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新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方等を 

対象とした｢地域別就職面接会（第１回～第３回）｣の参加事業所を 

募集します！ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

１ 開催日時及び場所 

２ 参加求職者 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職を余儀なくされた方等、積極的に求職活動を 

行っている方 

 

2020年７月20日(月) 

愛知県労働局就業促進課 

若年者雇用対策グループ 

担当 高見、川口 

内線 3435、3434 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 052-954-6366 

愛知労働局職業安定部職業安定課 

 担当 岡本、坂梨 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 052-219-5505 

 第１回（名古屋会場） 第２回（豊橋会場） 第３回（刈谷会場） 

開催日時 

2020年９月２日（水） 2020年９月14日（月） 2020年９月30日（水） 

午前の部：午前10時から正午まで 

午後の部：午後１時から午後３時まで 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、延期又はオンラインでの運営とする場合があります。 

開催場所 

愛知県産業労働センター 

（ウインクあいち） 

６階展示場 

名古屋市中村区名駅４－４－38 

電話 052-571-6131 

豊橋商工会議所 

３階ホール 

豊橋市花田町字石塚

42－１ 

電話 0532-53-7211 

刈谷市産業振興センター 

401会議室 

刈谷市相生町１丁目１番

地６ 

電話 0566-28-0555 

各日 

愛知県では、愛知労働局及びハローワークと連携して、新型コロナウイルス感染症

の影響により離職を余儀なくされた方等を対象として、地域別就職面接会を開催しま

す。 

１事業所当たり１ブースを設け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を

行った上で、１対１の対面式により開催します。 

今回は、名古屋市、豊橋市及び刈谷市で開催する、第１回から第３回までの面接会参加

事業所を募集しますので、早期の人材確保をお考えの事業主の方は、応募要件を御確認の

上、是非お申込みください。  
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３ 事業所の応募方法等 

（１）募集期限 

第１回 2020年８月７日（金） 

第２回及び第３回 2020年８月17日（月） 

（２）応募要件（以下の全てを満たすこと） 

ア 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求職者等を積極的に採用する

意欲のあること。 

イ 応募申込時点で、ハローワークへ一般求人（正社員求人）を申し込んでおり、その求人の就業

場所が愛知県内であること。 

ウ 県が実施するアンケート調査等に御協力いただけること。 

（３）参加申込方法 

   県就業促進課Webページから「地域別就職面接会事業所参加申込書.xlsx」をダウンロードし、 

必要事項を入力の上、ハローワークから交付された求人票の写し（ＰＤＦデータ）を添えて、運営 

事務局へメールにより提出してください。 

Webページ： https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/  

メール：aichi-koyouiji-taisaku＠gakujo.ne.jp 

（雇用維持特別対策事業 運営事務局〔県委託事業者 株式会社学情 名古屋支社〕） 

（４）参加費 

   無料 

（５）募集事業所数 

   各回 16社程度（午前の部：８社、午後の部：８社） 

（６）参加事業所決定方法 

ア 申込多数の場合は、求職者の希望職種の傾向を勘案し、よりマッチング効果が見込まれる職種

等を総合的に考慮の上、決定します。 

イ 参加の可否については、第１回は８月12 日（水）、第２回及び第３回は８月 21 日（金）に、

雇用維持特別対策事業 運営事務局から全応募者宛てメールにてお知らせします。 

（７）その他 

ア 当日は、１事業所につき１ブースを設け、１対１で行う対面式の面接会です。 

イ 面接会に参加できる担当者は、１名のみです。必ずマスクを着用してください。 

ウ 第４回以降の開催については、詳細が決まり次第お知らせします。 

４ 主 催 

愛知県、愛知労働局及びハローワーク 

５ 問合せ先 

（１）雇用維持特別対策事業に関すること 

愛知県労働局就業促進課 若年者雇用対策グループ   電話 052-954-6366 

（２）面接会の内容に関すること 

株式会社学情 名古屋支社（雇用維持特別対策事業 運営事務局）  電話 052-265-8121 



地域別就職面接会
