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31｜目的

茨城県は大学進学者の8割が県外大学に進学し、高校生が多い水戸市

においても多くの学生が流出しているため、県都水戸としても、県外

流出した学生のUターン就職の機会をつくり、地元企業の人材確保を

後押しすることが求められている。

また、感染症が落ち着いてきてはいるものの、夏・秋・冬インターン

シップに参加できなかった学生が多いことや、茨城の企業を知る機会

が少ないこともあり、茨城での就活が思うように進んでいない。

そこで、水戸市・水戸市近隣を中心に就活を行う学生・採用活動を行

う企業のために、オンライン合同企業説明会を開催し、双方の接点を

つくることで、地元企業への就職の機会を創出していく。



42｜過去開催実績

日時 企業数 学生数 延べ参加者 方法

第1回
R2/8/28（金）

9:00～17:30
29社 273名 1,034名

ZOOMによる配信
1社1回30分のプレゼンテーション方式

第2回
R3/2/18（木）

9:30～16:50
34社 326名 710名

参加大学

常磐大学、国士舘大学、茨城キリスト教大学、茨城大学、日本大学、拓殖大学、水戸経理専門学校、東洋大
学、大原簿記情報公務員専門学校水戸校、東海大学、文教大学、明治大学、学習院大学、駒澤大学、大妻女
子大学、筑波大学、流通経済大学、茨城大学大学院、宇都宮大学、埼玉工業大学、山形大学、常磐短期大学、
大正大学、大東文化大学、筑波学院大学、立正大学、茨城県立土浦産業技術専門学院、関東学院大学、公立
諏訪東京理科大学、桜美林大学、昭和女子大学、神奈川工科大学、神奈川大学、青山学院大学、跡見学園女
子大学、千葉科学大学、千葉商科大学、専修大学、大原簿記法律専門学校柏校、中央学院大学、長野大学、
東京家政大学、東京工芸大学、白鴎大学、明治学院大学、獨協大学、つくばビジネスカレッジ専門学校、ニ
松学舎大学、ポリテクセンター、愛知学院大学、杏林大学、茨城県立水戸商業高等学校、茨城県立農業大学
校、茨城工業高等専門学校、京都女子大学、共立女子大学生、玉川大学、慶應義塾大学、江戸川大学、皇學
館大学、国立大学法人茨城大学、作新学院大学、山梨県立大学、室蘭工業大学、上武大学、信州大学、新潟
大学、神奈川県立保健福祉大学、諏訪東京理科大学、青山学院女子短期大学、仙台大学、千葉工業大学、文
化デザイナー学院、創価大学、早稲田大学、筑波大学大学院、帝京大学、電気通信大学、土浦産業技術専門
学院、東京経済大学、東京女子大学、東京情報大学、東京電機大学、東京都市大学、東京農業大学、東北大
学、奈良大学、二松学舎大学、日本女子体育大学、日本女子大学、日本体育大学、日本大学大学院、日本電
子専門学校、白鷗大学、品川技術専門校、武蔵野大学、名桜大学、明海大学、立教大学、國學院大學



53｜今年度の実施概要

日時
令和4年2月18日（金）9:30～16:00
［午前の部］9:50～12:10 ［午後の部］13:30～15:50
※9:30～9:50 オープニング・ガイダンス 15:50～16:00 事務連絡・クロージング

