
1 

 

 

 

 

 

＜目次＞ 

 
１．開催概要 ................................................................................................................................................... 2 

（１）企画運営 ................................................................................................................................................ 2 

（２）委託事業名 ............................................................................................................................................ 2 

（３）詳細 ....................................................................................................................................................... 2 

 

２．出展要項 ................................................................................................................................................... 5 

（１）出展者の定義 ........................................................................................................................................ 5 

（２）出展条件 ................................................................................................................................................ 5 

（３）出展料 ................................................................................................................................................... 5 

（４）出展募集内容・ガイドライン ............................................................................................................... 5 

（５）会場 ....................................................................................................................................................... 7 

（６）申込期限 ................................................................................................................................................ 8 

（７）申込方法 ................................................................................................................................................ 8 

（８）出展の決定 ............................................................................................................................................ 8 

（９）出展の取り消し・キャンセル規程 ........................................................................................................ 8 

（10）テーブルトークのグループ振り分け方法 ............................................................................................ 8 

（11）ブースの貸与等の禁止 ......................................................................................................................... 8 

（12）会場内行為の制限................................................................................................................................. 8 

（13）会場管理と免責 .................................................................................................................................... 8 

（14）法的保護等 ........................................................................................................................................... 8 

（15）個人情報の取り扱いについて .............................................................................................................. 8 

（16）説明会の中止・中断 ............................................................................................................................. 9 

（17）要項の遵守 ........................................................................................................................................... 9 

（18）その他 ................................................................................................................................................... 9 

 

3．出展申し込み手引き ................................................................................................................................. 10 

（１）お申込手続き ...................................................................................................................................... 10 

（２）申込受理 .............................................................................................................................................. 10 

（３）出展に至らなかった場合 .................................................................................................................... 10 

（４）出展決定の場合 ................................................................................................................................... 10 

 

 

 

平成 31 年厚生労働省委託「若年者地域連携事業」 

UIJ ターン希望者に対する茨城県内企業と若年の交流会開催 

6/21（金）駅前就活 Ibacone 

開催概要・出展要項・出展申し込み手引き 

■お問い合わせ先・運営■ 

特定非営利活動法人 雇用人材協会（担当：佐川・丹・細谷） 

所在：〒310-0011 茨城県水戸市三の丸 1－7－41 いばらき就職支援センター１階 

TEL：029-300-1738 

FAX：029-300-1739 

MAIL ：jimukyoku@koyou-jinzai.org 

公式 HP：http://koyou-jinzai.org 

申込フォーム：https://forms.gle/1Wj4r5utkB5WNAQ6A 

       ※雇用人材協会ホームページからアクセスできます。 

https://forms.gle/1Wj4r5utkB5WNAQ6A
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１．開催概要 

（１）企画運営 
特定非営利活動法人 雇用人材協会 

 

（２）委託事業名 
平成 31 年度 厚生労働省委託「若年者地域連携事業」 

UIJ ターン希望者に対する県内企業と若者の交流会の開催 

 

（３）詳細 
①開催名称 

茨城の企業・情報・仲間とつながる 駅前就活 Ibacone（いばこね） 

 

②目的 

首都圏に在住する学生や若者に対し、茨城への UIJ ターンのきかっけとする企業交流会を開催

する。特に、U ターン就職を考えている学生に対し、不安解消や地元就職の判断材料となる情

報を提供したり、同郷同士の関係性をつくることで、地元就職の機運をつくっていく。企業に

とっては、都内に在学し、U ターン就職に不安を持つ学生に対して、茨城の企業で働き、暮ら

していくことをイメージし易くなるように自社を PR していただきながら、UIJ ターンを考えて

いる学生との接点をつくることで、将来的な人材確保の場としていただく。 

 

③開催日時 

【第一回】令和元年（2019 年）6 月 21 日（金） 13:30～16:30  

 

＜今後の予定＞ ※9 月以降の日程は会場の空き状況により決定 

【第二回】2019 年  9 月  【第三回】2019 年 10 月  【第四回】2019 年 11 月 

【第五回】2019 年 12 月  【第六回】2020 年  2 月   ※全 6 回 13:00～16:30 を予定 

 

④会場 

移住・交流情報ガーデン（東京都中央区京橋 1 丁目 1-6 越前屋ビル 1F） 

最寄駅：JR／東京駅（八重洲中央口）より 徒歩 4 分 

 

⑤対象学生・若者 

首都圏在住で茨城への UIJ ターンを考えている、 

主に大学 3 年生・院 1 年生（全学年可）および若者 20 名程度 

※大学を卒業後、茨城で働くことを考えている若者が参加する可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開催概要 



3 

⑥スケジュール 

＜第一回＞2019 年 6 月 21 日(金)  

