令和 3 年度 厚生労働省委託「若年者地域連携事業」

いばらき就職・転職フェア [つくば会場]

出展企業募集！
若年層の採用に積極的な企業はぜひお申込みください
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2021/10/20（水）13:30～16:00 開催
企業 PR と企業説明の二部構成
全業種対象！ 出展料無料！
製造・情報通信・不動産・卸小売業歓迎！※
コロナ禍でも安心して働ける企業積極募集！
感染症対策ガイドラインに基づいて実施

※年齢制限事由「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対
象として募集」の活用割合が高い、製造業・情報通信業・不動産業・卸小売業の企業を積極的に募集します。
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新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（当協会 HP からも確認できます）
http://koyou-jinzai.org/res/images/covid19-guideline.pdf
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■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・細谷・三森）
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/mDtNFqsqKUWh8iJv6
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１．開催概要
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
令和 3 年度 厚生労働省委託「若年者地域連携事業」

（３）概要
①開催名称
いばらき就職・転職フェア
②目的
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、業績悪化や採用抑制など、労働者・求職者にと
って不安な状況となっており、安心して働ける企業への就職を望んでいます。一方で、業績へ
の影響が小さかったり影響を受けていない企業や、業績が好調な企業、これまで採用活動が
難しかった企業にとっては、人材確保の機会となります。そこで、人材確保に力を入れたい県
内の企業・安心して働くことができる企業を中心とした合同企業説明会を開催し、若年者の
安定安心した地元企業への就職へとつなげていきます。
③開催日時
令和 3 年 10 月 20 日（水）13:30～16:00
④会場
ホテルグランド東雲 2 階 有明の間・暁の間
（つくば市小野崎 488-1）※TX つくば駅より徒歩 8 分
⑤対象学生・若者
15 歳～35 歳の一般求職者、既卒未就職者、第二新卒者、2022 年 3 月卒業予定の学生
50 名程度
⑥スケジュール
12:30 企業受付開始
13:00 求職者受付開始
13:30 第一部 企業 PR（1 社 1 分×20 社）
14:00 第二部 企業説明会（ブース訪問形式での企業説明）
16:00 終了
⑦内容（出展募集内容）
事業概要、業務内容、求人内容を求職者に説明いただきます。加えて、製品・商品等を持込み、
実際に製品を見たり体験いただいたり、持込みが難しい製品の場合は、レプリカ・模型等で説
明をお願いします。また、PC やプロジェクタ・ディスプレイなどを使用し、映像・写真等で
PR していただくこともできます（機器類は各自ご用意いただきます）
。
⑧出展数
15～20 社程度を予定
※申込企業多数の場合は、選定をさせていただきます。
※詳細は、4 ページ「2．出展要項」をご参照ください。
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２．出展要項
２．出展要項
（１）出展企業の定義
令和 3 年度 厚生労働省委託「若年者地域連携事業」、の合同企業説明会に出展を行う事業所の
ことを指します。

（２）対象企業
出展企業は、茨城県内に本社もしくは事業所を置いている企業であり、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。
※年齢制限事由「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない
労働契約の対象として募集」の活用割合が高い、製造業・情報通信業・不動産業・卸小売業の
企業を積極的に募集します。

（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。
（出展にかかる備品・販促物等の準備や、会場までの交通費等は各自ご負担いただきます。）

（４）第一部 企業 PR

13:30～14:00
※第一部・第二部いずれにも参加いただきます。
初めて知る企業でも求職者が企業ブースに足を運ぶよう、1 社 1 分でプレゼンテーションを行
っていただきます。パワーポイント等の使用はせず、マイクのみで実施いただきます（持ち運び
が容易な商品・製品等を紹介することは可）
。

（５）第二部 企業説明会（企業ブース訪問）14:00～16:00
事業概要、業務内容、求人内容を求職者に説明いただきます。自社の商品・製品等を持込み、
実際に見たり体験いただいたり、持込みが難しい製品の場合は、レプリカ・模型等で説明を
お願いします。また、PC やプロジェクタ・ディスプレイなどを使用し、映像・写真等で PR
していただくこともできます（機器類は各自ご用意いただきます）
。
＜ブースサイズ/イメージ＞

図 1：企業ブースのビニールシート設置イメージ
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図 2：テーブルクロス