対象企業 茨城県内での採用を予定している企業
※水戸市内に本社・事業所を有する企業は補助金の対象となります。

企業数 24社 ※午前の部：12社、午後の部：12社

対象学生 茨城県で就職を希望する学生（主に23年3月卒） 参加見込 300名

実施方法 クール制（1社40分×3クール） ※質疑応答含む
※ブレイクアウトルームを使用し、学生は任意の企業のミーティングルームを選択する。

使用ツール ZOOM / 企業説明はブレイクアウトルームセッションで実施

出展費用 66,000円（税込） ※補助金対象企業は36,000円

市補助制度 出展費用の2分の1、最大30,000円を補助

企画運営 NPO法人 雇用人材協会

共催 水戸市

後援 水戸商工会議所



64｜実施スケジュール（実施イメージ）

時間 内容

準
備

8:50～9:20 企業入室・動作チェック

9:20～ 学生入室開始

午
前
の
部

9:30～9:50 オープニング・ガイダンス

9:50～10:30 第1クール（40分）

10:40～11:20 第2クール（40分）

11:30～12:10 第3クール（40分）

12:10～12:15 事務連絡

準
備

12:15～ 休憩（学生）/企業入替え

12:40～13:10 企業入室・動作チェック

13:10～ 学生入室開始

午
後
の
部

13:20～13:30 ガイダンス

13:30～14:10 第1クール（40分）

14:20～15:00 第2クール（40分）

15:10～15:50 第3クール（40分）

15:50～16:00 事務連絡・クロージング

・ブレイクアウトルームセッションを使用し、
各社企業説明を行う。

・学生は説明を聞きたい企業の
ブレイクアウトルームに入室する。

・1クールの説明時間は40分
（企業説明・質疑応答の時間配分は自由）

・クール間の休憩は10分

・40分の企業説明が終了後、自動でメイン
ルームに戻り、再度ブレイクアウトルームを
開始。
学生は、企業説明を聞きたい企業のブレイク
アウトルームに入室する。※3クール実施。



75｜実施方法

オンライン会議システムZOOMを使用

・「ZOOM」の「ZOOMミーティング」を使用します。
・ZOOMのアカウントを取得していなくても参加できます。
・パワーポイント資料（PDFも可）は画面共有していただきます。
・PC、マイク、カメラ、ヘッドセット等は各社で用意お願いします。
・各社がご用意いただく場所からオンラインで参加いただきます。
・オンラインや実施場所の環境が整っていない場合はご相談ください。

ブレイクアウトルームで企業説明を実施

・企業説明はブレイクアウトルームセッションを使用します。
・企業数のブレイクアウトルームを設定し、
学生は希望の企業のルームに入室して企業説明を聞きます。

・司会進行は配置しませんので、時間になりましたら各社説明を
始めていただきます。



85｜実施方法

・1クール40分×3回の企業説明を行っていただきます。
・学生は、希望の企業のルームに入室して説明を聞きます。
・40分は、企業説明、質疑含め、各社自由にお使い頂きます。
・40分の説明が終了後、メインルームにお戻りいただき、
10分の休憩の後、次のクールのブレイクアウトルーム
セッションを開始します。

・企業説明の中で、ナビサイトや採用サイト等、自社採用媒体への
登録を促していただいても問題ありません。

クール制（1社40分×3クール）

学生への資料提供

当日使用するスライド資料や企業パンフレット等、学生に提供可能
な資料は、PDFでご提供いただきます。資料は、クラウド上に集約
し、学生が自由に閲覧・DLできるようにします。



95｜実施方法

学生の個人情報の取り扱い

・参加学生の個人情報については、学生が提供を希望した
企業へのみ、イベント終了後に、主催者より提供いたします。

・企業説明内で、自社のナビサイトや採用サイトへの誘導や登録
を促すことは問題ありません。登録サイトは説明内での紹介や
チャット欄でURLを共有してください。

その他
・企業説明のレコーディング、アーカイブ配信はいたしません。
・イベントの録音、録画、撮影等はご遠慮いただきます。

※学生の個人情報：氏名・大学名・学部・学科・メールアドレス・電話番号



106｜企業説明でお話いただく内容

以下のような内容の企業説明をお願いいたします。

企業概要 企業名、事業概要、代表者名、設立、資本金、従業員数
主要取引先、売上、利益等の企業データ関係
創業からの経緯、企業理念、業界の規模、
中長期計画・ビジネス展望、最新のトピック等

事業内容

業務内容

求人情報

取り扱っている商品・製品・サービスについての詳細
顧客に提供する価値、ビジネスモデル、特筆した技術、
独自の取組み、業界のシェア、売上・利益や従業員数の推移
取引先等

選考情報

募集する職種の具体的な業務内容、働き甲斐、
商品・製品・サービスを提供するどの過程に携わるか
入社して半年～1年のプロセス、若手社員のエピソード等
※若手社員や担当部門の現場の方に業務内容等をお話しいただくことも可能です。

