
応援メニュー～企業編～

ＡＣＴ‐１ 面接会場の確保

★ 面接会場 [ＨＷ][新卒]
学生・生徒等との面接や企業説明会に無料で会場をお貸しします。ご希望の場合はお早めにご相談ください。
※参加する学生・生徒の募集は各企業で行っていただきます。
仙台会場 仙台新卒応援ハローワーク 仙台市青葉区中央１丁目２－３ 仙台マークワン１２階

☎０２２－７２６－８０５５
ハローワーク仙台 仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３ 仙台ＭＴビル３～５階

☎０２２－２９９－８８１１（代）

面接会・企業説明会等ＡＣＴ‐２

みやぎ新規学校卒業者等就職・採用応援プランに掲載されている面接会・企業説明会は参加企業を募集しないものも
あります。参加を希望される場合はお早めに各担当部署にお問い合わせください。

★ 高校生対象（令和５年３月卒）の面接会・企業説明会等☞ 応援メニュー～高等学校編～ＡＣT-４参照
★ 大卒等対象（令和５年３月卒）の面接会・企業説明会等☞ 応援メニュー～大学・短大・高専・専門学校編～

ＡＣT-７参照
★ 既卒者対象の面接会・企業説明会 ☞ 応援メニュー～卒業した方（既卒者）編～ＡＣT-５参照
★ 「外国人材マッチング支援事業」［県国政（委託）]

専門学校・高等専門学校・大学・大学院に在籍する留学生を対象とした合同就職説明会を実施します。
詳細は、国際政策課HPに掲載予定です。

※支援実施団体・組織 問合せ先は最終ページをご覧ください

令和４年６月９日現在



ＡＣＴ‐３ 助成金・奨励金

★ 事業復興型雇用創出助成金 [県雇対]
東日本大震災の被災地域において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に
資する雇用を創出することを目的として、一定の要件のもと、グループ補助金等の産業政策の支援を受けた
事業主が、支援の対象となった県内の沿岸部に所在する事業所において、被災三県求職者を雇い入れた場合、
雇い入れにかかる３年間の費用の一部を助成します。
また、県内の沿岸部に所在する事業所において、求職者（被災三県求職者以外も含む。）の雇い入れに際し
て、住宅支援（住宅の借上げ・住宅手当）の導入又は拡充を図り、かつ雇用の維持・確保を達成した場合、
住宅支援に係る費用の一部を支援します。

詳しくは☞ 宮城県事業復興型雇用創出助成金 で検索

★ 課題解決型インターンシップ推進事業［県産人］
課題解決型インターンシップとして，高専生・大学生等を受け入れる企業を対象として、
インターンシップ受入に係る指導費等の必要経費を助成します（上限あり）。

詳しくは☞ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/kadaikaiketugata.html

★ 仙台市奨学金返還支援事業［仙台市］
仙台市の産業を担う人材を確保して、若者が地元に定着することを目的とした制度です。
奨学金返還支援事業の対象企業を公募し、認定された対象企業と仙台市が支援に必要な
経費を折半することによって、対象者の入社後３年間の奨学金返還を支援します。

詳しくは☞ https://sendaidehatarakitai.jp/scholarship

※上記の他、厚生労働省で取り扱っている助成金・奨励金は☞ https://www.mhlw.go.jp/



ＡＣＴ‐４ 求人・企業情報提供

★ 若者雇用促進総合サイト [ＨＷ]
厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」は学生たちが就職活動を行う際に役立つ、以下の情報を
まとめたポータルサイトです。

①登録企業の就労実態等の職場情報
②ユースエール認定企業などの各種認定の取得状況
③国が実施する若者雇用関連施策
④国や地方自治体が運営する就職相談窓口
⑤ユースエール認定企業に対するインタビュー
詳しくは☞ https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

高校生の求人

★ 宮城県内高等学校卒業予定者の就職に関する申し合わせ [安定課]
宮城県における令和５年３月新規高等学校卒業予定者の就職に関する取扱いについての申し合わせ事項です。

大卒等の求人

★ 大学等卒業予定者の就職・採用活動等について [安定課]
大卒等卒業予定者の就職活動については、政府より経済団体等に「2023年度卒業・修了等予定者の就職採用
活動に関する要請について」を発出しております。

詳しくは☞ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2023nendosotu/yousei.pdf



★ ハローワークインターネットサービス [新卒][ＨＷ]
ハローワークで受理した求人を掲載しているサイトです。求人情報の他に企業情報も掲載できますので、
是非ご利用ください。

詳しくは☞ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

★ 「仙台で働きたい！」 [仙台市]
学生等の地元就職への支援、地元企業の魅力発信、就職に役立つ最新情報を集約した就職支援サイトです。
仙台・宮城の地元企業800社以上を掲載、新着情報やイベント情報など知りたい情報にすぐにアクセス
できます。

詳しくは☞ https://sendaidehatarakitai.jp/

★ ジョブ・スタせんだい [仙台市（事業団）]
仙台・宮城での就職希望者を対象としたポータルサイト「ジョブ・スタせんだい」に、求人情報を掲載
します。

詳しくは☞ https://www.siip.city.sendai.jp/jobsta/

高度外国人材の求人

★ 高度外国人材活躍推進ポータルサイト（Open for Professionals）［経産局]
留学生を含む高度外国人材と、採用側の企業の双方のニーズに応える情報をわかりやすく提供する「高度
外国人材活躍推進ポータルサイト（Open for Professionals）」をJETROホームページ内に開設しました。

（日本語）https://www.jetro.go.jp/hrportal/ （英語）https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/



各種セミナー等ＡＣＴ‐５

★ Z世代推し事（お仕事）はかどるプロジェクト [県雇対]
Ｚ世代と呼ばれる10代から～２０代前半の方の価値観に着目し，その特性を受容する企業支援を行うと
ともに、学生向けイベントや、企業と学生のマッチング支援を実施します。

★ 企業の人材力強化に向けたハンズオン支援 ［経産局（委託）]
県内中小企業に専門家等を派遣し、自社の将来像や経営課題等を見つめ直し、それを踏まえた求人・
選定方法の見直し、職場改善等を支援します。

★ 人材定着支援 ［経産局（委託）]
採用内定辞退や若手従業員の早期離職の低減を図るための人材定着支援を実施します。

★ 「新入社員合同入社式」・「新入社員共育研修会」・「新入社員フォローアップ研修会」 [同友会]
「新入社員合同入社式＆共育研修会」（令和４年4月1日～２日）、入社半年後に行われる「新入社員
フォローアップ研修会」では、若者の問題を若者のせいにせず、先輩社員・幹部社員・経営者が共に育ち
あう精神で信頼関係を深めます。先輩社員の報告を交え、働くことの楽しさを伝え、自らの目標に取り組む
自立した社員を育てます。

★ 「職場定着支援事業」 [安定課][新卒][ＨＷ]
若年労働者の安易な離職や不本意な離職を防止するため、若年労働者及び若年労働者を雇用した事業所の
相談を実施します。

☆若年労働者を雇用する事業所の従業員の定着に関する相談ができます。
☆ハローワークを利用して採用された方を対象としたセミナーを実施します。



★ 「採用コンサルティング」 [仙台市(事業団）]
中小企業の皆様の人材確保・定着等の促進を図ることを目的に、事業者向けの雇用・求人上の課題に
応じた採用コンサルティングを実施します。(無料)

