
報道関係者 各位

「いばらきジョブフェスタ」（平成２５年３月新規高卒者就職面接会）を開催

～ハローワークは未内定生徒の就職機会確保に全力で取組みます～

茨城労働局（局長 中村 俊一）は、平成２４年１１月２６日の水戸会場から順次、茨城県内６

会場において「いばらきジョブフェスタ」（平成２５年３月新規高卒者就職面接会）を開催し、未

だ就職先が内定していない卒業予定者の就職機会の確保に取組むことといたしました。

併せて、１０月末時点における平成２５年３月新規高等学校卒業予定者の求人・求職・内定状況

を取りまとめました。
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いばらきジョブフェスタ

企業の人事担当者と就職を希望する高校生が一堂に会し、企業ごとに設けられたブースを高校生

が訪問して、複数の企業と直接面接を行います。（日時、会場は別紙）

●参加対象生徒 就職先が内定していない平成２５年３月新規高等学校卒業予定者

●参加予定企業数 新規高等学校卒業予定者の採用予定のある企業２７６社（11 月 15 日現在）

参考
前年度実績（県内６会場）

参加生徒数 １，２８４名

参加企業数 ２９５社

面接会における内定者数 ４４２名



【新規高等学校卒業予定者に対するハローワーク等の今後の取組み】

・県内各安定所に配置した学卒ジョブサポーター等による就職支援。

（２，０１４人の未内定者に対し、いばらきジョブフェスタの開催による就職支援及び求人開拓

による求人の確保を実施。また、学校内での出張相談等を実施。）

・労働局長と県知事が経済４団体の長に対し高卒者を含む新規学卒者の求人要請を実施。

（平成２４年１２月６日）

＊本調査は学校・公共職業安定所の紹介を希望する生徒の状況を取りまとめたものです。

＊平成２５年３月新規高等学校卒業予定者の選考・内定開始期日は、文部科学・厚生労働両省によ

り次のように決められています。開始時期：平成２４年９月１６日以降

１０月末時点の求人・求職・内定状況

・求人数

求人数は５，１４５人分となり、前年同月（４，５５７人）に比べ１２.９％の増加となった。

・求職者数

求職者数は４，９１５人（男子２，８６２人、女子２，０５３人）となり、前年同月（４，７

０９人）に比べ４．４％の増加となった。

・求人倍率

求人倍率は１．０５倍と前年同月（０．９７倍）に比べ０．０８ポイント上回った。

・就職内定者数

就職内定者数は２，９０１人（男子１，８２０人、女子１，０８１人）となり、前年同月（２，

６６５人）に比べ８.９％の増加となった。

・未内定者数

未内定者数は２，０１４人（男子１，０４２人、女子９７２人）となっている。

・就職内定率

就職内定率は５９．０％（男６３.６％、女子５２．７％）となり、前年同月（５６．６％）に

比べ２．４ポイント上回った。



開催日時 会 場 お問い合わせ先（学卒担当）

いばらきジョブフェスタ in水戸
11 月 26 日（月）

13 時～

ホテルレイクビュー水戸

水戸市宮町１‐６‐１

ハローワーク水 戸 ℡029-231-6244

ハローワーク笠 間 ℡0296-72-0252

ハローワーク常陸大宮 ℡0295-52-3185

いばらきジョブフェスタ in神栖
12 月 4 日（火）

13 時～

鹿島セントラルホテル

神栖市大野原４‐７‐１１
ハローワーク常陸鹿嶋 ℡0299-83-2318

いばらきジョブフェスタ in結城
12 月 4 日（火）

13 時～

結城市民情報センター

結城市国府町１‐１‐１

ハローワーク筑 西 ℡0296-22-2188

ハローワーク下 妻 ℡0296-43-3737

ハローワーク古 河 ℡0280-32-0461

いばらきジョブフェスタ in常総
12 月 5 日（水）

13 時～

常総市生涯学習センター

常総市水海道天満町４６８４
ハローワーク常 総 ℡0297-22-8609

いばらきジョブフェスタ in土浦
12 月 6 日（木）

13 時～

ホテルマロウド筑波

土浦市城北町２‐２４

ハローワーク土 浦 ℡029-822-5124

ハローワーク石 岡 ℡0299-26-8141

ハローワーク龍 ヶ 崎 ℡0297-60-2727

いばらきジョブフェスタ in日立
12 月 6 日（木）

13 時～

ホテル テラス ザ スクエア日立

日立市幸町１‐２０‐３

ハローワーク日 立 ℡0294-21-6441

ハローワーク高 萩 ℡0293-22-2549

高校生対象就職面接会

県内６会場で開催

平成 25 年３月に高等学校を卒業予定の生徒を対象とした就職面接会を県内６会場において下記の日程に

より開催します。

この「いばらきジョブフェスタ」は茨城労働局、県内ハローワーク、茨城県、茨城県教育庁等が開催する

高校生の就職においては県内で最も大きなイベントであり、就職を希望する高校生と事業所との出会いの場

を提供しています。

昨年度の「いばらきジョブフェスタ」では、参加事業所２９５社、参加生徒１２８４名、内定者数４４２

名（いずれものべ数）という結果になりました。面接会に参加した生徒のうち３割以上が内定を獲得したこ

とになります。

面接会への参加を希望される場合は、各ハローワークへお問い合わせください。面接会の参加には高卒用求人

の提出が必要となります。なお、座席数の都合により参加申込を締め切っている場合がありますのでご了承く

ださい。

事業主の皆様へ

面接会への参加を希望される場合は、学校の進路指導担当の先生に面接会に参加希望であることをお伝えくだ

さい。

就職を希望する高校生の皆様へ

面接会への参加やお問い合わせについては、学校を管轄するハローワークへご連絡をお願いします。

高等学校の進路指導担当の先生へ



22年 23年３月卒

３月卒 対前年比 対前年比 対前年比

求 県内
4,051 4,273 5.5 4,557 6.6 5,145 12.9

人 県外
2,346 2,071 ▲ 11.7 2,033 ▲ 1.8

数 合計
6,397 6,344 ▲ 0.8 6,590 3.9 5,145

求 男
2,527 2,749 8.8 2,762 0.5 2,862 3.6

職 女
1,955 2,066 5.7 1,947 ▲ 5.8 2,053 5.4

数 計
4,482 4,815 7.4 4,709 ▲ 2.2 4,915 4.4

就 男
1,510 1,751 16.0 1,705 ▲ 2.6 1,820 6.7

職 女
897 972 8.4 960 ▲ 1.2 1,081 12.6

数 計
2,407 2,723 13.1 2,665 ▲ 2.1 2,901 8.9

求人 県内
0.90 0.89 ▲ 0.01 0.97 0.08 1.05 0.08

倍率 合計 1.43 1.32 ▲ 0.11 1.40 0.08

53.7 56.6 2.9 56.6 0.0 59.0 2.4

％ ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

※１ 求人票のシステム化により25年3月卒以降の求人数（県外）、求人倍率（合計）は集計しない。

茨城労働局職業安定課

平成２５年３月新規学校卒業者需給状況

平成２４年１０月末現在

就職内定率

高校 24年３月卒 25年３月卒


