
【参考】

(1月15日時点)　

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 3月13日 10:00 16:00 北海道U・Iターンフェア2021春（WEB合同企業説明会） オンライン開催
U・Iターン希望者（令和3年3月及び令和4年3月卒業予定の学生を含む）対象
※要予約

青森 調整中

岩手 調整中

宮城
2月15日～
2月19日

10::00 ～ 16:30 みやぎ合同就職面接会（Web版） WEB開催
高校、大学等新卒者及び既卒3年以内の方・35歳未満の若年者対象
※要事前申込【2月1日（月）～2月5日(金）の間に事前エントリー】

秋田 １月17日 13:00 ～ 17:00 オンラインAターンフェア WEB開催
秋田県内で就職を希望する方、県内・県外の一般・学生・生徒問わず。ご家族
も可
※完全予約制（当日予約も可）

山形 2月12日 13:30 ～ 16:00 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） 全年齢の一般求職者（令和３年３月大学等卒業予定者含む）

2月17日 13:30 ～ 16:00 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） 全年齢の一般求職者（令和３年３月大学等卒業予定者含む）

2月18日 13:00 ～ 16:00 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） 全年齢の一般求職者（令和３年３月大学等卒業予定者含む）

福島 調整中

茨城
11月16日～

3月15日
いばらきWEB合同企業説明会 専用WEBページを開設

WEBページに企業ガイドブック、PR動画、求人票を掲載
大学等新卒者及び3年以内既卒者対象

栃木 調整中

群馬 1月28日 12:30 ～ 16:00 ハイブリッド合同企業説明会 前橋商工会議所【サクラ・ローズ】（前橋市）
令和3年3月卒業予定の大学・大学院・短大・高専・専修学校生、及び群馬県内
での就職を希望している概ね40歳代前半までの方対象

1月28日 14:00 ～ 15:00
オンライン見学会
(セコム上信越（株）前橋統轄支社)

ハローワーク前橋　２階会議室（前橋市）
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15日 13:30 ～ 16:00 ぐんま就職面接会 Ｇメッセ群馬　２Ｆ　メインホール（高崎市） 令和３年３月大学・短大・専修学校等の卒業予定者及び大学等既卒３年以内の方

埼玉 1月29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～ 本庄商工会議所　2階大ホール（本庄市） 55歳未満対象

2月3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3年3月高校・大学等新規卒業予定者及び概ね44歳以下の若年者対象

2月9日 13:00 ～ 15:00 正社員中心就職面接会・企業説明会 所沢市役所８階大会議室（所沢市） 全年齢参加可

2月16日 13:30 ～ 15:30 令和２年度吉川市合同就職面接会（2月開催） 吉川市市民交流センターおあしす　（吉川市）
吉川市での就労を希望する求職者対象
（令和3年春卒業予定大学等新卒者及び大学等既卒者を含む）

10:00 ～ 12:00

14:00 ～ 16:00

2月24日 11:00 ～ 16:00 新規学卒者・若者等就職面接会 ウェスタ川越 多目的ホール（川越市） おおむね４４歳以下の若年者

千葉 3月9日 10:30 15:30 ちばの就活　合同企業説明会 IN ならしの モリシアホール　４階多目的ホール 大学等新卒者、学生、35歳未満の若年者対象

東京 2月10日
12:00
15:00

～
14:00
17:00

第４回新規大卒者等合同就職面接会 新宿NSビル（新宿区）
令和３年３月大学院、大学、短大、高専、専修学校（専門課程）等の卒業予定
者及び卒業後概ね３年以内の既卒者　※事前予約制

2月24日、25日
13:00
16:30

～
15:30
19:00

まだ間に合う、４月入社！面接会 新宿Lタワー（新宿区）
34歳以下の一般求職者及び令和３年３月大学等卒業予定者
※事前予約制

神奈川 1月26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
産業貿易センタービル　（産貿ホール  マリネリア）
（横浜市中区）

大学等新卒者及び大学等既卒者対象
※要予約

新潟 調整中

富山 3月9日 12:30 ～ 16:00 黒部市合同企業説明会 黒部市国際文化ホールコラーレ（黒部市三日市２０）
令和３年、令和４年３月大学等卒業予定者、その父母　　　　　黒部市内への就
職を希望する方（UIJターン等）