詳しくは☞ http://www.siip.city.sendai.jp/o/05/22.html

★ ものづくり企業コーディネーター [県産人]
ものづくり企業の雇用ミスマッチ解消に向けて、企業と学校、企業間、さらに支援を行う行政機関同士を
コーディネートします。

詳しくは☞ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/mono-coordinator.html

★ 「地学地就」コーディネーター ［県教委］[県産人]
ものづくり人材育成と県内企業への就職を支援するため、ものづくり企業と高校のマッチングを図ります。

★ 企業採用コンシェルジュ [県雇対（JC）]
人材確保や定着に向けて、求職者目線から採用支援を行います。

詳しくは☞ https://jobcafe.pref.miyagi.jp/

★ 外国人雇用管理アドバイザー [新卒]
外国人留学生の採用をご検討されている、あるいは外国人留学生を採用している事業主の皆様からのご相談を
受け付けています。（完全予約制）
ご希望の方は仙台新卒応援ハローワークにご連絡願います。

★ 「外国人材マッチング支援事業」 ［県国政（委託）]
外国人留学生の採用に関心のある企業を対象としたセミナーを実施します。

詳細は、国際政策課HPに掲載予定です。



支援実施組織名 表記 連絡先 支援実施組織名 表記 連絡先

宮城県中小企業団体中央会 [中央会] ０２２（２２２）５５６０
仙台市経済局産業政策部

商業・雇用支援課
[仙台市] ０２２（２１４）１００７

宮城県中小企業家同友会 [同友会] ０２２（３５５）２７７１ 仙台市教育委員会 [仙台市（市教委）] ０２２（２１４）８４２２

日本労働組合総連合会宮城県連合会 [連合宮城] ０２２（２６３）９７６２ 仙台市産業振興事業団 [仙台市（事業団）] ０２２（７２４）１１１６

東北経済産業局 地域経済部
産業人材政策室

[経産局] ０２２（２２１）４８８１ 仙台公共職業安定所 学卒部門 [HW仙台] ０２２（７９２）１７４７

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 [県雇対] ０２２（２１１）２７７２ 仙台新卒応援ハローワーク [新卒] ０２２（７２６）８０５５

〃 雇用対策課内
みやぎジョブカフェ

[県雇対（JC）] ０２２（２６４）４５１０ 宮城労働局職業安定部職業安定課 [安定課] ０２２（２９９）８０６１

宮城県経済商工観光部
産業人材対策課

[県産人] ０２２（２１１）２７６４ 宮城労働局職業安定部職業対策課 [対策課] ０２２（２９９）８０６２

宮城県教育庁 高校教育課 [県教委] ０２２（２１１）３６２５ 県内各ハローワーク [HW] 労働局HP参照

宮城県経済商工観光部 国際政策課 [県国政] ０２２（２１１）２９７２

支援実施団体・組織 問合せ先一覧



ＡＣＴ‐１ キャリアカウンセリング等
（個別支援・職業相談）

★ キャリアカウンセリング [ＨＷ］[仙台市（市教委）]
生徒に寄り添ったキャリアカウンセリング（模擬面接・応募書類の対策など）や進路指導部への情報提供を
行います。

★ 出張キャリアカウンセリング [ＨＷ] ※開催未定
各学校や県内各地で開催。キャリアカウンセリングや職業訓練・就業体験の紹介等行います。
ご希望の場合はお早めにご相談ください。

求人・企業情報の提供
（求人開拓の実施）ＡＣＴ‐２

★ 高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス [ＨＷ]
ハローワークで受理した高卒求人を高校の進路指導部に対しインターネットによる情報を提供します。
＊閲覧にはパスワードが必要です。パスワードの発行は高等学校の進路指導部に限ります。

応援メニュー ～高等学校編～
※支援実施団体・組織 問合せ先は最終ページをご覧ください

令和4年６月９日現在



★ 「仙台で働きたい！」 [仙台市]
学生等の地元就職への支援、地元企業の魅力発信、就職に役立つ最新情報を集約した就職支援サイトです。
仙台・宮城の地元企業1,100社以上を掲載、新着情報やイベント情報など知りたい情報にすぐにアクセス
できます。
詳しくは ☞ https://sendaidehatarakitai.jp/

★ みやぎの中小企業企業情報誌「ここからはじまるエントリー2023」 [同友会]
宮城県中小企業家同友会に加盟し、新卒者の採用と育成に取組む61社の企業情報を掲載。４月1日以降県内
各高校の就職ご担当者あてに、資料として1冊ずつお送りしますので、生徒の皆さんの進路指導にお役立て
下さい。

★ ものづくり産業広報誌「オガーレ！ＡＣＥ」［県産人］
県内の優れた産業への理解を深めていただくため、就職活動を目前に控えた高校生及び大学生等を対象に県内
製造業を紹介する広報誌を年４回（８月・１１月・１月・３月）発行しています。

★ MIYAGIものづくり人材PR動画制作及び魅力発信事業［県産人］
県内ものづくり企業等の情報を分かりやすく伝える動画を制作し、授業での活用やインターネット等による
情報発信をすることにより、高校生等に県内ものづくり企業等への具体的なイメージを持っていただき、県内
ものづくり企業等への就職を促進します。

★ 求人開拓・情報の提供 [ＨＷ] [仙台市（市教委）]
ハローワークではナビゲーター、仙台市では就職支援員が、求人開拓や企業情報の提供を行います。



★ 雇用要請 [県雇対][県教委][仙台市][仙台市（市教委）][安定課]
連名により、宮城県内経済５団体に雇用要請を行います。

★ 若者雇用促進総合サイト [ＨＷ]
厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」は雇用管理の状況等が優良なユースエール認定企業の「事業
所ＰＲシート」（事業所情報・画像等）をはじめとした、さまざまな企業の情報を検索できる総合サイトです。
個人企業ごとに企業概要、雇用管理の状況、企業からのメッセージなどの企業情報や採用情報が閲覧できるほか、
就職活動のはじめ方・進め方等の就職相談窓口の検索も行うことが出来ます。

詳しくは ☞ https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

セミナー等
（職業講話等）

ＡＣＴ‐３

学校・生徒の要望（リクエスト）にお応えします ご相談ください
※新型コロナウイルスの影響により実施時期は未定となります。

★ 出張セミナー（講話） [ＨＷ] 
「就職活動の進め方」など、学校・生徒のニーズに合わせたセミナーを実施します。
ご希望の場合はお早めにご相談ください。

★ 労働法に関するセミナー [ＨＷ]
働くルールである労働法の基礎知識について、地域の雇用環境・就職に向けての心構えなどと併せ、各学校
で講義を行います。まずは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。



★ 学内セミナー等への講師派遣 [同友会]
学生・学校のニーズに合わせた出前講座に、会員経営者を講師として派遣します。

就職活動に必要なセミナーを実施します

★ 就職達成セミナー [県教委]
就職試験直前の生徒等に対するガイダンスや模擬面接を実施。

★ みやぎ高校生入社準備セミナー [県教委]
就職が内定した生徒を対象に、社会人としての基礎的なマナーや基本的な労働法の知識を身につけるための
セミナーを実施。
詳しくは☞ 宮城県教育庁高校教育課キャリア教育班 ☎０２２－２１１－３６２５