12:30 参加企業受付開始 

13:00 学生受付開始 

13:30 開会・趣旨説明 

13:40 セミナー（30 分） 

14:10 休憩（10 分） 

14:20 企業交流（125 分） ・プレゼンテーション 3 分/1 社×10 社＝30 分 

             ・テーブルトーク   20 分×4 回＝80 分 

16:25 事務連絡                  ※各クール間移動時間 5 分 

16:30 終了 

16:30～17:30 フリーセッション（任意参加）  

 

⑦企画内容（出展募集内容） 

a．企業交流 

【第一部】プレゼンテーション 

参加学生全員に全企業を認知してもらうために、1 社 3 分のプレゼンテーションを行ってい

ただきます。短時間で多くの情報が欲しいという今の学生へ、自社を PR できる機会をご用

意  致します。 

【第二部】テーブルトーク（交流会） 

参加企業と学生を少人数のグループに分け、グループ交流を行います。1 クール 20 分の交

流を 4 回行うことで、より多くの学生と交流をしていただきます。 

4 クールのうち、最初の 3 クールを使い主催者側で振り分けた企業と学生との交流を行って

いただき、残りの 1 クールは学生が関心をもった企業との交流を行うこととします。 

 

b．フリーセッション 

イベント終了後、任意参加で学生と自由に交流できる時間をご用意します。交流出来なかっ

た学生と交流が出来ます。 

c．イベント内での企業パンフレットやノベルティの配布 

当日の参加が難しい企業のパンフレットや商品・ノベルティの配布により、学生へ企業を紹

介します。 

     

※出展の際は、a は必須参加であり、b・c は任意参加とします。 

※c については、主に当日参加が難しい企業からの企業紹介、商品の提供やノベルティ等を学

生に配布します。 

※詳細は、5 ページ「2．出展要項（4）出展募集内容・ガイドライン」をご参照ください。 

 

⑧主催者による開催企画内容 

・講師を招いて就活セミナーの開催（13:40～14:10） 

茨城の企業の採用事情や企業情報の探し方など、茨城で就活をする際に知っておきたい情報を

提供します。学生が気になる、就活の不安を解消して、茨城での就活を後押しするセミナーで

す。 第 1 回「茨城の就活事情～インターンシップから本格的な就活まで～」（30 分） 

 

・相談ブース 

就活をする上で、自分がまだ何をやりたいのかよくわからないという学生向けに、職業興味分

析や性格分析を通して、自己理解を深めるための自己探求や、U ターンを判断するために首都

圏と地元での生活費やライフプランの比較をしていきます。 

   

・シティプロモーションに力を入れている自治体にも参加いただき、学生が地元で働くことを   

イメージするお手伝いのために生活環境も PR 行う予定です。 

※相談ブースは、主催者側で茨城の就職相談窓口として設置致します。 
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⑨出展可能社数 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は、5 ページ「2．出展要項（4）出展募集内容・ガイドライン」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 企業交流会（プレゼンテーション・テーブルトーク）  

b. フリーセッション（任意参加）            10 社程度  

 

c. イベント内での企業パンフレットやノベルティの配布  3 社 
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２．出展要項 

（１）出展者の定義 
平成 31 年度 厚生労働省委託「若年者地域連携事業」UIJ ターン希望者に対する県内企業と  

若者の交流会出展者（以下、出展者）とは、「茨城の企業・情報・仲間とつながる 駅前就活 

Ibacone（いばこね）」に出展を行う事業所のことを指します。 

 

（２）出展条件 
    出展企業は、茨城県に所在する本社および事業所であり、当事業の主旨をご理解いただける  

企業とします。尚、定数を超えた場合には、主催者が協議・審議を行い選定します。 

 

（３）出展料 
厚生労働省茨城労働局委託事業のため、出展費用はかかりません 

（会場までの交通費等は各自ご負担いただきます） 

 

（４）出展募集内容・ガイドライン 
以下の a・b・c について、出展企業を募集致します。 

 

a．企業・学生の交流会（125 分） 
 

二部構成で行い、第一部は参加企業全社のプレゼンテーションを聴き、第二部は、予め決められ

た企業の話を聞く時間と、興味を持った企業の話を自由に聞ける時間をつくり、全学生が様々

な業種の企業と交流します。 

 

【第一部】プレゼンテーション（3 分/1 社×10 社＝30 分） 

①内容 

参加学生全員に全企業を認知してもらう

ため、下記写真にあるモニターを使用して

いただき、プレゼンテーションを行ってい

ただきます。短時間で多くの情報が欲しい

という今の学生へ、各企業を PR していた

だきます。 

 

②想定内容 

・企業概要、企業理念、仕事内容、インターンシップ案内、U ターン就職社員

の紹介、過去 3 年間の採用情報実績、社会・地域貢献等を紹介いただきます。 

・出席者１～２名想定 

※上記の様な案内等を想定しており、直接的な採用活動はご遠慮いただいて

おります。学生への認知度向上の為にご活用ください。 

 

