
管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考

北海道 11月19日 10:00 ～ 16:30 就活ＭＥＥＴＩＮＧ（大学生等就職面接会） サッポロファクトリーホール（札幌市）

11月20日 10:00 ～ 16:30 就活ＭＥＥＴＩＮＧ（大学生等就職面接会） サッポロファクトリーホール（札幌市）

岩手 11月18日 13:00 ～ 16:00 平成28年度介護就職デイ 一関保健センター 多目的ホール（一関市）
事前申込要
福祉関連事業への就職希望者対象

11月22日 12:30 ～ 16:00 いわてで働こう！合同企業面接会 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING（盛岡市）

12月8日 13:00 ～ 16:30 いわて就職面接会Ⅳ 岩手産業文化センターアピオ（滝沢市） 一般求職者も対象

12月15日 若者応援宣言企業限定企業説明会 ホテル東日本盛岡（盛岡市） 35歳未満の若年者

1月27日 13:00 ～ 16:00 二戸地域合同企業面談会 未定 平成29年3月卒業・修了予定者、一般求職者

秋田 12月21日 13:30 ～ 16:30 あきた大学生等就職面接会 秋田拠点センターアルヴェ（秋田市） 学生の事前申込みは不要

山形 1月19日 12:00 ～ 16:00 合同企業面接会 山形テルサ（山形市）

福島 1月14日 10:00 ～ 16:00 ふくしま大卒等合同就職面接会 ビッグパレットふくしま（郡山市） 学生の事前申込は不要

1月28日 10:00 ～ 16:00 ふくしま大卒等合同就職面接会 コラッセふくしま（福島市） 学生の事前申込は不要

茨城 12月6日 12:00 ～ 15:00 いばらき就職面接会 ホテルレイクビュー水戸（水戸市）

栃木 1月25日 13:00 - 16:00
＜ユースエール認定企業・若者応援宣言企業限定！＞
とちぎで働こう！大卒等就職面接会（仮称）

ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）
学生の事前申込は不要
参加希望の企業は、事前の職場見学を必須とする

群馬 12月15日 13:00 ～ 15:30 わかもの就職面接会ｉｎたかさき ビエント高崎エクセルホール（高崎市） 45歳未満の求職者、既卒3年以内の方も対象

埼玉 12月2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９階１５集会室（さいた
ま市）

正社員を希望する求職者対象

12月19日 13:00 ～ 16:00 大卒等就職面接会 ウェスタ川越 多目的ホール（川越市）

1月23日 14:00 ～ 16:00 ちちぶの求人企業合同就職面接会 秩父神社参集殿２階（秩父市）

1月25日 13:00 ～ 16:00 上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会【就職面接会】 伊奈町総合センター２階（北足立郡伊奈町） 45歳未満の若者も対象

千葉 11月20日 9:30 ～ 12:00 isumiで働こう！福祉のしごと 就職面談会 御宿町公民館（御宿町） 福祉の仕事に興味のある方対象

11月28日 14:00 ～ 16:00 介護就職フェア ㏌もばら 茂原市役所 市民室 (茂原市）
学校を通じて申込（受付13：30～）
その他事前申込不要、介護職に関心のある方

12月7日 10:30 ～ 16:00 新規大卒者等就職応援フェアinちば 京葉銀行文化ブラザ６階（千葉市）

12月9日 13:30 ～ 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） 39歳未満の若年者も対象