★ 就職スキルアップセミナー [仙台市（市教委）]
夏休みを利用し、模擬面接、就職試験対策セミナーを開催します。
対象者：仙台市立高等学校の生徒

★ ものづくり企業（工場）見学会 [県産人]
県内のものづくり産業への理解と職業観や勤労観の醸成を促す見学会を実施します。

★ キャリア教育セミナー [県雇対（JC）]
無料で専門の講師を派遣し、生徒、保護者や教員を対象に職業観や勤労観を醸成するセミナー等を実施します。
ご希望の場合はジョブカフェにご相談ください。

★ e-ラーニングでチェック！今日から使える労働法 [ＨＷ]
高校生や大学生をはじめとする就職予定の方や現在働いている方が、労働法などの働くルールについて、
パソコンやスマートフォン等で学べます。
詳しくは☞ 今日から使える労働法 で検索



★ 高校の先生方と経営者の“共育”懇談会 [同友会]
高校の進路指導担当者等が経営者・幹部社員との意見交換を通じて「教育・共育」について共に
考える場です。
開催日程は☞【県北会場】令和３年６月１１日（火） １５:００～１７:３０ グランド平成

【仙台会場】令和３年６月１７日（水） １３:００～１６:００ パレス平安
【県南会場】令和３年６月２４日（木） １３:３０～１６:００ 総合会館ララ・さくら

★ 就職ガイダンス [同友会]
業種や業界、地元の中小企業について、生徒・学生の皆さんに知っていただくためのガイダンスです。
今年度で1２年目を迎えるイベントです。今年度より当会企業情報誌「ここから始まるエントリー
（ここエン）」を参加者の皆様にプレゼントします。

★ 高校生に対する就職ガイダンス（高校２年生対象）[安定課][ＨＷ]
ゲームやグループワーク等を行いながら、働くことの意味や就職面接での表現力を身につけられる
セミナーです。

★ 職業体験イベント（高校生対象）[仙台市]
各業界の仕事内容や魅力を知って頂くため、仙台市内の様々な企業・団体が職業体験のブースを
出展します。（参加は高校毎）



ＡＣＴ‐５ＡＣＴ‐４ 面接会等

★ 高校生のための合同企業説明会 [安定課][ＨＷ][県雇対][県教委][仙台市※仙台会場のみ]
令和４年3月卒業予定者の職業意識の啓発と的確な職業選択に資することを目的として、採用意欲のある企業
と高校生が一堂に会し、事業内容や職場環境などの説明を行う企業説明会を開催します
開催日程は☞【気仙沼会場】７月 ８日 気仙沼市総合体育館

【仙南会場】 ７月１２日 ホワイトキューブ
【塩釜会場】 ７月１４日 塩釜市ガス体育館
【石巻会場】 ７月１５日 石巻市総合体育館
【大崎会場】 ７月２０日 大崎市田尻総合体育館）
【仙台会場】 ７月２５日 仙台国際センター

★ 合同企業説明会 [同友会]
令和５年3月卒業予定者を採用しようと計画している宮城県中小企業家同友会の会員企業が、事業内容や
職場環境などを生徒にわかりやすく説明します。
開催日程は☞ 【県南】 ７月１１日 総合会館ララ・さくら

【仙台】 １０月 ４日 仙台市内（予定）
【県南】 １０月１３日 総合会館ララ・さくら（予定）
【県北】 １０月未定 大崎市内（予定）

詳しくは☞ http://www.jobway.jp

★ 新規高卒者就職面接会 [安定課][ＨＷ][県雇対][県教委][仙台市※仙台会場のみ］
県内に事業所がある企業と未内定の高校生との就職面接会を開催します。※変更・中止の場合もあります。
開催日程は☞【石巻会場】１０月１９日 石巻市総合体育館

【仙台会場】１０月２５日 ＡＥＲ５Ｆ 多目的ホール



支援実施団体・組織 問合せ先一覧

支援実施組織名 表記 連絡先 支援実施組織名 表記 連絡先

宮城県中小企業団体中央会 [中央会] ０２２（２２２）５５６０
仙台市経済局産業政策部

商業・雇用支援課
[仙台市] ０２２（２１４）１００７

宮城県中小企業家同友会 [同友会] ０２２（３５５）２７７１ 仙台市教育委員会 [仙台市（市教委）] ０２２（２１４）８４２２

日本労働組合総連合会宮城県連合会 [連合宮城] ０２２（２６３）９７６２ 仙台市産業振興事業団 [仙台市（事業団）] ０２２（７２４）１１１６

東北経済産業局 地域経済部
産業人材政策室

[経産局] ０２２（２２１）４８８１ 仙台公共職業安定所 学卒部門 [HW仙台] ０２２（７９２）１７４７

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 [県雇対] ０２２（２１１）２７７２ 仙台新卒応援ハローワーク [新卒] ０２２（７２６）８０５５

〃 雇用対策課内
みやぎジョブカフェ

[県雇対（JC）] ０２２（２６４）４５１０ 宮城労働局職業安定部職業安定課 [安定課] ０２２（２９９）８０６１

宮城県経済商工観光部
産業人材対策課

[県産人] ０２２（２１１）２７６４ 宮城労働局職業安定部職業対策課 [対策課] ０２２（２９９）８０６２

宮城県教育庁 高校教育課 [県教委] ０２２（２１１）３６２５ 県内各ハローワーク [HW] 労働局HP参照



ＡＣＴ‐１ セミナー（講話）

学校・保護者の要望（リクエスト）にお応えします ご相談ください
（ご希望の場合はお早めにご相談ください）

★ 出張セミナー（講話） [HW]
学校や保護者の皆様のニーズに合ったセミナーや講話を実施いたします。

★ 高校生の就職を考える保護者セミナー [県教委]
生徒の就職をサポートする保護者に対して、高校生を取り巻く就職環境の理解を図り、生徒と保護者が同じ目線
で取り組めるようにするためのセミナーです。７回程度開催予定。

就職活動を理解するために必要なセミナーを実施します

★ キャリア教育セミナー [県雇対（ＪＣ）]
高校生や、保護者などを対象に「就職活動の心構え」や「面接対策」などのセミナーを実施しています。

応援メニュー～保護者編～
※支援実施団体・組織 問合せ先は最終ページをご覧ください

令和４年６月９日現在



ＡＣＴ‐１

支援実施団体・組織 問合せ先一覧

支援実施組織名 表記 連絡先 支援実施組織名 表記 連絡先

宮城県中小企業団体中央会 [中央会] ０２２（２２２）５５６０
仙台市経済局産業政策部

商業・雇用支援課
[仙台市] ０２２（２１４）１００７

宮城県中小企業家同友会 [同友会] ０２２（３５５）２７７１ 仙台市教育委員会 [仙台市（市教委）] ０２２（２１４）８４２２

日本労働組合総連合会宮城県連合会 [連合宮城] ０２２（２６３）９７６２ 仙台市産業振興事業団 [仙台市（事業団）] ０２２（７２４）１１１６

東北経済産業局 地域経済部
産業人材政策室

[経産局] ０２２（２２１）４８８１ 仙台公共職業安定所 学卒部門 [HW仙台] ０２２（７９２）１７４７

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 [県雇対] ０２２（２１１）２７７２ 仙台新卒応援ハローワーク [新卒] ０２２（７２６）８０５５