③備品 

・プレゼンテーションは会場に備え付けのモニターを使用します。使用するデ

ータをご持参ください。 

 

 

 

 

２．出展要項 

＜イメージ写真＞ 
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【第二部】テーブルトーク（20 分/1 クール×4 回 ※各クール間 5 分移動時間） 

①内容 

企業担当者と学生が顔を合わせな

がら話ができるように、少人数に分か

れて座談交流を行っていただきます。

企業との気軽な雰囲気で学生の就職

活動に関する疑問に寄り添い企業情

報を提供いただきます。 

4 クールのうち、主催者が振り分け

た 3 クールを使い、より多くの学生と

交流していただき、残りの 1 クールは

学生が関心を持った企業と交流を行

います。 

 

②想定内容 

パンフレットやホームページでは伝えにくい、職場の雰囲気や人間関係、どの様

なお客様と接するのか等を学生へ直接ご説明ください。 

茨城に戻るか都内で働くかはまだ決めていない学生へ、茨城の企業は、そもそも

どのような企業があるのか？取扱っている商品、サービス、茨城のインターンシ

ップにどうすれば参加できるのか？と就職活動の悩みを持つ学生に、企業との

気軽な座談交流会で茨城県の企業情報を提供していきます。 

出席者１～２名想定 

 

③備品 

・パソコン等、使用する備品をご持参ください。 

・コンセントには限りがございますので、出展確定後のご案内に詳細をご案内

致します。 

・会社案内・ノベルティ・製品・商品等、ご自由にご持参ください。 

 （金品・生物は、ご遠慮ください） 

 

※参加企業に加え、茨城県内 44 市町村から、U ターン学生に期待を寄せていた

り、シティプロモーションに力を入れている自治体に参加いただき、学生が地

元に戻りたくなるような各市町村の PR も行う予定です。 

 

 

b．フリーセッション（60 分） 

 

イベント終了後、任意参加で学生と自由に交流できる時間をご用意します。 

形式は問わず、自由に学生と交流を行ってください。 

 

 

c．イベント内での企業パンフレットやノベルティの配布   

 

企業案内や商品・ノベルティの配布により、学生へ企業紹介をします。 

茨城県で製造をしていると周知したい製品（加工食品（菓子・清涼飲料・即席麺等）・企業ノ

ベルティ等 ※生食以外）を学生へ紹介・配布すると同時に、企業資料をお渡しします。 

     ※判断が難しい場合はお問い合わせください。 

 

＜イメージ写真＞ 
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（５）会場 
移住・交流情報ガーデン（東京都中央区京橋 1 丁目 1-6 越前屋ビル 1F） 

最寄駅：JR／東京駅（八重洲中央口）より 徒歩 4 分 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駐車場は各自コインパーキングをご利用ください。 

※会場内は全面禁煙です。 

 

■会場の様子 

 
※パーテーションの設置は致しません 

※レイアウトは出展確定後にご連絡します 
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（６）申込期限 
    令和元年（2019 年）5 月 21 日(金)18:00 締め切り 

    

（７）申込方法 
   「3．出展申し込み手引き」に基づき、お申し込みください。 

 

（８）出展の決定 
申込締切日（令和元年 5 月 21 日（金）18:00 まで）後、主催者が協議・審査の上、出展企業を

決定致します。当運営事務局よりメールの到着を以って出展確定となりますので、メール到着

までお待ちください。尚、協議完了までに、申込締切日より 10 日ほどお時間をいただきます。 

 

（９）出展の取り消し・キャンセル規程 
出展確定通知後の取り消し、解約は原則として認めません。ただし、やむを得ない事情により 

取消する場合は、主催者へのご連絡を以って出展の取り消しとします。 

 

（10）テーブルトークのグループ振り分け方法 
交流会での参加学生の振り分けについては、4 回のうち前半の 3 回を主催者が振り分け、   

残り 1 回は学生が自由に企業を選びます。 

 

（11）ブースの貸与等の禁止 
  出展者は主催者の承諾なしに参加に関する権利を交換、あるいは譲渡することはできません。 

 

（12）会場内行為の制限 
・出展者は交流会に適用される防火および安全に関わる全ての規則、法規を遵守してください。 

・会場内へは、消防法に基づく危険物を持ち込むことを禁止致します。会場内への飲食物の持ち

込みについては、飲料水以外の飲食物は、持ち込みを禁止しますが、自社 PR 等で使用する場

合に関しては例外とします。（生物の提供は禁止致します） 

・出展者は、特定の企業・団体・個人の出展者あるいは避難・攻撃した場合ならびに来場者の 安

全や会場の秩序を保つことに支障をきたす恐れのある行為であると判断した場合、主催者の要

求に従い、その行為を中止しなければなりません。 

・会場内でのマイク、拡張器の持ち込みは禁止いたします。また、企業紹介の AV 機器の音量や 

出展者の持ち込み機器の発する音量は普通に会話ができる程度とします。また、主催者側が周

辺の参加者への妨げになると判断した場合、使用を制限していただきます。 

 

