
 

 

 

 

 

 

 

市町村と連携した就職面接会を開催 

～地元企業の人材確保・大学生等の県内就職を支援します～ 

 

雇用情勢が一層堅調に推移する中、多くの企業の皆様が人材確保の機会を必要とされています。 

県内各ハローワークにおいては、様々な求人充足支援サービスを実施しております。一方、市町村

におかれては、地元企業の人材確保、大学生等の県内就職、ＵＩＪターンの推進に向けた関心が高ま

っております、そこで、市町村と連携して就職面接会を開催し、多くの方の就職、多くの企業の求人

充足に努めてまいります。 

 

 

（主に大学・短大・高専・専修学校卒業予定の方及び既卒３年以内の方） 

 

１．就職面接会 inきそふくしま（参加予定企業数２５社 主に木曽郡） 

平成３０年８月９日（木） 木曽合同庁舎（木曽町） 

 

２．諏訪地域合同就職説明会（参加予定企業数８５社 主に諏訪市、茅野市、諏訪郡、岡谷市） 

平成３０年８月１０日（金） マリオローヤル会館 

 

３．更埴地域就職面接会（参加予定企業数４３社 主に千曲市、長野市南部、坂城町） 

平成３０年８月１７日（金） 更埴文化会館（千曲市） 

 

４．企業就職面接会 in松本（参加予定企業数１００社 主に松本市、塩尻市、安曇野市、大町市） 

平成３０年８月２０日（月） ホテルブエナビスタ（松本市） 

 

５．就職面接会 in SAKU（参加予定企業数４８社 主に佐久市） 

平成３０年８月２１日（火） 佐久グランドホテル（佐久市） 

 

 ６．信州上田地域２０１８秋季合同就職面接会（参加予定企業数７３社 主に上田市、東御市） 

   平成３０年１０月２２日（月） 上田東急ＲＥＩホテル（上田市） 

 

 ７．北信地域合同就職面接会（参加予定企業数１００社 主に長野市、千曲市、飯山市、中野市、

須坂市） 

平成３０年１０月２９日（月） ホテル信濃路（長野市） 
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（主に地元企業で働くことを希望される方、長野県へのＵＩＪターンを希望される方） 

 

１．伊那チャレ面接会[in箕輪町] （参加予定企業数１社） 

  平成３０年８月３日（金）産業支援センターみのわ（箕輪町） 

 

２．東御市内企業合同面接会（参加予定企業数２１社 主に東御市） 

  平成３０年８月４日（土） ＪＡ信州うえだラ・ヴエリテ（東御市） 

 

３．就職面接相談会（安曇野会場）（参加予定企業数５０社 主に安曇野市） 

  平成３０年８月２４日（金） 安曇野市役所（安曇野市） 

 

４ 就職応援会（坂城町）（参加予定企業数 未定 主に坂城町） 

  平成３０年８月２９日（水） さかきテクノセンター（坂城町） 

 

 ５．伊那チャレ面接会[in駒ケ根]（参加予定企業数 未定 主に駒ケ根市） 

   平成３０年９月５日（水） アルパ（駒ケ根市） 

 

６．就職応援会（千曲市）（参加予定企業数 未定 主に千曲市、坂城町） 

  平成３０年９月１９日（水） 千曲地域職業相談室（千曲市） 

 

 

 

１ 面接会について 

(1) 事前の予約は不要です。 

お問い合わせは、（別紙１）「就職面接会開催要諦一覧」の各面接会の「お問い合わせ先」の

ハローワークです。 

(2) 面接会参加企業は、長野労働局ホームページ又はお問い合わせ先のハローワークで確認する

ことができます。 

(3) 長野県へのＵＩＪターンを希望する方は、是非、この機会を活用してください。 

(4) 参加企業の担当者から直に企業情報が得られます。働きやすい企業を探す絶好の機会です。 

 