職種、給与、勤務地、勤務時間、休日、諸手当、福利厚生等

採用スケジュール、選考フロー、エントリー方法等

その他、必要な内容は適宜説明いただきますようお願いします。



117｜出展料 / 市補助制度

66,000円（税込）出展料

市補助制度
対象企業

水戸市内に事務所又は事業所を
有する法人

詳細の要件・申請手続き等については、
以下ホームぺージからご確認ください。

※市補助制度の対象となる企業については、
1社当たり最大30,000円以内での補助を受けることができます。

※今年度既に、1社当たり最大の30,000円の補助を受けている
企業については対象外となります。
（30,000円を超えての補助は受けられません）

※補助制度の予算上限に達した場合は終了となります。詳細および最新の
情報はホームぺージで確認いただくか、水戸市商工課にお問合せください。

https://www.city.mito.lg.jp/001437/001445/p022242.html

※クリックするとブラウザが開きます。

https://www.city.mito.lg.jp/001437/001445/p022242.html


128｜出展企業募集期間 / 対象企業

募集期間

主に23卒学生を対象に
茨城県内での採用予定
のある企業
※茨城県内に本社もしくは事業所等のある企業（本社が県外でも可）
※水戸市内に本社・事業所を有する企業は補助金の対象となります。

対象企業

社数
24社
※午前・午後いずれに出展いただくかは、業種等のバランスを考慮し、
主催者にて選定・決定いたします。

令和3年11月22日（月）
～令和4年1月17日（月）

※募集定数に達しない場合は継続して募集いたします。



139｜出展申込方法

https://forms.gle/FUQueyuBA3wwrZ3LA

申込フォームからお申込みください

NPO法人 雇用人材協会ホームページからアクセス1

申込みフォームに直接アクセス2

※クリックするとブラウザが開きます。

http://koyou-jinzai.org/company/019722.html

QRコードからアクセス3

※クリックするとブラウザが開きます。

申込みフォーム募集サイト

https://forms.gle/FUQueyuBA3wwrZ3LA
http://koyou-jinzai.org/
http://koyou-jinzai.org/company/019722.html


1410｜申込～出展決定・請求の流れ

12/17以降
決定通知及び
請求書の発行

申込み

※請求書発行から2週間以内にお支払いいただきます。
※締め日や支払い日の都合や年末年始期で、2週間以内の支払いが難しい場合は、
お手数ですがご連絡ください。相談の上、期日を定めます。

入金の確認を以って
出展の確定

市補助制度の申請手続き等の詳細は、出展決定通知とともに
お知らせいたします。補助金の支払いは、オンライン合同企
業説明会開催後（R4年2月18日（金）以降）となる予定です。



1511｜キャンセルポリシー

キャンセルに伴う出展料の返還については以下のとおりとします。
※出展決定通知後のキャンセルは原則として認めません。やむを得ない事情により出展を
キャンセルする場合は、メールもしくは書面により主催者へ通知し、主催者の受理通知を
以って次に定める通り出展料の返還の対応をいたします。
※出展決定後、広報媒体への企業名掲載及び、広報物の大学・学生への発送、広告掲載等に
より費用が発生いたします。

期日 返還の割合

申込後～出展決定通知前まで 100%
（出展料の負担なし）

出展決定通知～令和4年1月17日（月）まで 出展料の50%

令和4年1月18日（火）以降 0%
（出展料の返還なし）



1612｜大学・学生への周知広報

大学への周知

茨城県出身者が進学する全国310大学（国公立・私立）に、
オンライン合同企業説明会のチラシ送付、メールでの案内を行う。

学生への周知

・当協会主催のUターンセミナー参加学生（150名）への案内。
・当協会公式LINE登録者（約200名）への案内。
・大手ナビサイト登録の茨城県出身学生（県内外大学：約2,000名）
に郵送にて案内を送付。

その他

・プレスリリースの実施
・水戸市報への掲載
・SNS等での発信



1713｜事前説明・サポート

オンライン合同企業説明会の概要及び実施方法等について、
事前説明をご希望の企業様には個別に対応いたしますので、
お問合せください。

事前説明は以下の内容を希望に合わせ、
対面もしくはオンライン（ZOOM）にて実施します。

内容

所用時間

①オンライン合同企業説明会の概要説明
②ZOOM・機器等の使い方
③オンラインでのプレゼンテーションのポイント
④質疑応答

30分程度



1813｜事前説明・サポート

オンライン配信を実施したことがない・配信が不安という企業様に
つきましては、個別にサポートプランを用意しております。
必要な場合はご相談ください。

用意する機器・環境 ZOOM使用方法・設定

オンラインプレゼン力向上 伝わるスライド資料

所用時間 3時間程度 費用 33,000円（税込）



1914｜問合せ先

オンライン合同企業説明会に関する問合せ

市補助制度に関する問合せ

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

水戸市 産業経済部 商工課
電話：029-232-9185
メール：commerce@city.mito.lg.jp



学生に茨城での就活機会を。


