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「ハローワーク合同就職面接会」の開催について 
 
 
 

 福井県においては、有効求人倍率が２倍前後で推移し、依然として高水準となっており、

企業の人材不足が顕著な状況となっている。 

 一方、就職環境の改善により、学生の就職内定率は改善しているところであるが、年度後

半になっても就職活動が順調でない大学等卒業予定者や短期間での離転職を繰り返したり不

本意な非正規雇用で就労する若年求職者や就職氷河期世代の者も少なからず存在することか

ら、その就職促進を図ることが重要である。 

 これらのことから、企業の人材確保及び未内定学生や若年求職者等の就職促進を目的とし

て「ハローワーク合同就職面接会」を実施する。 

 

 

記 

 

 １ 開催日時  令和２年２月 19 日（水） 13 時 00 分～ 

 

 ２ 開催場所  福井県産業会館２号館 

          福井市下六条町 103 

 

 ３ 参加企業  県内企業 95 社程度 

 

 ４ 参加対象者 ・一般求職者（概ね 55 歳未満） 

・令和２年３月大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等 

卒業予定者  

         ・大学等卒業後３年以内の者 

           

  

５ 開催内容  参加企業による企業説明・面接選考 他 

         

 ６ 主  催    福井労働局、県内ハローワーク 

          

  

福 井 労 働 局 発 表 

令 和 ２ 年 １ 月 31 日 

【照会先】 

福井労働局職業安定部職業安定課 

課 長      森下 歩 

課長補佐    翠 美香 

職業紹介係長  南 知栄 

   電話 0776-26-8609（内線 5204） 

福井労働局 
厚生労働省 



合同就職面接会合同就職面接会
ハローワークハローワーク

福井県内企業の
人事担当者から直接話が聞けるチャンス！
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福井県産業会館 2号館
〒918-8135 福井県福井市下六条町１０３

令和 2年2/19 水

  

お問い合わせ 福井労働局 職業安定課 TEL0776-26-8609
〒910-8559
福井県福井市春山１丁目1番54号 福井春山合同庁舎

【主催】 福井労働局、ハローワーク

【運営】レントオール福井株式会社

【共催】 福井県、福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、
　　　　 江市、あわら市、越前市、坂井市、
　　　　永平寺町、越前町、若狭町
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ハローワークのPRでございます！

しごトーークしごトーーク
お笑い
×
ハロワ

を開催!!

★「就職活動」をキーワードに、
　ハローワークの魅力を発掘 !!
★「企業ＰＲタイム」で、地元企業の魅力発見 !!
★「参加無料 !!」「どなたでも !!」

２ / 19（水）２ / 19（水）２ / 19（水）２ / 19（水） ▲13:00　14:00
場所：福井県産業会館２号館

よしもと住みます芸人による
トークライブ



Q. A.誰でも
参加できますか?

今回の面接会は、概ね５５歳未満の方を対象としております。
そのほか、令和２年３月大学等卒業予定の方、既卒３年以内の
方、ＵＩＪターン希望の方など福井県内での就職を希望する方
を対象としております。

合同就職面接会についてのギモンQ&A

Q. A.事前の申し込みは
必要ですか？

事前の申し込みは不要です。入退場も自由です。
道路事情も勘案し、時間にゆとりをもってご来場ください。

Q. A.
面接会では

スーツを着ないと
だめですか？

服装は自由ですが、相手に失礼のない服装での参加をお願い
します。

Q. A.
履歴書を
あらかじめ

用意する必要は
ありますか？

面接会当日は、会場でご記入いただく「面接票」を使用するの
で、事前に履歴書を用意する必要はありません。
しかし、本社等で２次面接を受ける場合には、正式な履歴書
の提出を求められることがあります。

Q. A.
当日

持参するものは
ありますか？

筆記用具をご用意ください。また、雇用保険の受給手続きを
された方は、「雇用保険受給資格者証」を持参してください。
求職活動の実績となりますので、企業ブースで面接を受けた
後に、会場内のハローワーク職業相談コーナーへお越しくだ
さい。

Q. A.パートの求人も
ありますか？

面接会の対象求人は雇用期間の定めのないフルタイム求人と
なっています。企業によってはパートでの応募ができる場合も
ありますので、具体的な労働条件等は面接会当日に個別企業
の担当者にお問い合わせください。

