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東京新卒者等人材確保推進本部発表 
（ 東 京 労 働 局 ）  

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ８ 日 

Press Release 

「第１回高校生のための合同企業説明会」を開催します 

～ 新宿・立川会場で計１１５社が参加 ～ 

東京労働局（局長 前田芳延）では、7 月 23 日（月）、26 日（木）、27 日（金）、30 日（月）の 4

日間、新宿と立川の 2 つの会場において、「第 1 回高校生のための合同企業説明会」を開催

します。（資料１・２） 

この説明会は、新規高等学校卒業予定者に対し、職業に関する十分な情報を提供し、企

業や仕事への理解を促進させることを目的とするもので、昨年度は 4 日間で都内・都外から

延べ約 1,100 名の高校生が参加しました。 

都内における平成 31 年 3 月高等学校卒業予定者を対象とした本年 6 月末現在の求人数

は、対前年同期比で 15.7％増加し、41,185 人となるなど、高校生の積極的な採用を予定して

いる企業が多くなっています。（資料３） 

 
企業説明会の概要 

 

説明を希望する生徒が、企業別ブースに訪問し、直接、企業担当者から会社概要や仕事

内容の説明を受ける方法となっています。 

より多くの業界・仕事を知ってもらうため、各企業の 1 回当たりの説明時間を一律 20 分とし

ています。また、参加される企業は、すべて職場見学を実施している企業のため、興味を持っ

た企業について、後日職場見学をすることでより詳しく知ることが可能です。 

なお、説明会の参加に当たっては、予約不要となっています。 

 

立川会場 

◇日   時：平成 30 年 7 月 23 日(月)   

◇時   間：13：00～16：00 

◇開催場所：パレスホテル立川 

          4 階 ローズルーム 

◇参加企業：40 社予定 

新宿会場 

◇日   時：平成30年7月26日(木)、27日(金)、30日(月) 

◇時   間：第１部 11：00～13：00 

第２部 14：30～16：30 

◇開催場所：東京新卒応援ハローワーク 

           小田急第一生命ビル 21 階 

◇参加企業：各日 25 社予定（計 75 社） 



対象者 ： 平成31年3月新規高等学校等卒業予定者
参加企業： 新規高等学校等卒業者を採用予定の約115社

（新宿会場の3日間を合わせた4日間合計）
申込方法： 事前申込は不要です。

また、企業への応募書類は不要です。
当日は筆記用具をお持ちください。

■時間

■場所

主催：厚生労働省東京労働局 都内公共職業安定所 協力：東京新卒者等人材確保推進本部

説明会に参加して、企業情報をGet！!

本説明会は、毎年多くの高校生と企業の出会いの場となっています。
今回は立川会場、新宿会場の４日間合計で約１１５社もの企業が集います。
貴重なこの機会を有効活用して、仕事について、企業について考えてみてください。
皆様のご来場をお待ちしています！

参加企業
約４０社

パレスホテル立川 ４階ローズルーム

立川市曙町２－４０－１５

立川
会場

昨年度参加者 立川会場282名

平成30年7月26日（木）、27日（金）、30日（月）

※第1部・第2部は生徒の完全入替制です。
※混雑緩和のため、学校を管轄するハローワーク毎に参加時間を
指定しています。

第1部：飯田橋・上野・品川・大森・渋谷・新宿
第2部：池袋・王子・足立・墨田・木場・八王子・立川・青梅・三鷹・

町田・府中

会 場：東京新卒応援ハローワーク
新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル２１Ｆ

新宿会場も
参加して
みよう！

第１回

第1部 11：00～13：00（生徒受付 10：45～12：00）
第2部 14：30～16：30（生徒受付 14：15～15：30）

資料 １



東京新卒応援ハローワーク
新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル２１Ｆ

第１回

■時間

■場所

説明会に参加して、企業情報をGet！
昨年度参加者 新宿会場８１９名

本説明会は、毎年多くの高校生と企業の出会いの場となっています。
今回は立川会場、新宿会場の４日間合計で約１１５社もの企業が集います。
貴重なこの機会を有効活用して、仕事について、企業について考えてみてください。
皆様のご来場をお待ちしています！