〃 雇用対策課内
みやぎジョブカフェ

[県雇対（JC）] ０２２（２６４）４５１０ 宮城労働局職業安定部職業安定課 [安定課] ０２２（２９９）８０６１

宮城県経済商工観光部
産業人材対策課

[県産人] ０２２（２１１）２７６４ 宮城労働局職業安定部職業対策課 [対策課] ０２２（２９９）８０６２

宮城県教育庁 高校教育課 [県教委] ０２２（２１１）３６２５ 県内各ハローワーク [HW] 労働局HP参照



ＡＣＴ‐２ こころの相談
（臨床心理士による相談）

キャリアカウンセリング
（職業相談）ＡＣＴ‐１

★ キャリアカウンセリング [新卒][仙台市（事業団）] [県雇対（ＪＣ）]
学生に寄り添ったキャリアカウンセリングやエントリーシートの添削、面接対策などの相談を行います。

詳しくは☞ [新卒] https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/
[仙台市（事業団）] https://www.siip.city.sendai.jp/jobsta/support/career-consulting/
[県雇対（ＪＣ）] https://jobcafe.pref.miyagi.jp/

★ 出張キャリアカウンセリング [新卒]
各学校で定期的な個別相談、キャリアカウンセリングを実施しています。
＊実施している学校及び日程については各学校のキャリアセンターにご確認願います。

★ こころの相談 [新卒]
就活に疲れた時や、とにかく話したいなど、臨床心理士がみなさんのお話をじっくり伺います。
ひとりで悩まず、是非ご利用ください。
完全予約制
ご希望の方は仙台新卒応援ハローワークにご連絡願います。

詳しくは☞ https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

応援メニュー ～大学・短大・高専・専門学校編～
※支援実施団体・組織 問合せ先は最終ページをご覧ください

令和４年６月９日現在



ＡＣＴ‐３ 求人・企業情報の提供
（求人開拓の実施など）

★ みやぎIJUターン就職支援オフィス [県雇対]
主に学生の方を対象として東京と仙台に設置し、県内の本社または支店・工場等で人材の募集をされる
企業と UIJターン就職を希望する方とのマッチングを行います。

★ ハローワークインターネットサービス [ＨＷ][新卒]
ハローワークで受理した大卒等求人をインターネットにより情報提供します。

詳しくは☞ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html

★ 雇用要請 [県雇対][県教委][仙台市][仙台市（市教委）][安定課]
連名により、宮城県内経済５団体に雇用要請を行います。

★ 若者雇用促進総合サイト [ＨＷ]
厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」は雇用管理の状況等が優良なユースエール認定企業
の「事業所ＰＲシート」（事業所情報・画像等）をはじめとした、さまざまな企業の情報を検索できる
総合サイトです。
個人企業ごとに企業概要、雇用管理の状況、企業からのメッセージなどの企業情報や採用情報が閲覧で
きるほか就職活動のはじめ方・進め方等の就職相談窓口の検索も行うことが出来ます。

詳しくは☞ https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

★ 「仙台で働きたい！」 [仙台市]
学生等の地元就職への支援、地元企業の魅力発信、就職に役立つ最新情報を集約した就職支援サイトです。
仙台・宮城の地元企業800社以上を掲載、新着情報やイベント情報など知りたい情報にすぐにアクセス
できます。

詳しくは☞ https://sendaidehatarakitai.jp/



★ ジョブ・スタせんだい [仙台市（事業団）]
仙台・宮城で働きたいという方のための就職活動ポータルサイトです。

詳しくは☞ https://www.siip.city.sendai.jp/jobsta/

★ みやぎの中小企業企業情報誌「ここからはじまるエントリー2023」 [同友会]
宮城県中小企業家同友会に加盟し、新卒者の採用と育成に取組む61社の企業情報を掲載。
県内大学、短大、専門学校の就職課や同友会主催のイベントで配布しています。

★ ものづくり産業広報誌「オガーレ！ACE」[県産人]

県内の優れた産業への理解を深めていただくため，就職活動を目前に控えた高校生及び大学生等を対象に

県内製造業 を紹介する広報誌を年４回（８月・11月・１月・３月）発行しています。

★ MIYAGIものづくり人材PR動画制作及び魅力発信事業 ［県産人］

県内ものづくり企業等の情報を分かりやすく伝える動画を制作し、授業での活用やインターネット等による

情報発信をすることにより、高校生等に県内ものづくり企業等への具体的なイメージを持っていただき、

県内ものづくり企業等への就職を促進します。

★ 中小企業家同友会就職情報サイト Ｊｏｂｗａｙ [同友会]

宮城県中小企業家同友会に加盟する新卒採用を行う各社の求人情報をインターネットで提供します。

詳しくは☞ http://www.jobway.jp



★ 大学・企業との連携による地方活性化推進事業[仙台市]
地元教育機関等と連携を図り、学生のキャリア支援や地元定着促進等を目的に、大学低学年向けインターン
シップを実施します。

★ みやぎdeインターンシップ事業 [県産人]
県内外の大学に通う学生等を対象として、インターンシップを実施するとともに、学生の旅費・宿泊費を
助成します（上限あり）。

詳しくは☞ https://www.mint.miyag.jp/

模擬面接の実施ＡＣＴ‐５

★ 模擬面接の実施 [新卒]
完全予約制により、模擬面接を行います。
面接のマナーから、志望動機の受け答えまで、懇切丁寧に指導いたします。

詳しくは☞ https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

インターンシップ等ＡＣＴ‐４



学校・生徒の要望（リクエスト）にお応えします ご相談ください

★ 出張セミナー（講話） [ＨＷ] [新卒]
学生・学校のニーズに合わせたセミナーを実施します。ご希望の場合はお早めにご相談ください。

★ 労働法に関するセミナー [安定課]
働くルールである労働法や、職業・企業選択に当たっての基礎的な情報について、労働局長ほか幹部職員等が
講義を行います。ご相談ください。

就職活動に必要なセミナーを実施します

★ 就職ガイダンス [同友会]
業種や業界、地元の中小企業について、生徒・学生の皆さんに知っていただくためのガイダンスです。

★ みやぎ業界研究セミナー［県産人］
主に大学１～３年生を対象とした県内企業の若手経営者等による対談形式で、宮城県で働く魅力を伝える
セミナーを実施します。

ＡＣＴ‐６ セミナーの実施



★ 合同企業説明会 [同友会]
令和５年3月卒業予定者を採用しようと計画している宮城県中小企業家同友会の会員企業が、事業内容や
職場環境などを生徒にわかりやすく説明します。

開催日程は☞ 【仙台】 ６月２１日 仙台国際センター
【県南】 ７月１１日 総合会館ララ・さくら
【仙台】１０月 ４日 仙台市内（予定）
【県南】１０月１３日 総合会館ララ・さくら（予定）
【県北】１０月未定 大崎市内（予定）

詳しくは☞ http://www.jobway.jp

★ e-ラーニングでチェック！今日から使える労働法 [ＨＷ]
高校生や大学生をはじめとする就職予定の方や現在働いている方が、労働法などの働くルールについて、
パソコンやスマートフォン等で学べます。

