
北は北海道、南は沖縄県まで
全国の36自治体と企業が集結！

東京都を除く10自治体もLO活担当者が相談受付！

参加申し込みはこちら

主催：専修大学 キャリア形成支援課

協力：株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース
Tel：03-5319-2454

Mail：dnetinfo@diamondhr.co.jp

U・Iターンフェア
2021年

12月9日(木)10日(金)

12：20～13：00
16：40～17：20

人生100年時代
地方で自分らしく
働きたい！

<12月9日(木)> <12月10日(金)>

他大学生、大歓迎 !! 

2021年度 キャリア形成支援課



主催：専修大学 キャリア形成支援課

協力：株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

Tel：03-5319-2454

Mail：dnetinfo@diamondhr.co.jp

<12月9日(木) 12:20～13:00>
参加
自治体 福島県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県

参加
企業・団体

株式会社パソナ、
福島県人事委員会

事務局

いしかわ移住UIターン
相談東京センター
（ILAC東京）、

北陸通信ネットワーク
株式会社

井上商事株式会社、
株式会社アートテクノロ
ジー、交流文化部定住

交流課

株式会社学情、
商工労働部 産業人材課

あいちUIJターン支援
センター

メッセージ

福島には、みなさんが
「まだ」知らない、地域
を支える、世界に誇れ
る企業が多くあります。
そのような企業の取り
組み状況や、就職活動
に役立つ情報、相談窓
口をご案内致しますの
で是非ご参加ください。

石川県は、子育て環境や
文化施設が充実している
住みやすい県です。2015
年には北陸新幹線が開通
し、首都圏とのアクセスも
向上しました。製造業が盛
んであることに加え、近年
は観光業が盛り上がりを

見せています。

福井県でのＵＩターン就
職をお考えの学生さん
のためにお得な情報を
お伝えします！県内企
業で働く先輩から、仕
事の魅力や楽しさにつ
いてのリアルな声も聞
けますよ。お気軽にご
参加ください！

岐阜県での就職をお考え
の皆さんに、就活に役立
つ情報をお伝えします。質
問も受け付けますので、
就活に関する不安な点や
分からない事があれば、
何でも相談してください。
当日お待ちしております。

愛知県には様々なモノづ
くり産業が集積し、製造品
出荷額等42年連続全国1
位。交通アクセス良く、名
古屋は東京から新幹線で
100分。給与水準は全国3
位。センターではきめ細
やかな就職支援をしてい

ます。

参加
自治体 香川県 高知県 熊本県 宮崎県

参加
企業・団体

香川県東京事務所
高知県移住促進・
人材確保センター

商工労働部 商工政策課
商工観光労働部
雇用労働政策課

メッセージ

暮らしも仕事も魅力的！
～うどん県。それだけじゃない

香川県～
当日は、皆さんの就職活動に
役立つサイトや冊子、イベント
情報をお伝えします。ぜひ、香
川県へのUIターン就職を考え

てみてください。

高知県での就職に関する情報提
供に加えて、専門知識を持った
担当者に直接相談ができます。
「実家に戻って暮らしたい」「地元
で働きたい」「地方で働きたい」と
考えている方は、ぜひこの機会を

ご活用ください。

「熊本で働きたい」という方は
もちろん、「迷っている」「まだ
まだ白紙です」という方も、お
気軽にご参加ください！

出来るだけ皆さんの質問にお
応えしながら、考える材料の
提供・お手伝いをいたします。

県では、県内就職を希望する
方をフォローする「就職サポー
ター制度」を開始！宮崎での
就職やインターンシップ等でお
困りであれば、窓口までお尋
ねください。また、当日は公務
員就職についても質問等にお

答えします！

参加
自治体 新潟県 長野県 三重県 滋賀県 大阪府

参加
企業・団体

にいがた暮らし・
しごと支援センター

長野県産業労働部
労働雇用課

おしごと広場みえ
（ええとこやんか三重移
住相談センター）

滋賀県人事委員会、
しがIJU相談センター

商工労働部雇用推進室
就業促進課

メッセージ

学生さんのために、企
業情報や支援策、くら
しの情報などを

提供したり、応募書類
の添削、面接練習
など様々なサポートを
行っています。
新潟への就職を
お考えの方はぜひ
ご活用ください。

長野県は15年連続移住
したい都道府県ランキン
グで１位になる等『暮らす』
魅力があるだけでなく、
『働く』面でも魅力的！
少しでも長野県へのU・I
ターンに興味がある方は、
ぜひお気軽にご参加