東京 12月2日 13:00 ～ 15:00 若者就職面接会 赤羽しごとコーナー(北区）
35歳未満
事前予約制

12月9日 13:45 ～ 16:00 新卒・既卒向け就職面接会 港区立商工会館（港区）

12月14日

12月15日

神奈川 11月25日 13:00 ～ 16:40 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）

1月19日 13:00 ～ 16:00 平成28年度第2回さがみはら新規大学卒業予定者等就職面接会 相模女子大学(相模原市）

1月31日 12:00 ～ 16:00 平成28年度冬 川崎市新規大卒者等合同企業就職面接会 川崎フロンティアビル２階KCCIホール（川崎市）

新潟 11月24日 13:00 ～ 16:30 就職ガイダンス2017 朱鷺メッセ（新潟市）

富山 11月24日 13:30 ～16:00 新規学卒予定者等合同就職面接会 とやま自遊館ホール（富山市）

12月30日
10:00
13:30

～
12:00
16:00

若者のための合同企業説明会ｉｎとやま とやま自遊館ホール（富山市） 転職およびＵＩＪターン就職希望の若者

1月25日 13:30 ～ 16:00 若者のための合同企業説明会ｉｎとやま サンフォルテ（富山市） 転職およびＵＩＪターン就職希望の若者

石川 11月18日 13:00 ～ 16:00 金沢市合同就職面接会 金沢勤労者プラザ（金沢市）
35歳未満の若年求職者も対象
事前申込（当日受付可）

11月18日 13:00 ～ 16:00 合同就職面接会 小松商工会議所（小松市） ３５歳未満の若年求職者も対象

12月22日 13:00 ～ 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歳未満の若年求職者も対象
事前申込（当日受付可）

山梨 11月19日 13:30 ～ 16:00 北杜市就職ガイダンス 北杜市長坂総合支所（北杜市） 一般求職者、ＵＩターン希望者も対象

11月25日 14:00 ～ 16:00 平成28年度介護就職デイ 富士吉田市民会館（富士吉田市） 介護職希望者

12月8日 13:00 ～ 16:00 やまなしde就活応援フェア’１６ ベルクラシック甲府（甲府市） 一般求職者、ＵＩターン希望者も対象

12月15日 13:00 ～ 16:00 第2回 仕事探し応援！合同就職面接会 ベルクラシック甲府（甲府市） 一般求職者、ＵＩターン希望者も対象

長野 11月18日 13:00 ～ 16:00 東信地域就職面接会 上田東急ＲＥＩホテル（上田市）

11月21日 13:00 ～ 16:00 就職面接会ｉｎ松本 ホテルブエナビスタ（松本市）

11月25日 13:00 ～ 15:30 更埴地域就職面接会 千曲市総合観光会館（千曲市）

静岡 11月25日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職面接会 静岡県社会福祉会館 シズウェル（静岡市） 福祉の仕事を希望する又は興味のある方

12月5日 12:00 ～ 16:00 第3回大学生等就職フェア グランシップ大ホール・海（静岡市）

12月12日 12:00 ～ 16:00 第3回大学生等就職フェア アクトシティ浜松 展示イベントホール（浜松市）

12月16日 12:00 ～ 16:00 第3回大学生等就職フェア キラメッセぬまづ 多目的ホール(沼津市)

12月19日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職面接会 静岡県社会福祉会館 シズウェル（静岡市） 福祉の仕事を希望する又は興味のある方

1月20日 13:30 ～ 15:30 平成28年度 ハローワーク富士宮・富士・鰍沢 合同就職面接会 富士宮市民文化会館 2階小ホール（富士宮市） 一般求職者も対象

1月23日 13:30 ～ 15:30 福祉のミニ就職面接会 静岡県社会福祉会館 シズウェル（静岡市） 福祉の仕事を希望する又は興味のある方

三重 12月1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）

13:30 ～ 16:30 東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会（１２月）

平成29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28年11月18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86回）
※特段の記載が無い限り、既卒者も対象です。
※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。
※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

未定

東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア
（新宿区）

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://iwate-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://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ishikawa-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://mie-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

滋賀 11月28日 14:00 ～ 16:30 東近江市で働こう！合同就職面接会 能登川コミュニティセンター（東近江市） 概ね40歳代前半までの求職者も対象

京都 1月19日 13:30 ～ 16:30 京都北部ユースエール面接会（仮称） ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ（福知山市） 35歳未満の若年求職者も対象

大阪 11月25日 11:00 ～ 16:30 さかい合同企業面接会 サンスクエア堺（堺市）

11月25日 13:00 ～ 18:00 プチ拡大レギュラーマッチングブース「自動車業界」編 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市）

12月1日

12月2日

12月9日 13:00 ～ 18:00 拡大レギュラーマッチングブース「年内 内定 ＧＥＴ！！」編 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市） 留学生対象

12月15日 13:00 ～ 17:00 若者・女性の活躍とワークライフバランスを推進する企業の合同説明会
梅田クリスタルホール（梅田センタービル）（大阪
市）

概ね３５歳未満の若年者

兵庫 11月24日 12:45 ～ 16:00 西宮新卒者企業就職面接会 西宮市立勤労会館(西宮市) 既卒３年以内の方も対象

11月28日 13:30 ～ 16:00 阪神間 No１・オンリーワン企業合同就職面接会
阪急グランドビル２６Ｆ 展示会場(大阪府大阪
市)