詳しくは☞ 今日から使える労働法 で検索

★ 仙台で働きたい就活生必見！WEB合同企業説明会 ［仙台市］
大学生等を対象に、WEB合同企業説明会を開催します。WEBサイトで当日のアーカイブ動画を
公開予定です。

開催日時は☞ 令和４年６月９日（木）～１５日（水） ※１１日（土）・１２日（日）を除く
詳しくは☞ https://sendaidehatarakitai.jp

★ みやぎ就職ガイダンス（既卒3年含む） [安定課] [県雇対] [仙台市][新卒][ＨＷ］
令和６年３月卒業予定者と既卒３年以内の方を対象とした合同企業説明会を行います。

開催日時 未定
開催場所 未定
詳しくは☞ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/sub1.html

★ 学生と企業の交流イベント [県産人]
主に大学１～３年生を対象とした企業セミナーや学生と企業のグループトークによる
交流イベントを行います。



面接会等ＡＣＴ‐７

★ 若年者向け合同企業説明会 [県雇対（ＪＣ）]
令和５年３月卒業予定者及び既卒者、転職希望者等概ね５０歳以下の求職者を対象とした合同企業説明会です。

開催日時 ８月下旬（調整中）
開催場所 仙台市内（調整中）
詳しくは☞ https://jobcafe.pref.miyagi.jp/



ＡＣＴ‐８ 助成制度等

★ 仙台市奨学金返還支援事業 ［仙台市］
仙台市の産業を担う人材を確保して、若者が地元に定着することを目的とした制度です。
支援対象となる学生等は、奨学金返還支援事業の対象企業として認定を受けた仙台市内の企業への
就職を条件に、入社後３年間の奨学金返還を支援します。

詳しくは☞ https://sendaidehatarakitai.jp/scholarship

★ 宮城学生IJUターン就職活動支援事業費補助金 ［県雇対］
県外に在住し、県外にある大学等の学生の方または既卒3年以内の方が、宮城県内で就職活動を行う際に、
住所地と宮城県内の目的地の間の移動にかかる交通費や宿泊費に対して、補助を行います。
申請にあたっては、みやぎＩＪＵターン就職支援オフィスへの登録が必要となります。

詳しくは☞ https://www.miyagi-ijuguide.jp/gakusei/hojyo



支援実施団体・組織 問合せ先一覧

支援実施組織名 表記 連絡先 支援実施組織名 表記 連絡先

宮城県中小企業団体中央会 [中央会] ０２２（２２２）５５６０
仙台市経済局産業政策部

商業・雇用支援課
[仙台市] ０２２（２１４）１００７

宮城県中小企業家同友会 [同友会] ０２２（３５５）２７７１ 仙台市教育委員会 [仙台市（市教委）] ０２２（２１４）８４２２

日本労働組合総連合会宮城県連合会 [連合宮城] ０２２（２６３）９７６２ 仙台市産業振興事業団 [仙台市（事業団）] ０２２（７２４）１１１６

東北経済産業局 地域経済部
産業人材政策室

[経産局] ０２２（２２１）４８８１ 仙台公共職業安定所 学卒部門 [HW仙台] ０２２（７９２）１７４７

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 [県雇対] ０２２（２１１）２７７２ 仙台新卒応援ハローワーク [新卒] ０２２（７２６）８０５５

〃 雇用対策課内
みやぎジョブカフェ

[県雇対（JC）] ０２２（２６４）４５１０ 宮城労働局職業安定部職業安定課 [安定課] ０２２（２９９）８０６１

宮城県経済商工観光部
産業人材対策課

[県産人] ０２２（２１１）２７６４ 宮城労働局職業安定部職業対策課 [対策課] ０２２（２９９）８０６２

宮城県教育庁 高校教育課 [県教委] ０２２（２１１）３６２５ 県内各ハローワーク [HW] 労働局HP参照



ＡＣＴ‐１ キャリアコンサルティング
（職業相談）

★ こころの相談 [新卒]
就活に疲れた時や、とにかく話したいなど、臨床心理士がみなさんのお話をじっくり伺います。
ひとりで悩まず、是非ご利用ください。
完全予約制

詳しくは☞ https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

★ キャリアコンサルティング [新卒][県雇対（ＪＣ） ][県雇対][仙台市（事業団）]
キャリアコンサルティングやエントリーシートの添削、面接対策などの相談を行います。

詳しくは☞ [新卒] https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/
[県雇対（ＪＣ）] https://jobcafe.pref.miyagi.jp/
[県雇対］ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/sigosapo.html
[仙台市（事業団）] https://www.siip.city.sendai.jp/jobsta/support/career-consulting/

ＡＣＴ‐２ こころの相談
（臨床心理士による相談）

応援メニュー ～卒業した方（既卒者）編～
※支援実施団体・組織 問合せ先は最終ページをご覧ください

令和４年６月９日現在



模擬面接の実施ＡＣＴ‐３

★ 模擬面接の実施 [新卒][県雇対（ＪＣ）][県雇対]
完全予約制により、模擬面接を行います。
面接マナーから、志望動機の受け答えまで、懇切丁寧に指導いたします。

詳しくは☞ [新卒] https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 
[県雇対（ＪＣ）] https://jobcafe.pref.miyagi.jp/
[県雇対] https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/sigosapo.html

ＡＣＴ‐４ 就業体験・職場実習・

試行雇用・職業訓練 など

★ 新規高卒未就職者対策事業（トライアル）[県教委][県産人（技専）]
未就職のまま卒業した高校生に対して、各種の業務体験や就職支援プログラムを通じて社会人・
職業人として必要な知識、技能及び態度の習得をはかりながら就職促進をはかるものです。

詳しくは☞宮城県高校教育課（キャリア教育班）までお問い合わせください。

★ 職場見学会・職場実習 [県雇対（ＪＣ）]
職場環境や仕事内容への理解を深めるため、１～２名で事業所を見学する職場見学、少人数で１日に
複数の事業所を見学するバスツアーのほか、実際の事業所で半日～1日程度の就業を体験する職場実習を
実施しています。

詳しくは☞ https://jobcafe.pref.miyagi.jp/



★ 職業訓練 [県産人（技専）]
職業訓練により、就職に必要な知識や技能を身につけることができます。
（県立高等技術専門校が実施する訓練）

【短期課程】 ６ケ月の職業訓練
※ハローワークに受講申込みをし、一定の要件を満たせば、訓練期間中の生活支援として
「職業訓練受講給付金」を受給することができます。

詳しくは☞ 短期課程の職業訓練
（県立高等技術専門校）

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/tankiboshu.html 

職業訓練受講給付金（ハロートレーニング特設サイト）
https://www.mhlw.go.jp/hellotraining/support/

上記のほかにも、ポリテクセンターで職業訓練を実施しています。
詳しくは☞ ポリテクセンター（☎022-784-2820）

http://www3.jeed.or.jp/miyagi/poly/kyushoku/index.html

★ 求職者支援訓練 [ＨＷ]
雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための
制度です。訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。
収入、資産などの一定要件を満たす方に、訓練期間中「職業訓練受講給付金」を支給します。

