大卒等
9
実施月
実施月

事業名等
事業名等

実施月 ■秋田県業界研究会
事業名等
施月
事業名等
実
30年２月
■求人申込書受付開始（２月１日～）
（秋田市内）
■求人申込書受付開始（２月１日～）
2019年 ■秋田県業界研究セミナー
29年２月
■求人申込書受付開始（２月１日～）
（秋田市内）
３月
■秋田県合同就職説明会
令和２年
（東京都内、仙台市内、秋田市内）
３月
■秋田県合同就職説明会
３月
■求人申込書受付開始（３月１日～）
■秋田県合同就職説明会
（東京都内、仙台市内、秋田市）
（東京都内、仙台市内）
４月
■求人票の公開開始（４月１日～）
３月
４月

４月
４月
６月

６月
６月
６月

７月
７月
７月
８月
８月
８月
10月
９月

10月
12月

対象
対象
31年３月大卒者等
2020年３月大卒者等

●県内各ハローワークでは、令和２年２月３日（月）

令和３年３月大卒者等 ●各業界団体から仕事内容・業界動向等の説明
から受付を開始します。
30年３月大卒者等
●企業担当者による採用計画等の概要説明、
31年３月大卒者等
●各種情報の提供
等
案内資料の提供
2020年３月大卒者等
●企業担当者による採用計画等の概要説明、
●各種情報の提供
●企業担当者による採用計画等の概要説明、
案内資料の提供
●ハローワーク職員による職業相談
等
令和３年３月大卒者等
30年３月大卒者等
案内資料の提供
●各種情報の提供
31年３月大卒者等
●各種情報の提供
●ハローワーク職員による職業相談 等
2020年３月大卒者等
●ハローワーク職員による職業相談 等
●企業担当者による採用計画等の概要説明、

■秋田県業界研究会
■企業・大学等合同就職協議会
■採用内定開始（10月１日～）
■採用内定開始（１０月１日～）
（秋田市内）
（秋田市内）

■県内就職希望登録
■「秋田GO！EN（ご縁）アプリ」
（県内就職を希望する学生からの登録
■「秋田GO！EN（ご縁）アプリ」
■秋田県就活情報サイト「KocchAke！」
を在学中随時受付）

県内企業採用担当者
令和４年３月大卒者等
30年３月大卒者等
31年３月大卒者等
県内外大学等就職担当者

全学年
全学年
全学年
全学年

■秋田県就活情報サイト「こっちゃけ」
■秋田県就活情報サイト「KocchAke！」
全学年
（スマートフォンにも対応した就活ウェブ 全学年
■秋田県就活情報サイト「KocchAke！」
全学年
■秋田県就活情報誌「KocchAke！PLUS」
全学年
アプリ）

■秋田県就活情報誌「KocchAke！PLUS」

●県内企業から仕事内容・業界動向等の説明
●2021年３月の大卒者等の採用に向けた県内企
●各種情報の提供
等
業と県内外大学等就職担当者との情報交換

県内企業採用担当者
●32年３月の大卒者等の採用に向けた県内企業と
●求人事業所との個別面談
●県内企業から仕事内容・業界動向等の説明
県内企業採用担当者
県内外大学等就職担当者
県内外大学等就職担当者との情報交換
2021年３月大卒者等 ●31年３月の大卒者等の採用に向けた県内企業と
●求職相談、福祉の仕事相談
●各種情報の提供 等
県内外大学等就職担当
令和４年３月大卒者等
県内外大学等就職担当者との情報交換
●資格取得相談
者
●求人事業所との個別面談
●適性診断・カウンセリング
●求人事業所との個別面談
31年３月大卒者等
●求職相談、福祉の仕事相談
●求人事業所との個別面談
●求職相談、福祉の仕事相談
●適性診断・カウンセリング（秋田会場のみ）
2021年３月大卒者等
30年３月大卒者等
●求職相談、福祉の仕事相談
●資格取得相談
●適性診断・カウンセリング（秋田会場のみ）
●適性診断・カウンセリング
●合同就職説明会・面接会を始め、県内就職に
●各業界団体から仕事内容・業界動向等の説明
全学年
32年３月大卒者等
関するイベント等の情報を随時配信
●各種情報の提供
等