下さい！

三重県への地方就職、
具体的に何から始めれ
ばいいか知りたい方、
三重県の暮らしや仕事、
企業について詳しく知り
たい方のご相談を
お待ちしております。
三重県はあなたの就職

活動を全力で
バックアップします！！

こんにちは。滋賀県出
身の方も、滋賀県出身
じゃない方も、「滋賀で働
く」ことにあまりイメージが
湧かないのではないで
しょうか。今回は、ざっくり
と滋賀県についてご紹介
しますので、興味があれ
ばご参加ください。

大阪府の就業支援施設
「OSAKAしごとフィールド」
を中心とした就職イベント

等のご案内を
させていただきます。
大阪で就職を

ご希望の方は是非
ご参加ください。

<12月9日(木) 16:40～17:20>

参加
自治体 鳥取県 島根県 佐賀県 鹿児島県
参加

企業・団体
ふるさと鳥取県定住機構

（公財）ふるさと島根定住財団
ジョブカフェ事業課

佐賀県産業労働部
産業人材課

商工労働水産部
雇用労政課

メッセージ

鳥取では、新橋にあるアンテ
ナショップ内に「就職コーディ
ネーター」が常駐し、現地のス
タッフと連携して、鳥取県出身
者や鳥取に興味を持っていた
だいた学生の皆さんの就職を
支援しています。気軽にご相

談ください。

ジョブカフェしまねでは、学生の
みなさんの就職活動を応援する
ため、就活イベントやセミナー、
インターンシップ、キャリア相談
など様々な事業を行っています。
低学年向けの事業もあるので、

ぜひご相談ください！

人の温もりにふれながら、仕
事のやりがいも感じたいなら

⇒佐賀県です！！
佐賀で働きたいあなたが、今、
やるべき事、佐賀での就活＆
暮らし情報をお伝えします。
UIターン就活のお悩みを一緒

に解決しましょう！！

鹿児島県出身の方，鹿児島
県にご興味のある方など，
どなたでもお気軽に御相談

ください！

2021年度 キャリア形成支援課



主催： 専修大学 キャリア形成支援課
協力：株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース
Tel：03-5319-2454

Mail：dnetinfo@diamondhr.co.jp

<12月10日(金) 12:20～13:00>

<12月10日(金) 16:40～17:20>

参加
自治体 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県

参加
企業・団体

札幌UIターン就職セン
ター（株式会社パソナ）、
ハミューレ㈱、練成会グ
ループ ㈱れんせい、
札幌ボデー工業㈱

株式会社近田会計事務
所、生活協同組合コープ
あおもり、マネックス証券

株式会社

いわて暮らし
サポートセンター
（ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪいわて）

みやぎIJUターン就職支
援オフィス、MINT、
経済商工観光部
雇用対策課

株式会社秋田魁新報社、
株式会社北都銀行、
秋田県人事委員会

メッセージ

札幌市役所職員として
勤務されたい方や、札
幌市やその近郊の民間
企業での就職に少しで
も興味がある方は、是
非ご参加ください！

札幌・北海道で自分らし
い働き方を見つけてみ

ませんか？

青森県にはどんな企業が
あるの？就活を支援する
制度はあるの？専任の相
談員が就活に関する様々
な疑問にお答えします。
地元で就職するかどうか
迷っている方も大歓迎で

す。

★岩手県ご出身の皆様
＆岩手に興味をお持ち

の皆様★
岩手での就職活動で気
になること、不安なこと、
どんなことでもご相談く
ださい。皆様の「岩手で
働きたい！」をあらゆる
方法でサポートします。
お待ちしています！

何から始めていいかわ
からない、どんな仕事が
あるかわからない、勤務
地も決めてはいないけ
ど…いろいろと気持ちが
揺れていて当たり前！
「宮城もいいかな…」と
いう思いにしっかり寄り
添いサポートします。

秋田魁新報社・北都銀行・
県庁のお仕事について紹
介します。また、県内就職
に役立つ情報もお伝えし
ますので、秋田での就職
に関心がある方は、お友
達もお誘いのうえ、ご参加