詳しくは☞
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html



面接会等ＡＣＴ‐５

★ 若年者向け合同企業説明会 [県雇対（ＪＣ）]
令和５年３月卒業予定者及び既卒者、転職希望者等概ね５０歳以下の求職者を対象とした合同企業説明会です。

開催日時 ８月下旬（調整中）
開催場所 仙台市内（調整中）
詳しくは☞ https://jobcafe.pref.miyagi.jp/

★ 合同企業説明会 [同友会]
令和５年3月卒業予定者を採用しようと計画している宮城県中小企業家同友会の会員企業が、事業内容や職場
環境などを生徒にわかりやすく説明します。既卒者（おもに卒業から２～３年程度を対象）も参加可能です。

開催日程は☞ 【仙台】 ６月２１日 仙台国際センター
【県南】 ７月１１日 総合会館ララ・さくら
【仙台】１０月 ４日 仙台市内（予定）
【県南】１０月１３日 総合会館ララ・さくら（予定）
【県北】１０月未定 大崎市内（予定）

★ 合同企業説明会 ［県雇対］
みやぎ人財活躍応援センターでは、主に既卒者、転職希望者等の求職者を対象とした合同企業説明会を
行います。

開催日時 未定
開催場所 未定
詳しくは☞【県北沿岸地域】 https://www.talent-clip.jp/jobsapo-ki

【県北内陸・県南地域】https://www.talent-clip.jp/jobsapo-oo



ＡＣＴ‐６ 企業情報の提供

★ 「仙台で働きたい！」 [仙台市]
学生等の地元就職への支援、地元企業の魅力発信、就職に役立つ最新情報を集約した就職支援サイトです。
仙台・宮城の地元企業800社以上を掲載、新着情報やイベント情報など知りたい情報にすぐにアクセス
できます。

詳しくは☞ https://sendaidehatarakitai.jp/

★ 若者雇用促進総合サイト [ＨＷ]
厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」は雇用管理の状況等が優良なユースエール認定企業の
「事業所ＰＲシート」（事業所情報・画像等）をはじめとした、さまざまな企業の情報を検索できる総合
サイトです。
個人企業ごとに企業概要、雇用管理の状況、企業からのメッセージなどの企業情報や採用情報が閲覧できる
ほか、就職活動のはじめ方・進め方等の就職相談窓口の検索も行うことが出来ます。

詳しくは☞ https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

★ みやぎの中小企業就職情報誌 「ここからはじまるエントリー2023」［同友会]
宮城県中小企業家同友会に加盟し、新卒者の採用と育成に取組む６１社の企業情報を掲載。
県内大学、短大、専門学校の就職課や同友会主催のイベントで配布しています。

★ 中小企業家同友会就職情報サイト Jobｗay ［同友会]
宮城県中小企業家同友会に加盟する新卒採用を行う各社の求人情報をインターネットで提供します。

詳しくは☞ http://www.jobway.jp/



ＡＣＴ‐７ セミナー等

★ e-ラーニングでチェック！今日から使える労働法 [ＨＷ]
高校生や大学生をはじめとする就職予定の方や現在働いている方が、
労働法などの働くルールについて、パソコンやスマートフォン等で学べます。

詳しくは☞ 今日から使える労働法 で検索

★ みやぎジョブカフェセミナー [県雇対（ＪＣ）]
就職活動から入社後までに必要なスキルを身に付けるためのセミナーや、業種・職種の理解を深めるための
セミナーのほか、面接に向けた実践セミナーなど、多数実施しています。

★ みやぎ就職ガイダンス（既卒3年含む） [安定課] [県雇対] [仙台市][新卒][ＨＷ］ ※大卒等向け
令和６年３月卒業予定者と既卒３年以内の方を対象とした合同企業説明会を行います。

開催日時 未定
開催場所 未定
詳しくは☞ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/sub1.html

★ 就職準備セミナー [県雇対]

みやぎ人財活躍応援センターでは、キャリアコンサルタントによるセミナーにより、
自己分析カウンセリングや面接対策など就職支援を行います。

詳しくは☞ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/sigosapo.html

★ 「就活ステップアップ」セミナー [ＨＷ仙台] ※高卒向け
「就職活動に必要な準備」「応募書類について」など、少人数でわかりやすく、
就活に必要な内容盛りだくさんのセミナーです。
毎月１回（６月除く）開催しています。是非、ご参加ください。

問合せ先は☞ ハローワーク仙台学卒部門 ☎０２２－７９２－１７４７



★ 仙台市奨学金返還支援事業 ［仙台市］
仙台市の産業を担う人材を確保して、若者が地元に定着することを目的とした制度です。
支援対象となる学生等は、奨学金返還支援事業の対象企業として認定を受けた仙台市内の企業への就職を
条件に、入社後３年間の奨学金返還を支援します。

詳しくは☞ https://sendaidehatarakitai.jp/scholarship

ＡＣＴ‐８ 助成制度等



支援実施組織名 表記 連絡先 支援実施組織名 表記 連絡先

宮城県中小企業団体中央会 [中央会] ０２２（２２２）５５６０
仙台市経済局産業政策部

商業・雇用支援課
[仙台市] ０２２（２１４）１００７

宮城県中小企業家同友会 [同友会] ０２２（３５５）２７７１ 仙台市教育委員会 [仙台市（市教委）] ０２２（２１４）８４２２

日本労働組合総連合会宮城県連合会 [連合宮城] ０２２（２６３）９７６２ 仙台市産業振興事業団 [仙台市（事業団）] ０２２（７２４）１１１６

東北経済産業局 地域経済部
産業人材政策室

[経産局] ０２２（２２１）４８８１ 仙台公共職業安定所 学卒部門 [HW仙台] ０２２（７９２）１７４７

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 [県雇対] ０２２（２１１）２７７２ 仙台新卒応援ハローワーク [新卒] ０２２（７２６）８０５５

〃 雇用対策課内
みやぎジョブカフェ

[県雇対（JC）] ０２２（２６４）４５１０ 宮城労働局職業安定部職業安定課 [安定課] ０２２（２９９）８０６１

宮城県経済商工観光部
産業人材対策課

[県産人（技専）] ０２２（２１１）２７６２ 宮城労働局職業安定部職業対策課 [対策課] ０２２（２９９）８０６２

宮城県教育庁 高校教育課 [県教委] ０２２（２１１）３６２５ 県内各ハローワーク [HW] 労働局HP参照

支援実施団体・組織 問合せ先一覧



応援メニュー～就職している方（在職者）編～

ＡＣＴ‐１ キャリアコンサルティング
（仕事のお悩み相談）

★ キャリアコンサルティング [新卒] [ＨＷ]
就職や転職など、仕事に関する相談を行います。

★ キャリアコンサルティング [県雇対（ＪＣ）]
「転職しようか悩んでいる」など、在職中の方の相談（キャリアコンサルティング）を無料で行っています。
在職中の方も来所しやすいよう、月・水・金曜の夜（１８:００～２０:００）と土曜日（１０:００～１８:００）
も開設しています（要予約）。
詳しくは☞ https://jobcafe.pref.miyagi.jp/

★ キャリアコンサルティング ［仙台市（事業団）］
就職や転職、将来のキャリア等に関する無料個別相談を行っています（毎週1回程度開催 要予約）
詳しくは☞ https://www.siip.city.sendai.jp/jobsta/support/career-consulting/