（13）会場管理と免責 
 主催者は会場の管理・保全について、事故防止に最善の注意を払いますが、出展に関する 

資材等に生じた盗難、紛失、破損や、出展者が会場を使用することにより生じた人的災害等 

あらゆる原因から生じる損失、または損害について一切の責任を負わないものとします。 

 

（14）法的保護等 
主催者は本交流会に関する出展者間のトラブルについて、一切の責任を負いません。また、  

出展者より収集する企業情報・採用情報は、WEB を通して、対象者へ公開いたします。企業情

報は、出展者の責任において、ご提供ください。 

（15）個人情報の取り扱いについて 
 出展者は、本交流会申込書の中で、主催者が収集した個人情報について、本説明会の開催及び

次年度以降開催する厚生労働省交流会に係る企業募集、アンケート集計など、本説明会で必要

な範囲で利用することに同意するものとします。 
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（16）説明会の中止・中断 
 天災、その他の不可抗力によって本交流会が開催不能、または継続困難となった場合、主催者

の決定により開催を中止、または中断することがあります。ただし、中止・中断によって生じ

た一切の損害については責任を負わないものとします。 

 

（17）要項の遵守 
 出展者は主催者が決める一連の要項を遵守することに同意するものとします。万が一、要項に

違反した場合は、理由の如何に問わず、出展をお断りすることがあります。この際生ずる損害

等に対し、主催者側は一切の責任と追わないものとします。 

 

（18）その他 
■使用備品について 

説明会当日に使用されるパンフレット・資料は、各自ご持参ください。会場への直接の郵送は、

通常業務の妨げとなってしまうため、承りかねますのでご了承ください。 

 

■学生への強要行為ご遠慮について 

学生の意思を尊重し、各企業様の周知やインターンシップ募集の場としてお役立てください。 
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3．出展申し込み手引き 

（１）お申込手続き 
 開催概要・出展要項をご確認いただき、WEB フォームまたは、申込用紙（FAX・メール）にて

お申し込みください。 

 

①ＷＥＢフォームでのお申し込み 

下記 URL にアクセスいただき、必要事項を入力・送信ください。 

＜申込 WEB フォーム＞ 

https://forms.gle/1Wj4r5utkB5WNAQ6A 
  ※「雇用人材協会」ホームページより、アクセスができます。 

 

②ＦＡＸでのお申し込み 

11 ページの FAX 申込書をご記入の上、下記の FAX 番号へ送信してください。 

【FAX 番号】 ０２９－３００－１７３９ 
 

③メールでのお申し込み 

11 ページの FAX 申込書に書かれている内容をメールで送信ください。 

【アドレス】 jimukyoku@koyou-jinzai.org 
 

（２）申込受理 
内容確認後、当運営事務局から申し込み完了のメールを送付いたします。 

※3 営業日以内にメールをお送りいたしますが、3 営業日を過ぎても届かない場合は、事務局

あてにお問い合わせください。（4/27(土)～5/6(月)は休業となります ） 

 

（３）出展に至らなかった場合 
協議・審査内容に関しては、一切お答え致しかねます。予めご了承ください。 

出展企業よりキャンセルが出た場合、主催者側が指定した順でご連絡差し上げます。その際は、

出展をご検討いただけますと幸いです。 

 

（４）出展決定の場合 
開催 10 日ほど前に、メールにて出展企業様向けのご案内を送付致します。会場までのアクセ

ス・運営詳細・ご注意事項を記載しておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．出展申し込み手引き 

https://forms.gle/1Wj4r5utkB5WNAQ6A
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企業名

(参加内容にチェック

を入れてください)
  c . イベント内での企業パンフレットやノベルティの配布

Cを参加希望の場合

ご記入ください

住所

TEL

FAX

E-MAIL

※bが未定の場合は、参加決定後に改めて参加確認をいたします。

※bのみの参加はできませんのでご了承ください。

※cは当日参加できない企業様向けとなっております。

＜配布依頼物をチェック・ご記入ください＞

□　企業パンフレット

□　ノベルティ　　　[詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

□　商品および製品　[詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

□　その他　　　　　[詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

役職

平成31年度　厚生労働省委託「若年者地域連携事業」

UIJターン希望者に対する茨城県内企業と若者の交流会

　〒　　　　　－

参加内容

申込者

所属部署

氏名

※締め切り　　　5/21（金）18:00

茨城の企業・情報・仲間とつながる　駅前就活　Ibacone

  a . 企業・学生の交流会

  b . フリーセッション（任意参加）

6/21（金）　出展申込書