年間
年間

内容等
●各業界団体から仕事内容・業界動向等の説明
内容等
●各種情報の提供 等

案内資料の提供
令和３年３月大卒者等
30年３月大卒者等
2020年３月大卒者等 ●各種情報の提供
31年３月大卒者等
●ハローワーク職員による職業相談 等
■学校推薦の開始（６月１日～）
令和３年３月大卒者等
●企業担当者による概要説明、個別面談
●企業担当者による採用計画等の概要説明、
■秋田県合同就職面接会
●企業担当者による採用計画等の概要説明、
2020年３月大卒者等
●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
■秋田県合同就職説明会
案内資料の提供
（秋田市内）
案内資料の提供
■秋田県合同就職説明会
30年３月大卒者等
●企業担当者による概要説明、個別面談
●ハローワーク職員による職業相談
等
31年３月大卒者等
●各種情報の提供
（東京都内、仙台市内での開催を予定）
■秋田県合同就職面接会
●各種情報の提供
（秋田市内）
令和３年３月大卒者等 ●職業相談
●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
等
（秋田市内）
●職業相談
等
●ハローワーク職員による職業相談
等
●求人事業所との個別面談
■学校推薦の開始（６月１日～）
●求職相談、福祉の仕事相談
■ 福祉の就職フェア
30年３月大卒者等
2020年３月大卒者等
■学校推薦の開始（６月１日～）
31年３月大卒者等
●求人事業所との個別面談
（秋田市での開催を予定）
●資格取得相談
■求人票の公開開始（６月１日～）
●求職相談、福祉の仕事相談
■ 福祉のしごと総合フェア
●適性診断・カウンセリング
令和３年３月大卒者等
（秋田市での開催を予定）
●資格取得相談
●企業担当者による概要説明、個別面談
■秋田県合同就職面接会
●企業担当者による概要説明、個別面談
●適性診断・カウンセリング
31年３月大卒者等
●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
■秋田県合同就職面接会
（秋田市内）
30年３月大卒者等
●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
●求人事業所との個別面談
●ハローワーク職員による職業相談 等
（秋田市内）
●ハローワーク職員による職業相談
●求職相談、福祉の仕事相談 等
■ 福祉の就職フェア
2020年３月大卒者等
●企業担当者による概要説明、個別面談
（仙台市での開催を予定）
●資格取得相談
■秋田県合同就職面接会
令和３年３月大卒者等 ●求人事業所との個別面談
●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
●求人事業所との個別面談
●適性診断・カウンセリング
（秋田市内）
■第１回
福祉の就職フェア
●求職相談、福祉の仕事相談
●ハローワーク職員による職業相談 等
■第１回 福祉の就職フェア
●求職相談、福祉の仕事相談
30年３月大卒者等
31年３月大卒者等
（大館会場、秋田会場での開催を予定）
●資格取得相談（秋田会場のみ）
（大館会場、秋田会場での開催を予定）
●資格取得相談（秋田会場のみ）
●企業担当者による概要説明、個別面談
●適性診断・カウンセリング（秋田会場のみ）
●適性診断・カウンセリング（秋田会場のみ）
■秋田県合同就職面接会
■採用内定開始（１０月１日～）
令和３年３月大卒者等
2020年３月大卒者等
●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
（秋田市内）
●企業担当者による概要説明、個別面談
●ハローワーク職員による職業相談 等
■秋田県合同就職面接会
30年３月大卒者等
●企業担当者による概要説明、個別面談
■企業・大学等合同就職協議会
県内企業採用担当者 ●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
●令和４年３月の大卒者等の採用に向けた県内企
■秋田県合同就職面接会
（秋田市内）
●ハローワーク職員による職業相談
等
31年３月大卒者等
●最新求人一覧の配付、各種情報の提供
（秋田市内）
県内外大学等就職担当者
業と県内外大学等就職担当者との情報交換
■採用内定開始（１０月１日～）
2020年３月大卒者等
（秋田市内）
●ハローワーク職員による職業相談 等