石川 2月5日 13:30 ～ 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（金沢市石引）
令和3年3月新規学校卒業予定者及び大学等既卒者、35歳未満の一般求職者
等※事前申込必要（当日登録可）

福井 3月13日 12:00 ～ 17:00 ふるさとジョブフェア　in ふくい嶺南 きらめきみなと館（敦賀市）

山梨
1月13日～
1月15日

10:00 ～ 17:00 やまなし新卒者・若年者WEB就職面接会 Zoomミーティングにより実施
大学等新卒者及び大学等既卒者、おおむね35歳未満の一般求職者対象
※要予約

3月2日 13:00 ～ 16:00 合同就職フェア ベルクラシック甲府（甲府市） 大卒等新卒者及び大卒等既卒者　※要予約

長野 1月19日 13:00 ～ 16:00 北信地域 合同就職面接会 メルパルク長野（長野市） 大学等新卒者、高校新卒者、既卒３年以内の方

2月1日
10:00
13:30

～
12:00
15:30

佐久・小諸地区就職面接会 長野県佐久合同庁舎（佐久市） 大学等新卒者、一般求職者

2月12日 13:00 ～ 16:00 北信地域 合同就職面接会 メルパルク長野（長野市）
大学等新卒者、既卒３年以内の方、概ね45歳位までの一般求職者、U・Iターン
希望者

2月18日

令和３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

※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。
※厚生労働省のＨＰからも管轄労働局名や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るようになりま
す。
※令和３年１月15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。
※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。

開催時間

開催期間中
常時掲載

秩父で働きたいあなたを応援します！ 秩父宮記念市民会館（秩父市） 大学等新卒者・高校新卒者及び既卒者及び一般求職者

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/kyushokuchu/ui_turn_00002.html
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/home.html#
https://www.furusato-teiju.jp/#
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/#
http://www.we-tochigi.sakura.ne.jp/NEXTIbaraki/#
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000778538.pdf#
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000768148.pdf#
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000786628.pdf#
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/news_topics/event/20210106-02.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/yokohama_shinsotsu.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-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://public.lec-jp.com/jakunen-yamanashi/#
https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/yama-navi/event/event-shousai121.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/news_topics/event/mensetsukai.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/news_topics/event/mensetsukai.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/news_topics/event/mensetsukai.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/news_topics/event/mensetsukai.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

岐阜 1月20日
10:00
14:00

～
12:00
16:00

わくわくワーク「ぎふYAO!」ミニ合同企業説明会 OKBふれあい会館　第１棟3階301中会議室（岐阜市） 大学等新卒者及び高卒以上既卒者、一般求職者対象

3月2日 13:00 ～ 16:30 岐阜県就職ガイダンスPART１ 岐阜市文化センター（岐阜市金町） 大学等新卒者及び大学等既卒者

3月6日 13:00 ～ 16:30 岐阜県就職ガイダンスPART２ 岐阜市文化センター（岐阜市金町） 大学等新卒者及び大学等既卒者

3月15日 13:00 ～ 16:30 岐阜県就職ガイダンスin名古屋 ウインクあいち(名古屋市中村区） 大学等新卒者及び大学等既卒者

2月1日～3月24日 オール岐阜企業フェス　ONLINE WEB開催 大学等新卒者、既卒者、高校生、学生の保護者対象

静岡 2月3日 13:30 ～ 16:00 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） ４５歳未満の若年求職者対象

愛知 2月10日 13:00 ～ 17:00 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   (名
古屋市中村区)

２０２１年３月大学等新卒者及び35歳未満若年者

2月12日 10:00 ～ 12:00 ２社面接会 愛知新卒応援ハローワーク９階　カウンセリングブース 大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の者※要予約

2月12日 13:30 ～ 15:30 ２社面接会 愛知新卒応援ハローワーク９階　カウンセリングブース 大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の者※要予約

2月22日 時間未定 ～ ２～３社面接会 愛知労働局　伏見庁舎１２階会議室 大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の者※要予約