Q. A.
県外から

参加する場合の
補助は

何かありますか？

福井県の制度で、福井県外の大学等に在学する
方や福井県外在中で大学等を卒業後3年以内
の方の県内就活を応援する制度があります。
詳しくは、F・SQUAREキャリアナビセンターの
サイトをご覧ください。スマホの方はQRコード
からもアクセスできます。



ハローワーク合同就職面接会参加企業一覧
番号 ブース番号 事業所名 看板名
1 12 暁産業　株式会社 暁産業　株式会社
2 11 株式会社　秋吉グループ本部 株式会社　秋吉グループ本部
3 10 アクサ損害保険　株式会社　福井センター アクサ損害保険
4 9 アロック・サンワ　株式会社 アロック・サンワ　株式会社
5 8 社会福祉法人　一乗谷友愛会 一乗谷友愛会
6 7 太田木材　株式会社 太田木材　株式会社
7 19 奥武建設工業　株式会社　（ＯＫＵＴＡＫＥ　ＧＲＯＵＰ） ＯＫＵＴＡＫＥ　ＧＲＯＵＰ　奥武建設工業(株)・(株)高洋建設・(株)オクタケ

8 20 株式会社　金井機械設計事務所 株式会社　金井機械設計事務所
9 21 カネタ　株式会社 カネタ　株式会社
10 22 株式会社　カワカミパワーシステム 株式会社　カワカミパワーシステム
11 23 技建工業　株式会社 技建工業　株式会社
12 24 株式会社　京呉服平田 平田グループ
13 36 クァトロブーム　株式会社 クァトロブーム　株式会社
14 35 社会福祉法人　健楽会 社会福祉法人　健楽会　こしの渚苑・東安居苑
15 34 有限会社　幸伸食品 有限会社　幸伸食品
16 33 小松ウォール福井販売　株式会社 小松ウォール福井販売　株式会社
17 32 小山商事　株式会社（ａｕショップ・ＵＱスポット） 小山商事株式会社　　ａｕショップ・ＵＱスポット
18 31 サカイオーベックス　株式会社 サカイオーベックス　株式会社
19 43 株式会社　三立電機製作所 株式会社　三立電機製作所
20 44 硝和硝子　株式会社 硝和硝子　株式会社
21 45 シラサワ建機　株式会社 シラサワ建機　株式会社
22 46 第一設備工業　株式会社 第一設備工業株式会社　
23 47 株式会社　ダイゲンコーポレーション 株式会社　ダイゲンコーポレーション・株式会社　ペーパージャック

24 48 大東建託　株式会社　福井支店 大東建託　株式会社
25 60 株式会社　ダスキン福井 株式会社　ダスキン福井
26 59 株式会社　ＴＳＵＫＩＷＡ 女性専用フィットネス　カーブス
27 58 株式会社　辻広組 株式会社　辻広組
28 57 株式会社　天晴データネット 株式会社　天晴データネット
29 56 日光産業　株式会社 日光産業　株式会社
30 55 日産プリンス福井販売　株式会社 日産プリンス福井販売　株式会社
31 54 日本システムバンク　株式会社 日本システムバンク　株式会社
32 65 株式会社　ニホンパッケージ 株式会社　ニホンパッケージ
33 66 株式会社　ハーモニ産業 株式会社　ハーモニ産業
34 67 株式会社　ピリケン 株式会社　ピリケン
35 68 ファーストウッド　株式会社 飯田グループホールディングス・ファーストウッド　株式会社