■企業・大学等合同就職協議会
■秋田県業界研究会
（秋田市内）
12月 ■企業・大学等合同就職協議会
令和３年 ■ （秋田市内）
福祉のしごと総合フェア
（秋田市内）
２月
（秋田市での開催を予定）
■第２回 福祉の就職フェア
（秋田会場、横手会場での開催を予定）
2020年 ■第２回
■
福祉の就職フェア
福祉の就職フェア
30年２月
31年２月
２月
（秋田市での開催を予定）
（秋田会場、横手会場での開催を予定）
■秋田県業界研究会
■「秋田GO！EN（ご縁）アプリ」
（秋田市内）

年間

内容等
内容等

■秋田県合同就職説明会
■求人票の公開開始（４月１日～）
■学校推薦の開始（６月１日～）
（秋田市内）
■求人票の公開開始（４月１日～）

10月
10月

年間

対象
対象

全学年

■秋田県就活情報誌「KocchAke！Plus」
全学年
◎県内就職希望登録は
◎県内就職希望登録は「秋田GO！ENアプリ」から
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/koyorodo 美の国あきたネット
◎県内就活情報は
https://www.furusato-teiju.jp/kocchake/ こっちゃけ
◎県内就活情報は「KocchAke！」（https://kocchake.com）

●企業情報・採用情報
●合同就職説明会・面接会を始め、県内就職に
●合同就職説明会・面接会を始め、県内就職に関する
●企業エントリー機能（就職活動学生のみ）
関するイベント等の情報を随時配信
イベント等の情報、先輩からの就活アドバイスなどを
●合同就職説明会・面接会を始め、県内就職に
●第一線で活躍する先輩インタビュー特集
随時メールマガジン配信、郵送案内
関するイベント等の情報を随時配信
●奨学金返還助成制度案内
●企業情報・採用情報
●企業情報・採用情報
●各最新情報
等
●企業エントリー機能（就職活動学生のみ）
●企業情報・採用情報
●企業エントリー機能（就職活動学生のみ）
●第一線で活躍する先輩インタビュー特集
●企業エントリー機能（就職活動学生のみ）
●第一線で活躍する先輩インタビュー特集
●奨学金返還助成制度案内
●企業情報・採用情報の他、秋田の産業、
●第一線で活躍する先輩インタビュー特集
●奨学金返還助成制度案内
●各最新情報
等
暮らしに関わる情報を掲載
●奨学金返還助成制度案内
●各最新情報
等
●各最新情報 等
●企業情報・秋田の産業、暮らしに関わる情報を
掲載
●企業情報・採用情報の他、秋田の産業、
※ 県や労働局、ハローワークでは、例年、
※ 県や労働局、ハローワークでは、例年、県内企業の皆様に
暮らしに関わる情報を掲載
県内での採用を予定している企業の皆様に
ご参加いただける合同就職面接会や合同企業説明会を開催し
ご参加いただける合同就職説明会や合同
ております。学卒者の採用や企業ＰＲの場として、是非ご活用
※ 県や労働局、ハローワークでは、例年、
ください。
企業面接会を開催しております。学卒者の

※
県や労働局、ハローワークでは、例年、
◎県内就職希望登録は「秋田GO！ENアプリ」から
県内での採用を予定している企業の皆様に
から
採用や企業ＰＲの場として、是非ご活用くだ
◎就職情報案内登録は「秋田GO！ENアプリ」から
県内での採用を予定している企業の皆様に
ご参加いただける合同就職説明会や合同
さい。
ご参加いただける合同就職説明会や合同
◎県内就活情報は「KocchAke！」（h�ps://kocchake.com）
企業面接会を開催しております。学卒者の
◎県内就活情報は「KocchAke！」（https://kocchake.com）
から
企業面接会を開催しております。学卒者の
採用や企業ＰＲの場として、是非ご活用くだ
採用や企業ＰＲの場として、是非ご活用くだ
さい。
※から
日程は変更される可能性がありますので、ご注意ください。
さい。

25

※ 日程は変更される可能性がありますので、ご注意ください。
※ 日程は変更される可能性がありますので、ご注意ください。
● 42 ●
● 29 ●
25

LL300524開キ01

振り返るとと

援します！

って、これまで
学んだかなど、

止します！

ますが、ジョ
んなスキルを得

成長すること
ョブ・カード
るようになり、
。

練を受講し修
です。当給

ください。
ひら

つく

を拓く人を創る

省 人材開発統括官

● 43 ●
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