12月8日 13:30 ～ 16:00 ハロハロマル得面接会＆企業のお仕事説明会 姫路公共職業安定所 大会議室(姫路市)

12月15日 13:30 ～ 16:00 ハロハロマル得面接会＆企業のお仕事説明会 姫路公共職業安定所 大会議室(姫路市)

奈良 11月18日 13:30 ～ 16:00 ミニ面接会（介護職） ハローワーク大和郡山（大和郡山市） 介護職希望者対象

11月25日 ミニ面接会（介護職） ハローワーク大和郡山（大和郡山市） 介護職希望者対象

11月25日 14:00 ～ 16:00 介護就職デイ 五條市就職面接会 五條市役所第２庁舎（五條市） 福祉職希望者対象

12月20日 11:00 ～ 17:00 ＮＡＲＡジョブフェア 奈良県文化会館（奈良市） 一般求職者（既卒３年以内の者含）も対象

12月27日 ミニ面接会（保育士） ハローワーク奈良（奈良市） 保育士希望者対象

1月25日 12:45 ～ 16:00 福祉職ｄａあいフェア 奈良ロイヤルホテル（奈良市） 福祉職希望者対象

和歌山 12月9日 第１回わかやま就職フェア 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市） 一般求職者も対象

1月28日 田辺就職フェア 紀南文化会館（田辺市） 一般求職者も対象

鳥取 12月27日 12:50 ～ 16:00 とっとり企業紹介フェアin鳥取 鳥取産業体育館（鳥取市）

島根 11月29日 12:30 ～ 16:00 合同企業説明会・面接会 ニューウェルシティ出雲(出雲市) 島根県内での就職を希望する者

12月7日 12:30 ～ 16:00 合同企業説明会・面接会 くにびきメッセ(松江市) 島根県内での就職を希望する者

広島 12月22日 15:00 ～ 18:30 就活フェスタ2016～正社員面接会～ 広島県立総合体育館（広島市） 概ね35歳未満の若年者も対象

山口 12月7日 13:30 ～ 16:30 新卒・既卒ぶち応援！元気やまぐち就職面接会 山口グランドホテル（山口市）

徳島 11月25日 13:30 ～ 15:30
吉野川地域合同面接会 若年者等マッチングフェア&ふれあい就職面接会
（障害者就職面接会）

吉野川市文化研修センター（吉野川市）
大卒等及びおおむね３年以内既卒者、訓練修了(予
定)者 、一般求職者も対象

香川 1月13日 13:30 ～ 15:30 新春の就職面接会2017 in 中・西讃 オークラホテル丸亀(丸亀市) 中途採用希望者も対象

愛媛 12月6日 13:00 ～ 17:00 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) 35歳未満一般求職者も対象

12月7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) 35歳未満一般求職者も対象

1月21日 13:00 ～ 16:00 宇和島おしごとフェア 宇和島市役所２階大ホール(宇和島市) 一般求職者、ＵＩターン希望者も対象

福岡 1月27日 13:00 ～ 17:00 福岡合同会社説明会＆面接会 アクロス福岡イベントホール（福岡市）

佐賀 11月25日 14:00 ～ 16:00 保育士ミニ面接会 鳥栖公共職業安定所２階大会議室（鳥栖市）
一般求職者も対象。
ただし、保育士有資格者または取得予定者に限る

1月19日 学卒等対象ミニ面接会 武雄公共職業安定所 ２階会議室(武雄市) 一般求職者も対象

大分 12月29日 11:00 ～ 14:00 ＵＩＪターン希望者・新規大卒者合同企業面接会 レンブラントホテル大分（大分市）
ＵＩＪターン希望者（県外在住）も対象

宮崎 11月20日 10:00 ～ 12:00 平成28年度秋の就職説明会及び地元企業説明会 ホテル中山荘（都城市）

未定

13:00

～

未定

未定

業界研究ＬＩＶＥ

未定

概ね３５歳未満の若年者、留学生も対象13:00 17:00 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市）

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/
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://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