 ２ ハローワークの求人充足支援サービスについて 

  (1) ハローワークではいただいた求人を充足させるため、さまざまなご提案、ご支援を行ってお

ります。面接会へのご参加を提案するのもその一環です。 

  (2) 面接会の開催のほか、求人説明会、職場見学会など求人者と求職者とのマッチングの機会を

提供しています。 

  (3) その他、別紙２「ハローワークが行う求人充足支援サービス」のとおり、企業の皆様のご要

望に応じて、効果的な支援を行っています。 

 



（別紙１） 

就 職 面 接 会 開 催 予 定 一 覧  

 

【主に大学・短大・高専・専修学校卒業予定の方及び既卒３年以内の方】 

１ 就職面接会inきそふくしま（参加予定企業数２５社 主に木曽郡） 

日時 平成３０年８月９日（木） １３時３０分～１５時３０分（受付開始 １３時） 

場所 木曽合同庁舎２F講堂（木曽郡木曽町福島２７５７－１） 

お問い合わせ先 ハローワーク木曽福島 ℡０２６４－２２－２２３３ 

 

２ 諏訪地域合同就職説明会（参加予定企業数８５社 主に諏訪市、茅野市、諏訪郡、岡谷市） 

日時 平成３０年８月１０日（金） １３時３０分～１６時３０分（受付開始 １３時） 

場所 マリオローヤル会館（茅野市ちの３５０２－１） 

お問い合わせ先 ハローワーク諏訪 ℡０２６６－５８－８６０９ 

 

３ 更埴地域就職面接会（参加予定企業数４３社 主に千曲市、長野市南部、坂城町） 

日時 平成３０年８月１７日（金） １３時～１５時３０分（受付開始 １２時３０分） 

場所 更埴文化会館小ホール（千曲市杭瀬下１－６４） 

お問い合わせ先 ハローワーク篠ノ井 ℡０２６－２９３－８６０９（ナビダイヤル３） 

 

４ 企業就職面接会in松本（参加予定企業数１００社 主に松本市、塩尻市、安曇野市、大町市） 

日時 平成３０年８月２０日（月） １３時～１６時（受付開始 １２時３０分） 

場所 ホテル ブエナビスタ３F（松本市本庄１－２－１） 

お問い合わせ先 新卒応援ハローワーク松本 ℡０２６３－３１－８６００ 

 

５ 就職面接会inSAKU（参加予定企業数４８社 主に佐久市） 

日時 平成３０年８月２１日（火） １３時３０分～１６時（受付開始 １３時） 

場所 佐久グランドホテル２F信濃の間（佐久市中込３－１９－６） 

お問い合わせ先 ハローワーク佐久 ℡０２６７－６２－８６０９ 

 

６ 信州上田地域２０１８秋季合同就職面接会（参加予定企業数 未定 主に上田市、東御市） 

  日時 平成３０年１０月２２日（月） １３時～１６時 

場所 上田東急ＲＥＩホテル（上田市天神４丁目２４－１） 

お問い合わせ先 ハローワーク上田 ℡０２６８－２３－８６０９ 

 

７ 北信地域合同就職面接会（参加予定企業数１００社 主に長野市、千曲市、飯山市、中野市、 

須坂市） 

  日時 平成３０年１０月２９日（月） １３時～１６時 

場所 ホテル信濃路（長野市中御所岡田町１３１－４） 

お問い合わせ先 長野新卒応援ハローワーク ℡０２６－２２８－０９８９ 

 

 

 

 



【主に地元企業で働くことを希望される方、長野県へのＵＩＪターンを希望される方】 

１ 伊那チャレ面接会[in箕輪町] （参加予定企業数１社） 

  日時 平成３０年８月３日（金） ９時３０分～１１時３０分 

場所 産業支援センターみのわ（箕輪町中箕輪１０２８６－１） 

お問い合わせ先 ハローワーク伊那 ℡０２６５－７３－８６０９ 

 