ください。

参加
自治体 山形県 富山県 福岡県 沖縄県

参加
企業・団体

Ｕターン情報センター、
山形市東京事務所

富山しごと・くらし支援センター、
富山県移住・UIJターン促進課、
富山県警察、地方創生局ワン
チームとやま推進室移住・UIJ

ターン促進課

株式会社ＡＣＲ就業支援事業
部、福祉労働部 労働局

労働政策課

沖縄UIターン就職
サポートセンター東京

（りっか沖縄）

メッセージ

コロナ禍により、オンラインで
の活動が中心となる中、先輩
達は積極的に活動しました。
就活は自分自身を見つめ直す
時期でもあります。Ｕターン情
報センターがサポートします。
是非、一緒に活動しません

か？

元気な県づくりには、鋭い感性や
豊かな創造力、積極果敢な行動
力を持った若い皆さんの力が不
可欠です。皆さんには、若いエネ
ルギーを大いに発揮され、富山
県の新たな未来を切り拓いてい
ただくことを期待しています。

福岡県で就職するのか悩んで
いる、希望する仕事が福岡県
にあるのか知りたいなど、

福岡県での就職に係る疑問に
お答えします。オンラインや、
メールによる継続的な
サポートも受けられます。
是非ご利用ください！

りっか沖縄では、沖縄県で就
職を希望する学生に対し企業
訪問やインターンシップ調整、
新卒採用企業の紹介、就職活
動支援を行い、直近3年間で50
社以上の沖縄県内企業からの
内定を獲得しています。

参加
自治体 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 山梨県

参加
企業・団体

産業戦略部
労働政策課

雇用促進対策室

栃木県人事委員会、
ケーブルテレビ株式会社、
とちぎUIJターン就職
サポートセンター

群馬県若者就職
支援センター

（株式会社ワーク
エントリー）

ジョブカフェちば
産業労働部労政雇用課
（やまなし暮らし支援セン

ター）

メッセージ

茨城県は豊かな自然と
各種製造業や農業、最
先端の科学技術が集積
する産業大県です。また
働きやすく暮らしやすい
環境等、“いばらき”には
理想のワークライフバラ
ンスが実現できる可能

性があります。

栃木県は東京から新幹線
で最速49分と利便性が高
いながら自然が溢れ、子
育て環境が良く、県民所
得は全国第3位(関東2位)
の高さを誇っています。国
際的活躍企業も多くある
栃木県で共に働き豊かに

暮らしませんか？

群馬県には優良なBtoB
企業や、各業界でトップ
クラスの業績・技術を誇
る企業がたくさんありま
す。ぜひ自分の目で見
て、体験して、知ってい
きましょう。働き方・生き
方を考えるうえできっと
役に立ちますよ。

千葉県のブースでは、
ジョブカフェちば(県が設
置した若年者の就労支
援施設)の職員が、県の
特色や登録している
企業の情報提供と

個別相談を実施します。
興味をお持ちの方、
是非お越しください。

地元山梨に帰って就職し
たい。自然豊かな山梨で
新たな挑戦をしたい。と、
お考えの皆さん！私達と
一緒に就職活動をしてみ
ませんか？山梨県では、
皆さんの就職活動を全力
でサポートします！

参加
自治体 静岡県 京都府 岡山県 広島県
参加

企業・団体
（株）東海道シグマ（静岡U・I
ターン就職サポートセンター）

京都ジョブパークUIJターンコー
ナー東京窓口

ダブルツリーホールディングス 合同会社ジーンリーフ

メッセージ

地方就職が注目を集める今、
「くらしも仕事もちょうどいい」静
岡県での就職を真剣に考えて
みませんか。フェア当日は、
【静岡県庁】と【静岡U・Iターン
就職サポートセンター】の２つ
のルームでお待ちしていま

す！

京都好きさん、よっといで～「京
都に住む夢、働く夢」を「実現可
能なもの」にするお手伝いをしま
す！「観光以外の京都の企業っ
て？」「よそ者を受け入れてくれ
るの？」など、何でもお答えしま

す。

「晴れの国・岡山」での就職に
関心のある皆さんに、岡山県
の就職事情、業界情報、各種
就職支援策などの情報を提供
します。Ｕターンに限らず、岡
山県に少しでも興味をお持ち
の方は、お気軽に相談予約く

ださい。

広島県の産業，暮らしやすさ
等について，お話します。県の
誘致で広島県江田島市進出を
した企業担当者からも広島の
魅力をお話させて頂きます。就
職について，まだ漠然としてい
るという方もお気軽にご参加く

ださい。

2021年度 キャリア形成支援課