36 69 フードイノベーション　株式会社 九州道場大和田藩　ｓｏｒａｎｅ　にくにはにくの　Vｅｓｔａ
37 70 福井県民生活協同組合 福井県民生活協同組合
38 71 福井産機販売　株式会社 福井産機販売　株式会社
39 72 福井倉庫　株式会社 福井倉庫　株式会社
40 84 福井ダイハツ販売　株式会社 福井ダイハツ販売　株式会社
41 83 福井トヨペット　株式会社 福井トヨペット
42 82 福井バス　株式会社 福井バス　株式会社
43 81 株式会社　福栄倉庫 株式会社　福栄倉庫
44 80 福日機電　株式会社 福日機電　株式会社
45 79 フリックイン福井　株式会社 ビジネスホテル　アズイン福井
46 78 株式会社　三笠商会 株式会社　三笠商会
47 90 三津井証券　株式会社 三津井証券　株式会社
48 91 株式会社　ミテック 株式会社　ミテック
49 92 山金工業　株式会社 山金工業　株式会社　
50 93 社会福祉法人　鷹山会 悠和園・幸の家
51 94 吉岡幸　株式会社 吉岡幸　株式会社
52 95 ラニイ福井貨物　株式会社 ラニイ福井貨物
53 1 株式会社　アサヒオプティカル 株式会社　アサヒオプティカル
54 2 社会福祉法人　一喜会 社会福祉法人　一喜会
55 3 越前いきいき健康館　（株式会社　カネイチ） 株式会社　カネイチ　越前いきいき健康館
57 4 株式会社　キミコン 株式会社　キミコン
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番号 ブース番号 事業所名 看板名
58 5 キョーセー　株式会社 キョーセー　株式会社
59 6 株式会社　三和電工社 株式会社　三和電工社
60 18 株式会社　ダイエイ ダイエイ
61 17 株式会社　タイヨー 株式会社　タイヨー
62 16 株式会社　武生製麺 株式会社　武生製麺
63 15 東工シャッター　株式会社 東工シャッター　株式会社
64 14 株式会社　ＴＯＰ 株式会社　ＴＯＰ
65 13 株式会社　パワーユニオン 株式会社　パワーユニオン
66 25 社会福祉法人　日野会　特別養護老人ホーム五岳園 特別養護老人ホーム五岳園
67 26 株式会社　フクオカ　ラシ 株式会社　フクオカ　ラシ・フクオカ精密　株式会社
68 27 株式会社　ふじや食品 株式会社　ふじや食品
69 28 北陸リトレッド　株式会社 北陸リトレッド　株式会社（ＯＮＯＤＡＮＩグループ）
56 40 社会福祉法人　慶秀会 慶秀会（里山ほのか学園、ル・レーヴほのか、ファミールほのか）

70 39 株式会社　福井イエローハット イエローハット
71 38 株式会社　モンスター 株式会社　モンスター
72 37 社会福祉法人　わかたけ共済部 社会福祉法人　わかたけ共済部
73 29 株式会社　芦見屋 株式会社　芦見屋(新鮮館）
74 30 社会福祉法人　大野福祉会　救護施設　大野荘 社会福祉法人　大野福祉会
75 42 社会福祉法人　大野和光園 社会福祉法人　大野和光園
76 41 医療法人　たけとう病院 医療法人　たけとう病院
77 73 株式会社　エイチアンドエフ 株式会社　エイチアンドエフ
78 74 株式会社　エクシー卜 株式会社　エクシー卜
79 75 株式会社　金津技研 株式会社　金津技研
80 76 一般財団法人　休暇村協会　休暇村越前三国 一般財団法人　休暇村協会　休暇村越前三国
81 77 株式会社　グリーンシェルター 株式会社　グリーンシェルター
82 89 医療法人　至捷会　木村病院 木村病院
83 88 すててこ　株式会社 すててこ　株式会社
84 87 医療法人　聖仁会　藤井医院 医療法人　聖仁会　藤井医院
85 86 鉄建工業　株式会社 鉄建工業　株式会社
86 85 株式会社　北陸環境サービス 株式会社　北陸環境サービス
87 53 社会福祉法人　敬仁会 社会福祉法人　敬仁会
88 52 株式会社　塩浜工業 株式会社　塩浜工業
89 51 株式会社　ＴＡＳ 株式会社　ＴＡＳ
90 50 株式会社　福井サーボ 株式会社　福井サーボ
91 49 社会福祉法人　ふくいの福祉家 社会福祉法人　ふくいの福祉家
92 61 有限会社　瑞穂栄商事 有限会社　瑞穂栄商事（みほえ）
93 62 有限会社　リハぷらす 有限会社　リハぷらす
94 63 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　小浜　小浜店 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　小浜
95 64 岬工業　株式会社　若狭支店 岬工業　株式会社

※令和２年１月２４日現在の参加企業で、変更される可能性があります。
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