※感染症対策として、以下のようにブースでの企業説明をお願いいたします。
・説明前に、必ず手指および机のアルコール消毒をお願いします。
・企業ブースに設置するビニールカーテンを挟んで、企業説明をお願いします。（図 1 参照）
・説明を行う際は、マスクの着用、もしくはマウスガード、フェイスガード等をお使いください。
（マスク、マウスガード、フェイスガードは各自ご用意お願いいたします）
・原則、1 テーブルに一人対一人でご対応をお願いいたします。
・求職者が 2 名以上いる場合でも、お手数ですが一人ずつご対応ください。
・説明を受けている求職者から距離を置いて、次の求職者の待機用のイスを用意しますので
二人目以降はそちらに誘導お願いします。
＜ブースについて＞
・ブースは、机 2 脚、イス 3 脚（不足分は随時補充）を用意しますのでご自由にお使いくだ
さい。
・パーテーションはございません。掲示物を使用する場合は、自立式のスタンドや、スタンド
バナー等ご持参願います。
＜主催者で用意する備品＞ 以下のもの以外は、各社でご用意いただきます。
・机 2 脚（テーブルクロス）
・イス 3 脚（企業用 2 脚、求職者用 1 脚） ※必要な場合は当日追加致します。
・電源（プロジェクタ・PC 用、その他電源を必要とする機器用）
※投影用のスクリーン等はございません。使用する場合は自立式のものをご持参ください。
＜出展企業にご用意いただくもの（任意・推奨）＞
※主催者では用意できませんので、出展内容に応じ、適宜必要なものをご用意お願いします。
・企業パンフレット類
・取り扱っている製品、商品等（持ち込めるサイズのもの）
・業務で使用する道具や材料等
・PC
・プロジェクター
・スクリーン（自立式）
・延長コード
・モニター
・チェアカバー
・テーブルクロス
・横断幕
・スタンドバナー
・パネル
・タペストリー
・ポスター類（机に張り付けていただくことはできます）
・パンフレットラック
・POP 類
・その他、企業 PR に必要なもの
※飲食物を取扱っている場合、会場での配布はできますが、その場での飲食はご遠慮いただ
きます様お願いいたします。
※出展企業用の搬入口等はございませんので、荷物を持ち込む場合は、手持ちおよび台車で
運べる程度でご用意をお願いいたします。
※荷下ろし・搬入をする際は、駐車場をご利用いただきます。
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（６）会場
しののめ

ホテルグランド東雲 有明の間・暁の間（つくば市小野崎 488-1）
※TX つくば駅より徒歩 8 分
会場アクセス URL：https://www.hg-shinonome.co.jp/access/

しののめ

※駐車場はホテルグランド東雲駐車場（無料）をご利用ください。
※会場内の照明は統一しており、変更は致し兼ねます。
※会場内は全面禁煙です。
（会場内観）
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（７）申込期限
一次募集〆切 令和 3 年 8 月 20 日（金）18:00
※チラシ・ポスター・各種広報媒体・HP に企業名を掲載 します。
二次募集〆切 令和 3 年 9 月 17 日（金）18:00
（予定数に達しない場合は引き続き募集します。
）
※HP に企業名を掲載します。

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

（９）出展可否の決定
申込締切後、主催者が協議・審査の上、出展企業を決定致します。当運営事務局からの連絡を以
って出展確定となります。一次募集の決定は、8 月 23 日（月）までに、二次募集の決定は随時、
出展決定・ご依頼のご連絡および出展企業様向けのご案内を送付致します。

（10）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
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。

（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
・出展者は説明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。
・消防法に基づく危険物の会場内への持ち込みを禁止致します。飲食物については、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
もの及び、その場で調理・開封した食品の提供・飲食は禁止致します）
・出展者は、特定の企業・団体・個人を非難・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。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
主催者は本説明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、ホームページを通して、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、本説明会申込書の中で、主催者が収集した個人情報および当日撮影した写真・映像に
つきまして、本説明会の開催及び次年度以降開催する厚生労働省説明会に係る企業募集、広報、
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。

（16）説明会の中止・中断
天災、その他の不可抗力によって本説明会が開催不能、または継続困難となった場合、主催者の
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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）開催方法の変更
新型コロナウイルス感染症やその他不可抗力によって、対面での実施が困難と判断した場合に、
オンライン等での企業説明会に開催方法を変更する場合があります。その場合の実施方法は、
当協会ホームページでご案内するほか、申込企業・出展予定企業については、個別にご連絡いた
します。

（18）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を負わないものとします。

（19）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・備品は、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。
■参加者への強要行為ご遠慮について
参加者の意思を尊重し、各企業様の仕事に関して接点を持ってもらうきっかけ作り、企業見
学募集や周知活動等の場としてお役立てください。
■職場見学受入企業の募集 ※任意
職場見学受入が可能な企業につきましては、当日来場した求職者の職場見学受入のコーディ
ネート（日程の調整、求職者の送迎、見学の同行等）をいたします。職場見学受入が可能な場
合は、参加決定後に伺いますので、ご回答お願いします。
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３．出展申し込み手引き
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、申込みフォームからお申込みください。
※申込みフォームでの申込みができない場合は、お手数ですがご連絡ください。

►出展申込みフォーム：必要事項を入力して送信してください。
＜出展申込みフォーム URL＞
https://forms.gle/mDtNFqsqKUWh8iJv6
※「雇用人材協会」ホームページから、アクセスができます。
1 次募集〆切 令和 3 年 8 月 20 日（金）18:00
2 次募集〆切 令和 3 年 9 月 17 日（金）18:00

（２）申込受理
申込み確認がとれましたら、運営事務局から申し込み完了のご連絡をいたします。
※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。

（３）出展可否のご連絡
一次募集の出展可否は、8 月 23 日（月）までに、二次募集の決定は随時お知らせいたします。
出展決定の企業様につきましては、出展概要をメールにて送付致します。概要には、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。

（４）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。
出展企業様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。

＜問合せ＞
NPO 法人 雇用人材協会
電話：029-300-1738
メール：jimukyoku@koyou-jinzai.org
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