2月25日 10:00 ～ 12:00
2021 新卒、わかもの、氷河期世代　みんなおいでよ！就職
フェア

ハローワーク名古屋中１０階会議室
大学等新卒者及び大学等既卒３年以内の者及び３５歳未満の若年者及び就職
氷河期世代（５４歳以下の一般求職者）対象

3月1日 10:00 ～ 15:00 リアル＆地元で会える！就職面接会
愛知県産業労働センター　 ｳｲﾝｸあいち901会議室
(名古屋市中村区)

２０２１年３月大学等新卒者及び35歳未満若年者

三重 2月9日 13:00 ～ 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）
令和3年3月大学・短大・専修学校卒業予定者・留学生の方、既卒3年以内及び
34歳以下の若年求職者対象

滋賀 2月9日 12:00 ～ 16:00 しがジョブフェア2021
クサツエストピアホテル瑞祥の間
草津市西大路町４－３２

令和３年３月大学（院）・短大・高等専門学校・専修学校・職業能力開発校卒業
予定者及び卒業後３年以内の者、30歳前半までの若年求職者並びに主に50
歳前半までの一般求職者

3月4日 12:00 ～ 16:00 就職先発見！大学生等就職面接会（滋賀・京都・奈良三労働局合同面接会）
みやこめっせ（京都市勧業館）
京都市左京区岡崎成勝寺町９番地の１

令和３年３月新規大学等卒業予定者及び大学等卒業後概ね３年以内の既卒
者

京都 1月16日 13:00 ～ 16:00 合同企業面接会働きがい改革企業博２０２１ 京都産業会館ホール（京都市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

1月28日 12:00 16:00 第１回 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）（京都市） 令和３年３月大学等卒業予定者（３年以内既卒者含む）対象※要予約

3月4日 12:00 ～ 16:00
第２回 就職先発見！大学生等就職面接会　（滋賀・奈良・京都３局
合同）

京都市勧業館（みやこめっせ）（京都市） 令和３年３月大卒等卒業予定者（３年以内既卒者含む）対象※要予約

大阪 1月15日 10:00 ～ 16:00 リアル＆オンライン同時開催　合同企業説明会　冬の陣 エル・おおさか本館７F（大阪市） 44歳未満の若年求職者対象

2月1.2.3日 13:00 ～ 17:00 企業説明付き就職面接会 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市北区） 令和３年３月大学等卒業予定者及び既卒３年以内の方対象※事前申込必要。

日常的に
開催

14:00 ～ 17:00 Ｄａｉｌｙ企業説明会（平日） 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市北区）
令和３年３月大学等卒業予定者及び既卒３年以内の方対象※事前申込不要。
希望者にはその場で紹介状を発行。

3月3.4.5日 13:30 ～ 17:00 「世界一・日本一」合同企業説明会
大阪新卒応援ハローワーク及び大阪わかものハロー
ワーク（大阪市北区）

大学（院）・短大・高等専門学校・専修学校等の学生（留学生含む）と卒業後３
年以内の方、３５歳未満の方対象※事前申込必要。

兵庫 1月19日 13:30 ～ 16:30 SELECTION2021 神戸クリスタルホール（神戸市） 令和3年3月新規大学等卒業予定者者（3年以内既卒者含む）対象

1月20日 13:30 ～ 16:30 SELECTION2021 神戸クリスタルホール（神戸市） 令和3年3月新規大学等卒業予定者者（3年以内既卒者含む）対象

2月24日 13:30 ～ 15:30 合同就職面接会 かじやの里メッセみき（三木市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

奈良 1月18日 10:00 ～ 16:00 福祉のお仕事オンライン合同説明会 オンライン開催
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象
※要事前登録

1月19日 13:00 ～ 17:00 新卒・既卒　ミニ面接会 ハローワーク奈良　地下会議室（奈良市）
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15日 10:00 ～ 16:00 プレミアムオンライン合同説明会 オンライン開催
大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象
※要事前登録

3月4日 12:00 ～ 16:00 京都・奈良・滋賀　３局合同大卒面接会 みやこめっせ（京都市） 大学等新卒者及び大学等既卒者

和歌山 1月15日 13:00 ～ 16:00 和歌山就職フェア2021 和歌山ビッグ愛（和歌山市） 一般求職者及び令和3年3月新規学校卒業予定者対象

1月23日 13:00 ～ 15:30 田辺就職フェア 紀南文化会館（田辺市） 一般求職者及び令和3年3月新規学校卒業予定者対象

鳥取 2月2日 13:00 16:00 2021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） 高校・大学等新卒者、既卒３年以内卒業者対象