新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた方等を積極的に採用したいと 

お考えの事業主様、早期に人材を確保できるチャンスです。ぜひお申し込みください！ 

！！留意事項！！ ～お申込みにあたり、以下の事項についてあらかじめご確認ください。～

□  １事業所につき１ブースを設け、１対１で行う対面式の面接会となります。面接会に参加できる担当者 

は１名です。密集を避けるため、ご協力をお願いします。 

□  参加事業所は、選考の上で決定させていただきます。求職者の希望職種等の傾向を勘案し、マッチング効

果を総合的に考慮の上、選考させていただきます。 

□  参加求職者の事前予約は不要としておりますので、当日の来場者数を事前にお伝えすることはできません。 

□  事業効果を検証するためのアンケート調査等にご協力をいただきます。 

名古屋会場 豊橋会場 刈谷会場 

開催日時 

令和 2年 9月 2日（水） 令和 2年 9月 14日（月） 令和2年 9月 30日（水）

午前の部：午前 10 時から正午まで 

午後の部：午後 1時から午後 3時まで 
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、延期またはオンラインでの運営とする可能性があります。

開催場所 
ウインクあいち 

6 階展示場 

豊橋商工会議所 

3 階ホール 

刈谷市産業振興センター

401 会議室 

応募要件 

（１） 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求職者等を積極

採用する意欲のある企業であること。 

（２） 応募申込時点で、ハローワークへ一般求人（正社員求人）を申し込んでおり、

その求人の就業場所が原則として愛知県内であること。

募集事業所数 各日 16 社   午前の部：8社、午後の部：8社

申込方法 

愛知県ＨＰから「就職面接会参加申込書.xlsx」をダウンロードし、必要項

目を入力の上、ハローワークで交付された求人票を添えて、提出先（チラ

シ下部に記載）へメールにより提出してください。 

愛知県ＨＰ： https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ 

募集期限 令和 2年 8月 7日（金） 令和 2年 8月 17 日（月） 

当選発表日（予定） 令和 2年 8月 12 日（水） 令和 2年 8月 21 日（金） 

参加事業所募集！ 参加費 

無料

提出先・問合せ先  株式会社学情 名古屋支社 雇用維持特別対策事業 運営事務局 

E-mail：aichi-koyouiji-taisaku@gakujo.ne.jp    TEL：052-265-8121 

＜ 主催        、   厚生労働省愛知労働局・ハローワーク ＞ 

このイベントは、愛知県が株式会社学情名古屋支社に運営を委託しています。 

各日 



●着色セルに必要事項を入力の上、下記提出先へメールにより提出してください。

●第1回（9月2日開催）の募集期限は令和2年8月7日（金）、第2回（9月14日開催）及び第３回（9月30日

　開催）の募集期限は令和2年8月17日（月）です。

●提出する際は必ず、該当求人の求人票（ハローワークから交付された後、スキャン等を行いＰＤＦ化した

　もの）を添付してください。

●必ず正社員求人（ハローワークの求人票の「２　仕事の内容等」において【雇用形態】欄で「正社員」と

　記載されているもの）をご用意の上、お申し込みください。

　

－ －

電話番号

左
5桁

― 右

1 ―

2 ―

3 ―

4 ―

5 ―

（※１）ハローワークから交付された求人票（正社員求人）の上部バーコード下の事業所番号を入力してください。

（※２）ハローワークから交付された求人票（正社員求人）の上部バーコード下の求人番号を入力してください。

（※３）主な就業場所（市・区・郡）は、ハローワークから交付された求人票に掲載されているすべての就業場所を入力してください。

E-mail：aichi-koyouiji-taisaku@gakujo.ne.jp

主催：　　　　　　　　、　　　厚生労働省愛知労働局・ハローワーク

参加申込書提出先・問合せ先

株式会社学情　名古屋支社
　雇用維持特別対策事業　運営事務局 TEL：052-265-8121

求
人
情
報

求人番号（※２）

件数

※お申込み時にいただいた情報は、株式会社学情が適正に管理し、本事業の運営（参加申込みの受付、連絡業務や配布資料への掲載等）のみに使用し、その他の目的に使用することは一切ありません。

※このイベントは、愛知県が株式会社学情 名古屋支社に運営を委託しています。

募集職種
主な就業場所（※３）
（市・区・郡）

担当者所属部署

地域別就職面接会　事業所参加申込書

事業所番号（※１）

～令和2年９月開催分～

！！注意事項！！

第１回【名古屋】
９月２日（水）

第２回【豊橋】
９月14日（月）

第３回【刈谷】
９月３０日（水）

参
加
希
望
日

←参加可能な日時をドロップダウン
リストから選択してください。

愛知県

事
業
所
情
報

連
絡
先

事業所名

フリガナ

ホームページURL

担当者氏名

メールアドレス

事業所所在地

郵便番号