対象者 ： 平成31年3月新規高等学校等卒業予定者
参加企業： 新規高等学校等卒業者を採用予定の約115社

（立川会場を合わせた4日間合計）
申込方法： 事前申込は不要です。

また、企業への応募書類は不要です。
当日は筆記用具をお持ちください。

※混雑緩和のため、新宿会場のみ午前・午後の２部制となっております。
学校を管轄するハローワーク毎に参加時間を指定しております。下の
「参加指定時間一覧」をご確認のうえ、ご来場ください。（大変混雑しま
すので、会場エレベーターホールでの集合はご遠慮ください。）

※企業は日毎の参加となりますが、生徒は第１部と第２部 完全入替制と
なります。

主催：厚生労働省東京労働局 都内公共職業安定所 協力：東京新卒者等人材確保推進本部

≪参加指定時間一覧≫

参加企業約75社
（各日25社）

新宿
会場

指定時間

渋谷 府中新宿 池袋 王子 足立 墨田 木場 八王子 立川 青梅 三鷹 町田飯田橋 上野 品川 大森

第1部 第2部

資料 ２



平成３０年度 高卒求人受理状況（6月末現在）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率

30,188 35,587 41,185 15.7%

11 6 7 16.7%

46 74 85 14.9%

4,246 5,317 6,242 17.4%

4,481 5,320 5,513 3.6%

207 184 186 1.1%

518 636 744 17.0%

2,926 3,924 5,248 33.7%

5,193 5,663 6,311 11.4%

54 70 82 17.1%

340 536 557 3.9%

654 827 897 8.5%

2,983 3,562 3,821 7.3%

2,057 2,150 2,547 18.5%

115 131 25 -80.9%

2,402 2,765 3,183 15.1%

150 107 125 16.8%

3,795 4,264 5,548 30.1%

10 51 64 25.5%S,T 公務，その他 (97～99)

M 宿泊業，飲食サービス業 (75～77)

N 生活関連サービス業，娯楽業 (78～80)

O 教育，学習支援業 (81,82)

P 医療，福祉 (83～85)

Q 複合サービス事業 (86,87)

産　業　別

            合　　　 　　計

求人数

A,B 農・林・漁業 (01～04)

C 鉱業，採石業，砂利採取業 (05)

D 建    設    業 (06～08)

E 製    造    業 (09～32)

F 電気・ガス・熱供給・水道業 (33～36)

G 情報通信業 (37～41)

H 運輸業，郵便業 (42～49)

I 卸売業，小売業 (50～61)

J 金融業，保険業 (62～67)

K 不動産業，物品賃貸業 (68～70)

L 学術研究，専門・技術サービス業 (71～74)

R サービス業(他に分類されないもの) (88～96)

資料 ３

「卸売・小売業」 「建設業」 「サービス業（他に分類されないもの）」で上位３位を占め、３つの産業の
求人数が18,101人と全体の約半数を占めている。
※Ｒサービス業（他に分類されないもの）には警備業・建物サービス業が含まれる。



（別紙） 

 

取 材 申 込 書 

７月２３・２６・２７・３０日の取材を希望される場合は、７月２０日（金）の 17 時までに 

事前に申し込みをお願いします。（FAX 送付による。） ※ FAX 03-3512-1565 

貴 社 名 
 

 

取材希望時間 

７月２３日（月）立川  ・   ７月２６日（木）新宿 

７月２７日（金）新宿  ・   ７月３０日（月）新宿 

希望の日付に○をしてください。 

取材人数 
      人（カメラ台数； ムービー   台、 スチール   台） 

（三脚の使用； 有  ・  無） 

代表者氏名 
 

 

ご連絡先 
電話番号 

ＦＡＸ番号 

連絡事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】東京労働局 職業安定部 職業安定課 新卒支援係  

               担当：米沢・河野  連絡先 ０３-３５１２-１６５８      

取材にあたってのお願い 

・撮影は、個人のプライバシーに配慮していただくようお願いいたします。また、撮影時は担当者が案

内いたします。（特に、求職者・事業主個人が特定されるような撮影は絶対に行なわないようお願いし

ます。音声についても収録後、消去もしくは編集をお願いいたします。） 

・取材にあたっては、担当者の指示に従っていただきますようお願いいたします。 