2月3日 13:00 16:00 2021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） 高校・大学等新卒者、既卒３年以内卒業者対象

2月4日 13:00 16:00 2021とっとり合同企業説明会 ホテルモナーク鳥取（鳥取市） 高校・大学等新卒者、既卒３年以内卒業者対象

島根
3月1日～
3月3日

10:00 17:00 しまね企業ガイダンス　オンライン WEB開催
2022年3月大学等卒業予定者、2021年3月大学等卒業予定未内定者等対象
（事前申込制）　※申込企業数によって開催日時が変動する可能性あり。

岡山 2月19日 12:30 ～ 15:30 おかやま就活フェス～若者たちの就職面接会 ジップアリーナ岡山（岡山市）
令和３年高校・大学・短大・高専・専修学校卒業予定者、既卒３年以内の卒業
者、概ね４５歳未満の若年者対象
※主催：おかやま新卒者等人材確保推進本部（岡山労働局・岡山県）

広島
2～3月随時
開催予定

開催時間未定 日替わり面接会 広島新卒応援ハローワーク（広島市中区）
大学等新卒者及び既卒者対象
※要予約

2月8日,9日,
25日,26日

10:00 ～ 17:15 オンライン合同就職面接会ｉｎ広島 WEB開催
大学等新卒者及び既卒者対象　※要予約
2/8,9企業説明、2/25,26面接会

2月13日 13:30 ～ 16:00 三次市 就職・就農・定住 相談・面接会 三次市まちづくりセンター（三次市）
大学等新卒者及び既卒者対象
（その他、三次市内で就職を希望される方など）

2月24日,3月11
日,17日,18日

開催時間未定 就職面接会（仮称） 未定
大学等新卒者及び既卒者対象
（その他、一般求職者）

2月27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）
大学等新卒者及び既卒者対象
（その他、一般求職者）

開催時間未定

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/#
https://www.jinzai-gifu.jp/webmeeting_gosetsur301#
https://gifukeikyo.org/myplan/event/info.php#
https://gifukeikyo.org/myplan/event/info.php#
https://gifukeikyo.org/myplan/event/info.php#
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/119429.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#
mailto:https://www.oshigoto-mie.jp/#
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/#
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#
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/home.html#
https://w-keikyo.com/goudou/index.html#
https://w-keikyo.com/goudou/index.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00635.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00635.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00635.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/#
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/h-shinsotsu/mensetsukai/_00002.html#
https://www.sanpou-s.net/search_event/event/hiroshima_jobfair2020/#
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/news/shushoku-mensetsu_2019.html#
https://www.city.takehara.lg.jp/sangyou/koyou/guidance2021.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

山口 1月15日 10:00 ～ 16:00 やまぐちＷＥＢ就職フェア WEB開催
大学等及び一般求職者対象
※学年不問

1月15日 10:00 ～ 16:00 下関市WEB合同企業説明会 WEB開催 令和３年３月大学等卒業予定者対象

1月27日 13:00 ～ 15:30 令和３年３月卒業予定の学生対象就職説明会 海峡メッセ下関　イベントホール（４F） 令和３年３月大学等卒業予定者対象

2月5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） 令和３年３月大学等卒業予定者及び一般求職者対象

2月16日 10:00 ～ 16:00 ふるさと山口ＷＥＢ就職フェア WEB開催 令和３年３月大学等卒業予定者及び既卒３年以内の方対象

2月25日 10:00 ～ 16:00 やまぐちＷＥＢ就職フェア WEB開催
大学等及び一般求職者対象
※学年不問

徳島 1月28日 13:30 ～ 15:00
ALSOK徳島（株）
会社説明会＆面接会

とくしま新卒応援ハローワーク
徳島市寺島本町西１丁目６１　徳島駅クレメントプラザ
５階

2021年3月大学・短期大学・専修学校・高校の卒業予定者及び卒業後概ね3年
以内の既卒者等

2月10日 10:00 ～ 12:15 合同就職面接会（午前の部）
JRホテルクレメント徳島　４階クレメントホール
徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１番地