★ なんでも労働相談 [連合宮城]
職場で「なんかおかしいな・・・」「困ったな」と思ったら、お気軽にお電話・メールで
ご相談ください。連合の組合員はもちろん、組合員でない方の相談も受け付けております。
連合なんでも労働相談ダイヤル：０１２０－１５４－０５２
詳しくは☞ http://miyagi.jtuc-rengo.jp/rodosoudan/index.html

※支援実施団体・組織 問合せ先は最終ページをご覧ください

令和４年６月９日現在



★ 「新入社員合同入社式」・「新入社員共育研修会」・「新入社員フォローアップ研修会」[同友会]
「新入社員合同入社式＆共育研修会」（令和４年４月１日～２日）、入社半年後に行われる
「新入社員フォローアップ研修会」では、若者の問題を若者のせいにせず、先輩社員・幹部社員・
経営者が共に育ちあう精神で、信頼関係を深めます。先輩社員の報告を交え、働くことの楽しさを伝え、
自らの目標に取り組む自立した社員を育てます。

★ 「職場定着支援事業」[安定課][新卒][ＨＷ]
若年労働者の安易な離職や不本意な離職を防止するため、若年労働者及び若年労働者を雇用した
事業所の相談を実施します。
☆ハローワークを利用し就職した若年労働者に電話等で連絡を行います。

★ e-ラーニングでチェック！今日から使える労働法 [ＨＷ]
高校生や大学生をはじめとする就職予定の方や現在働いている方が、労働法などの働くルール
について、パソコンやスマートフォン等で学べます。
詳しくは☞ 今日から使える労働法 で検索

ＡＣＴ‐２ 各種セミナー等



ＡＣＴ‐３ 面接会等

★ 若年者向け合同企業説明会 [県雇対（ＪＣ）]
令和５年3月卒業予定者及び既卒者，転職希望者等概ね５０歳以下の求職者を対象とした合同企業説明会です。
開催日時 ８月下旬（調整中）
開催場所 仙台市内（調整中）
詳しくは☞ https://jobcafe.pref.miyagi.jp/



支援実施組織名 表記 連絡先 支援実施組織名 表記 連絡先

宮城県中小企業団体中央会 [中央会] ０２２（２２２）５５６０
仙台市経済局産業政策部

商業・雇用支援課
[仙台市] ０２２（２１４）１００７

宮城県中小企業家同友会 [同友会] ０２２（３５５）２７７１ 仙台市教育委員会 [仙台市（市教委）] ０２２（２１４）８４２２

日本労働組合総連合会宮城県連合会 [連合宮城] ０２２（２６３）９７６２ 仙台市産業振興事業団 [仙台市（事業団）] ０２２（７２４）１１１６

東北経済産業局 地域経済部
産業人材政策室

[経産局] ０２２（２２１）４８８１ 仙台公共職業安定所 学卒部門 [HW仙台] ０２２（７９２）１７４７

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 [県雇対] ０２２（２１１）２７７２ 仙台新卒応援ハローワーク [新卒] ０２２（７２６）８０５５

〃 雇用対策課内
みやぎジョブカフェ

[県雇対（JC）] ０２２（２６４）４５１０ 宮城労働局職業安定部職業安定課 [安定課] ０２２（２９９）８０６１

宮城県経済商工観光部
産業人材対策課

[県産人] ０２２（２１１）２７６４ 宮城労働局職業安定部職業対策課 [対策課] ０２２（２９９）８０６２

宮城県教育庁 高校教育課 [県教委] ０２２（２１１）３６２５ 県内各ハローワーク [HW] 労働局HP参照

支援実施団体・組織 問合せ先一覧



★ キャリアカウンセリング[新卒]
学生に寄り添ったキャリアカウンセリングやエントリーシートの添削、面接対策などの相談を行います。

詳しくは☞ 新卒応援ハローワーク 留学生コーナー

★ 出張キャリアカウンセリング[新卒]
各学校で定期的な個別相談、キャリアカウンセリングを実施しています。
＊実施している学校及び日程については各学校のキャリアセンターにご確認願います。

ＡＣＴ‐２ 求人・企業情報の提供
（求人開拓の実施など）

ＡＣＴ‐１ キャリアカウンセリング
（職業相談）

★ 「外国人材マッチング支援事業」［県国政（委託）］
外国人就職相談窓口を設置しています。就職に関する様々な質問に対応しますので、お気軽にご相談ください。

詳細は国際政策課HPに掲載予定です。

★ 高度外国人材活躍推進ポータルサイト（Open for Professionals）［経産局]
留学生を含む高度外国人材と、採用側の企業の双方のニーズに応える情報をわかりやすく提供する「高度
外国人材活躍推進ポータルサイト（Open for Professionals）」をJETROホームページ内に開設しました。

（日本語）https://www.jetro.go.jp/hrportal/ （英語）https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/

応援メニュー～留学生編～
※支援実施団体・組織 問合せ先は最終ページをご覧ください

令和４年６月９日現在



★ 留学生向けセミナー [新卒]
各学校からの依頼に応じ、留学生を対象とした基本的な面接のマナーや応募書類の書き方を学ぶセミナーを実施
します。
＊実施している学校及び日程については各学校のキャリアセンターにご確認願います。

★ 「外国人材マッチング支援事業」［県国政（委託）］
日本のビジネスマナーや日本企業への就職活動等に関するセミナーを行います。

詳細は国際政策課HPに掲載予定です。

ＡＣＴ‐４ 面接会等

ＡＣＴ‐３ セミナーの実施

★ 「外国人材マッチング支援事業」［県国政（委託）］
主に留学生を対象とした外国人向け合同企業説明会を実施します。

開催時期：令和４年６月、９月、３月
詳細は国際政策課HPに掲載予定です。

★ 若年者向け合同企業説明会 [県雇対（ＪＣ）]
令和5年3月卒業予定者及び既卒者，転職希望者等概ね５０歳以下の求職者を対象とした合同企業説明会です。

開催日時 ８月下旬（調整中）
開催場所 仙台市内（調整中）
詳しくは☞ https://jobcafe.pref.miyagi.jp/



支援実施組織名 表記 連絡先 支援実施組織名 表記 連絡先

宮城県中小企業団体中央会 [中央会] ０２２（２２２）５５６０
仙台市経済局産業政策部

商業・雇用支援課
[仙台市] ０２２（２１４）１００７

宮城県中小企業家同友会 [同友会] ０２２（３５５）２７７１ 仙台市教育委員会 [仙台市（市教委）] ０２２（２１４）８４２２

日本労働組合総連合会宮城県連合会 [連合宮城] ０２２（２６３）９７６２ 仙台市産業振興事業団 [仙台市（事業団）] ０２２（７２４）１１１６

東北経済産業局 地域経済部
産業人材政策室

[経産局] ０２２（２２１）４８８１ 仙台公共職業安定所 学卒部門 [HW仙台] ０２２（７９２）１７４７

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 [県雇対] ０２２（２１１）２７７２ 仙台新卒応援ハローワーク [新卒] ０２２（７２６）８０５５