２ 東御市内企業合同面接会（参加予定企業数２１社 主に東御市） 

  日時 平成３０年８月４日（土） １３時～１６時 

場所 ＪＡ信州うえだラ・ヴエリテ（東御市田中６３－４） 

お問い合わせ先 ハローワーク上田 ℡０２６８－２３－８６０９ 

 

３ 就職面接相談会（安曇野会場）（参加予定企業数５０社 主に安曇野市） 

  日時 平成３０年８月２４日（金） １３時～１５時３０分（受付開始 １２時３０分） 

場所 安曇野市役所本庁舎４階会議室（安曇野市豊科６０００） 

お問い合わせ先 ハローワーク松本 ℡０２６３－２７－０１１１ 部門コード№４３＃ 

 

４ 就職応援会（坂城町）（参加予定企業数 未定 主に坂城町） 

  日時 平成３０年８月２９日（水） １３時３０分～１５時３０分 

   場所 さかきテクノセンター（坂城町大字南条４８６１－３５） 

   お問い合わせ先 ハローワーク篠ノ井 ℡０２６－２９３－８６０９（ナビダイヤル３） 

 

５ 伊那チャレ面接会[in駒ケ根]（参加予定企業数 未定 主に駒ケ根市） 

   日時 平成３０年９月５日（水） １４時～１５時３０分 

場所 アルパ３階（駒ケ根市中央３番５号） 

お問い合わせ先  ハローワーク伊那 ℡０２６５－７３－８６０９ 

 

６ 就職応援会（千曲市）（参加予定企業数 未定 主に千曲市、坂城町） 

  日時 平成３０年９月１９日（水） １３時３０分～１５時３０分 

   場所 千曲地域職業相談室（千曲市杭瀬下８２０－３） 

   お問い合わせ先 ハローワーク篠ノ井 ℡０２６－２９３－８６０９（ナビダイヤル３） 



（別紙２） 

 

ハローワークが行う求人充足支援サービス 

 

 

１ 応募が増えるような求人条件の提案や雇用管理に関する提案をします。 

  求人条件はいつでも見直しができます。求人条件に関すること、雇用管理に関することは早めに

ご相談ください。 

 

２ スタッフが事業所を訪問してお話を伺います。 

  ハローワークには事業所訪問担当スタッフを配置しています。お気軽にお電話ください。 

 

３ 就職面接会・会社説明会を開催しています。 

  ハローワークの会議室を使用して行う小規模なものや地方自治体などとの共催によるものなど、

さまざまな形で就職面接会や会社説明会を開催しています。また、会社見学会なども企画します。 

 

４ 事業所のプロフィールを求職者に提供します。 

  事業所の外観・職場風景や取扱商品等の「画像情報」、「会社パンフレット」など、求人票だけで

は伝わらない事業所情報をご登録ください。職業相談窓口で求職者に提供するほか、ハローワーク

によっては所内掲示します。 

 

５ 豊富なデータに基づく情報を提供します。 

  バランスシート（職種別の求人数・求職者数を並べたデータ）、職種別賃金情報のほか、ハローワ

ークの豊富な経験に基づき、適格者を採用するための情報提供を行っています。 

 

６ 全国で求人を公開します。 

  申し込まれた求人票は、ハローワーク内に設置されている求人検索端末で公開されます。就業場

所が離れている場合でも、全国ネットワークにより就業場所の近くのハローワークで公開すること

ができます。 

 

７ インターネットでも求人情報を公開します。（https://www.hellowork.go.jp/） 

  ハローワーク内の求人検索端末のほか、インターネットで求人情報を公開することができます。 

 

８ 各種助成金制度を紹介します。 

  若年者、中高年齢者、障害者などの雇用に関する各種助成金制度を利用することができます。 

詳しくは窓口にご相談ください。 

 

９ 各ハローワークが作成する求人情報誌もあります。 

  地域別、フルタイム／パート別、職種別など各ハローワークで求職者向けに作成、配布していま

す。 

 

 