2021年3月大学等卒業予定の就職未内定者、2021年3月高校卒業予定の就職
未内定者、既卒3年以内の就職希望者、45歳未満の一般求職者（事前予約可
能）

2月10日 13:45 ～ 16:00 合同就職面接会（午後の部）
JRホテルクレメント徳島　４階クレメントホール
徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１番地

2021年3月大学等卒業予定の就職未内定者、2021年3月高校卒業予定の就職
未内定者、既卒3年以内の就職希望者、45歳未満の一般求職者（事前予約可
能）

3月9日 10:30 ～ 16:00 就職ガイダンス
あわぎんホール4階大会議室
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地

2022年3月大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等の卒業予定者及び卒
業後概ね3年以内の既卒者等

香川 調整中

愛媛 調整中

高知 調整中

福岡 1月26日 14:00 ～ 16:30 中小企業を対象とした合同会社説明会 久留米シティプラザ２Ｆ展示室（久留米市）
大学等新卒者、３年以内既卒者、40代前半までの求職者対象
※要予約

1月29日 11:00 ～ 17:30 福岡ＷＥＢ合同会社説明会
特設会場：福岡ファッションビル2号ホール（福岡市博
多区）

大学等新卒者、３年以内既卒者、35歳未満の若年求職者対象
※要予約

2月10日 12:40 ～ 15:00 中小企業を対象とした合同会社説明会 エルガーラホール８Ｆ大ホール（福岡市中央区）
大学等新卒者、３年以内既卒者、40代前半までの求職者対象
※要予約

佐賀 1月19日 10:00 ～ 15:30 若者応援企業説明会・面接会（鳥栖・久留米・福岡南所共催） 鳥栖公共職業安定所　２階会議室（鳥栖市）
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
※要予約

1月20日 13:00 ～ 16:00 合同求人説明会 白岩体育館（武雄市） 大学等新卒者及び大学等既卒者、一般求職者対象

2月5日 13:00 ～ 15:30 福祉のお仕事 合同就職面談会
SAGAサンライズパーク 総合体育館 大競技場（佐賀
市）

対象者：①福祉の職場に就職を希望する方、福祉の仕事に関心がある方 ②資
格取得方法について知りたい方 ③学生および学校の進路指導担当者 等

2月18日 13:30 ～ 15:30 唐津市合同企業就職相談会＆面接会 唐津市民会館 大会議室（唐津市） 大学等新卒者および大学等既卒者、一般求職者対象

3月4日 13:30 ～ 16:00 合同企業説明会 ホテルグランデはがくれ（佐賀市）
令和3、4年3月卒業予定の大学院・大学・短大・高専及び専門学校生、既卒3年
以内の求職者及び、概ね45歳未満の若年求職者

長崎 調整中

熊本 調整中

大分
2月15日～
2月19日

13:00 ～ 16:00 ２０２１　おおいた早春就職フェア
iichico総合文化センター地下１階「県民ギャラリー」
（大分市）

令和3年3月学校（大学院・大学・短大・高専・専門学校・高校)卒業予定者、49
歳以下の若年求職者※要予約

宮崎 3月19日 13:00 ～ 16:00 ２０２１みやざき春の就職応援フェア
シーガイアコンベンションセンター４階サミットホール
（宮崎市）

令和3年3月大学等・高校卒業予定者、大学等１～３年生及び一般求職者対象

鹿児島 １月予定 KTC企業研究会（仮） WEB開催
鹿児島工業高等専門学校本科４年生・専攻科１年生、
大学・短大・高専・専門学校生、保護者、ＵＩターン希望者対象

沖縄 1月27日 11:00 ～ 16:00 第３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） 大学等新卒者及び大学等既卒者、高校新卒者及び既卒者対象

47 90

開催時間未定

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/#
http://www.joby.jp/event/detail.php?id=1534#
http://www.joby.jp/student/fair.php#
http://www.joby.jp/event/detail.php?id=1534#
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.ssc-f.net/common/gousetsu_list.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/newpage_00560.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html#
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000778410.pdf#
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000774740.pdf#
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_00674.html#
https://public.lec-jp.com/jakunen-saga/setsumei/student_2103.html#gaiyou
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/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shinsotsu_jyakunen/2021.01.07.html#
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/#
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/koyo/koyotaisaku/h30/gouseu1gatu.html#

