやま就職フェア２０１５ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 一般求職者も対象

12月11日 13:00 〜 15:30 橋本・伊都地域企業合同面談会 橋本商工会館 一般求職者も対象

鳥取 12月2日 13:00 ～ 16:00 とっとり就職フェア2015・12月 鳥取産業体育館（鳥取市） 一般求職者も対象

12月3日 13:00 ～ 16:00 とっとり就職フェア2015・12月 米子コンベンションセンター（米子市） 一般求職者も対象

12月28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） 当日受付

島根 12月12日 12:00 ～ 16:00 トリプルＡ面接会
松江新卒応援ハローワーク相談ブース
松江テルサ内（松江市）

12月27日 10:30 ～ 16:30 年末ジャンボしまね企業博 くにびきメッセ大展示場（松江市）

広島 12月2日 13:00 ～ 16:30 仕事！リア充プロジェクト第①弾就活フェスタ ２０１５ IN 広島 NTTクレドホール（広島市中区） 35歳以下の一般求職者も対象

山口 11月20日 13:00 ～ 16:00 やまぐち就職面接会 山口グランドホテル（山口市）

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） 一般求職者も対象

徳島 1月21日 10:00 ～ 11:30 就活チャレンジゼミ 小松島市ミリカホール（小松島市）
事前登録要
44歳未満の若年求職者も対象

1月21日 13:00 ～ 16:00 小松島合同就職面接会 小松島市ミリカホール（小松島市）
事前登録要
一般求職者も対象

1月26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（徳島市） 一般求職者も対象

香川 12月17日 13:30 ～ 15:30 わかもの応援就職面接会2015 オークラホテル丸亀（丸亀市） 概ね35歳以下の中途採用希望者も対象

1月8日 13:00 ～ 16:00 かがわーくフェア（新春の就職面接会） サンメッセ香川（高松市） 中途採用希望者も対象

愛媛 11月26日 13:30 ～ 16:00 西予市合同就職面接会 就職支援マッチングフェア 宇和文化会館（中ホール）
西予市での就職を希望する新卒者及び既卒者対
象

1月28日 13:00 ～ 16:00 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１階（松山市）

一般求職者（35歳未満）も対象

佐賀 11月26日 12:30 ～ 15:30 大卒等就職面接会 佐賀県総合体育館（佐賀市）

長崎 12月7日 13:30 ～ 16:00 大学等合同企業面談会 長崎県立総合体育館（長崎市油木町7-1）

12月9日 13:00 ～ 16:00 大学等合同企業面談会 佐世保市体育文化館（佐世保市光月町6-17）

大分 12月27日 10:30 ～ 16:00 平成27年度新規大卒者等＆ＵＩＪターン希望者就職フェア トキハ会館（大分市）

宮崎 11月30日 13:00 ～ 16:30 平成２７年度秋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
サミットホール（宮崎市）

一般求職者も対象

沖縄 12月4日 13:00 ～ 16:00 第２回 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場（宜野湾市） 新卒３年以内の未就職者も対象

1月19日 13:00 ～ 16:00 第３回 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場（宜野湾市） 新卒３年以内の未就職者も対象

http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shimane-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://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