〃 雇用対策課内
みやぎジョブカフェ

[県雇対（JC）] ０２２（２６４）４５１０ 宮城労働局職業安定部職業安定課 [安定課] ０２２（２９９）８０６１

宮城県経済商工観光部
産業人材対策課

[県産人] ０２２（２１１）２７６４ 宮城労働局職業安定部職業対策課 [対策課] ０２２（２９９）８０６２

宮城県教育庁 高校教育課 [県教委] ０２２（２１１）３６２５ 県内各ハローワーク [HW] 労働局HP参照

宮城県経済商工観光部 国際政策課 [県国政] ０２２（２１１）２９７２

支援実施団体・組織 問合せ先一覧



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

10:00

16:00 パレスへいあん（※3/16地震の影響で左記会場に変更）

1 金
令和５年3月大学等卒業予定者対象

求人公開

令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
能開校）

各ハローワーク

～15 金
宮城Jobway2023
第1回合同企業説明会

令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
第二新卒者）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考
10:00

16:00 仙台サンプラザホール

10:00

16:00 岩沼市中央公民館

木

令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・
高専・専門学校・高校
生）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

11

19

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

水

令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・
高専・専門学校・高校
生）

業種・業界、地元の中小企業を知ろう！

就職ガイダンス(仙台会場）～

業種・業界、地元の中小企業を知ろう！

就職ガイダンス(県南会場）～



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

各ハローワーク

9 木

15 水
15:00

17:30 グランド平成

14:00

16:30 TKPガーデンシティ仙台

10:00

16:00 仙台国際センター（※3/16地震の影響で左記会場に変更）

・仙台市委託事業
株式会社第一広告社

☎022－214－3781

仙台で働きたい就活生必見！
WEB合同企業説明会

高等学校教諭および同
友会会員企業経営者・
社員

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

高校の先生方と経営者の
“共育”懇談会　県北会場

令和５年3月卒業予定
全国の学生（大学・大
学院・短大・専門学校
含む）

～ ～

～10 金

1 水

1 水
令和５年3月大学等卒業予定者対象

学校推薦・選考開始

令和５年3月高等学校卒業予定者対象
求人受付開始

令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・
高専・専門学校）

令和５年3月卒予定者
（高校） 各ハローワーク

～

21 火
令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
第二新卒者）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

～

14 火
高等学校教諭および同
友会会員企業経営者・
社員

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

高校の先生方と経営者の
“共育”懇談会　仙台会場

宮城Jobway2023
第２回合同企業説明会



13:30

16:00 総合会館ララさくら

13:00

16:00 アインパルラ浦島

宮城県委託事業外国人留学生向け合同企業説明会 宮城県で就職を希望す
る外国人留学生

22 水

東洋ワーク（株）
　

☎022-225-5052

高等学校教諭および同
友会会員企業経営者・
社員

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

29 水

～

～

24 金

令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・
高専・専門学校・高
校・第二新卒者）

高校の先生方と経営者の
“共育”懇談会　県南会場

業種・業界、地元の中小企業を知ろう！

就職ガイダンス(県北会場）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

13:00

16:00 総合会館ララ・さくら

ホワイトキューブ

塩釜市ガス体育館

石巻市総合体育館

1 金
令和５年3月高等学校卒業予定者

対象求人連絡開始
令和５年3月卒予定者
（高校） 各ハローワーク

ハローワーク気仙沼
（学卒部門）

☎0226-41-6720

高校生のための合同企業説明会【気仙沼会
場】

15

火 令和５年３月卒予定者
（高校）及び教諭

金

8 金 令和５年３月卒予定者
（高校）及び教諭

*懇談会：5/2０

14

12

木 令和５年３月卒予定者
（高校）及び教諭

高校生のための合同企業説明会【石巻会場】 ハローワーク石巻
（学卒部門）

☎0225-95-0158

令和５年３月卒予定者
（高校）及び教諭

*懇談会は中止

～

ハローワーク大河原
（学卒部門）

☎0224-53-1042

高校生のための合同企業説明会【塩釜会場】

高校生のための合同企業説明会【仙南会場】

*懇談会は中止
ハローワーク塩釜
（学卒部門）

☎022-362-3361

*懇談会は中止

11 月
宮城Jobway2023

夏の合同企業説明会　県南会場
令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
高校・第二新卒者）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771



大崎市田尻総合体育館

仙台国際センター

水

月25

20

ハローワーク仙台
（学卒部門）

☎022-792-1747
*懇談会は中止

*懇談会は中止
令和５年３月卒予定者
（高校）及び教諭

高校生のための合同企業説明会【大崎会場】 ハローワーク古川
（学卒部門）

☎0229-22-2305

高校生のための合同企業説明会【仙台会場】 令和５年３月卒予定者
（高校）及び教諭



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

25 木 企業と外国人留学生の交流会 宮城県で就職を希望す
る外国人留学生

東洋ワーク（株）

☎022-225-5052
宮城県委託事業



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

29 木 宮城県で就職を希望す
る外国人留学生

東洋ワーク（株）

☎022-225-5052

外国人留学生向け合同企業説明会

5 月
令和５年3月高等学校卒業予定者

学校推薦開始
令和５年3月卒予定者
（高校） 各ハローワーク

16 金
令和５年3月高等学校卒業予定者

選考・採用内定開始
令和５年3月卒予定者
（高校） 各ハローワーク

宮城県委託事業



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

10:00

16:00 仙台市内（予定）

13:00

16:00 総合会館ララさくら（予定）

～

1 土
令和５年3月大学等卒業予定者

採用内定開始

令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校）

4 火
令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
高校・第二新卒者）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

～

13 木
令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
高校・第二新卒者）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

25 火 令和５年3月卒予定者
（高校）

ハローワーク仙台
（学卒部門）

☎022-792-1747

宮城Jobway2023
秋の合同企業説明会　仙台会場

宮城Jobway2023
秋の合同企業説明会　県南会場

未定
宮城Jobway2023

秋の合同企業説明会　県北会場
令和５年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
高校・第二新卒者）

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771

19 水 令和５年3月卒予定者
（高校）

ハローワーク石巻
（学卒担当）

☎0225-95-0158

新規高等学校卒業予定者就職面接会
仙台サンプラザホール

新規高等学校卒業予定者就職面接会
石巻総合体育館



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

宮城県委託事業17 木 宮城県で就職を希望す
る外国人留学生

東洋ワーク（株）

☎022-225-5052
外国人留学生向け企業訪問ツアー



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

宮城県委託事業

東洋ワーク（株）

☎022-225-5052

16 金 宮城県で就職を希望す
る外国人留学生企業と外国人留学生の交流会



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

未定

未定 就職部担当者と経営者の「就職懇談会」
大学・短大・専門学校
の就職部担当者および
当会会員企業経営者・
人事担当者

宮城県中小企業家
同友会

☎022-355-2771



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

各ハローワーク

1 水
令和６年3月大学等卒業予定者対象

求人受付開始
令和６年3月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
能開校）

各ハローワーク

9
宮城県委託事業

木 宮城県で就職を希望す
る外国人留学生

東洋ワーク（株）

☎022-225-5052

外国人留学生向け企業訪問ツアー



日 曜 時間 イベント・事業・セミナー名称／開催場所 対象 問合せ先 備考

会場：未定

令和６年３月卒予定者
（大学院・大学・短
大・高専・専門学校・
能開校）

宮城県雇用対策課

☎022-211-2772

みやぎ就職ガイダンス未定


