
 

 

 
 

合同企業説明会「いしかわ就職フェア」の開催について 
 

県内企業の人材確保の支援及び学生の県内就職を促進するため、大学３年生等の就職活

動の開始に合わせ、県内企業と学生が直接出会う機会を提供する合同企業説明会「いしか

わ就職フェア」を下記のとおり開催します。 
 

１．日時・場所 

平成３１年３月９日（土） 石川県産業展示館（金沢市袋畠町南１９３） 
 

 午前の部 午後の部 

日  時 １０：００～１３：００ １３：３０～１６：００ 

場  所 石川県産業展示館４号館 石川県産業展示館３号館 

出展企業 ２０４社 

建設業、食品製造業、繊維・化

学工業、鉄工・鉱業・機械製造

業、IT関連・電気・電子工業、

その他製造業、放送・出版・印

刷業、情報サービス業 

２００社 

運輸・通信業、卸売・小売業、

金融・証券・保険・不動産業、 

旅行・ホテル・旅館業、飲食業、

教育、医療・福祉サービス業、 

派遣・人材紹介業、その他サー

ビス業、公務員・団体職員 

※午前と午後で企業は入れ替わります。 

※出展企業数は 404社で過去最高（H29：371社） 
 

２．主  催 

  石川県、いしかわ就職・定住総合サポートセンター、いしかわ学生定着推進協議会 
 

３．内  容 

 各ブースで、企業の担当者が事業内容や採用情報の説明を行います。 
 

４．対 象 者 

 ２０２０年３月に大学・短大・高専・専修学校等を卒業予定の学生 

および３５歳未満の求職者 
 

５．開会セレモニー・学生向けガイダンス(１０：００～１０：２０) ※午前の部(４号館) 

 ＜主催者挨拶＞ 石 川 県 知 事 谷本 正憲 

         金沢大学 学長 山﨑 光悦（いしかわ学生定着推進協議会 会長） 
 

６．そ の 他 

  ・H19から実施、今回で 12回目 

  ・H29実績 出展企業数 371社、参加学生数 1,354人 

・当日は、金沢駅西口と会場を往復する無料バス、県内各大学方面からの無料直行 

バスを運行します。（乗車無料、予約不要） 

担 

 

当 

平成３１年３月５日（火） 
石川県商工労働部労働企画課 
Ｇ Ｌ 野崎 祥一 
専門員 徳田 澄代 
電話：225-1532（内線：4512） 

当日の取材、撮影につきましては、参加者のプライバシーに配慮をお願いします。 



■会場：石川県産業展示館(金沢市袋畠町)

開
催
日

お問合せ先： TEL (076)235-4535

2019.3.9（土）

参加企業約400社！

参加無料

入退場
自由

※履歴書は不要です

※スーツ着用で
　お越しください

※アクセス情報は裏面を
　ご参照ください

主催：石川県、ジョブカフェ石川、いしかわ学生定着推進協議会

共催：石川労働局、(公財)石川県産業創出支援機構、(一社)石川県経営者協会、

　　　石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、石川県中小企業団体中央会

2020年３月卒業予定の大学生・大学院生・短大生・高専生・

専門学校生など、石川県内で就職を考えている学生
対象

〈午後の部〉

〈午前の部〉
石川県産業展示館 4号館 10:00～13:00（200社程度）

石川県産業展示館 3号館 13:30～16:00（200社程度）

※午前と午後で企業は入れ替わります。

金沢駅
産業展示館
４or3号館

始発
8:40

終バス
16:30

※事前申込みが必要です。申込期限3月6日(火) 17:00

※往路のみです。

　詳細・お申込は「ジョブNAVI石川」にて確認ください

東京発 大阪発 京都発 名古屋発 金沢着



3号館

午前会場

午後
会場

4号館

白山市合同就職説明会白山市合同就職説明会白山市合同就職説明会白山市合同就職説明会
2019.3.10（日）
10：00～15：00

主催：能登地域活性化人材確保推進実行委員会

　　　（石川県商工労働部産業立地課内）

お問合せ先：事務局 TEL（076）225-1517

のと就職フェアのと就職フェアのと就職フェアのと就職フェア

●会場：矢田郷地区コミュニティセンター

多目的ホール

2019.3.16（土）、17（日）
13：00～16：00（両日共）

会場：白山市松任公民館  参加企業：各日35社（計70社）

問い合わせ先：白山市産業部商工課TEL 076-274-9542

●会場：白山市松任公民館

約40社 約40社
各日

35社

https://jobnavi-i.jp/detail?id=11822
＊参加申込は「ジョブNAVI石川」へ（登録後、申込ができるようになります）

＊東京･大阪･京都発の無料直行バスの予約もこちらから申込できます。

会場：石川県産業展示館（3・4号館）

金沢駅⇔産展4or3号館シャトルバス

金沢駅発車時間 産展4or3号館発車時間

無料シャトルバス発着場所（JR金沢駅西口前）

会場までのアクセス会場までのアクセス 各便先着４０名 無料要申込

直行バス運行！

東京 名古屋大阪 京都

※各便全て往路のみの配車です。
  （金沢駅シャトルバス除く）

復路はありませんのでご注意下さい。

県外

直行バスの

お申込みはコチラ

各大学方面よりバス運行！

A

M

P

M

金沢星稜大学方面

9：00 9：25 9：45

金沢駅金沢星稜大学・高校 産業展示館4号館

12：30 12：55 13：15

金沢駅金沢星稜大学・高校 産業展示館3号館

A

M

P

M

北陸大学方面

8：50 9：109：08 9：45

小立野旭町

9：00 9：03

山環田上 石引町北陸大学 産展4号館

12：20 12：4512：43 13：15

小立野旭町

12：35 12：38

山環田上 石引町北陸大学 産展3号館

A

M

P

M

※バス停は工業大学内駐車場を予定しております。金沢工業大学方面

9：45

産業展示館4号館

9：10

金沢工業大学※

12：40 13：15

金沢工業大学※ 産業展示館3号館

県内 ※乗降場所はいずれも既存のバス停（北鉄バス）です。

※復路は金沢駅シャトルバス等をご利用ください。

東京10：00発
18：00着金沢駅

（乗車受付開始9：30～）

丸の内鍛冶橋駐車場

3/6 （17時）

乗り場
（東京駅八重洲南口より徒歩5分）

3/8 金 水

東

京

申込
締切

大阪12：30発
金沢駅 18：00着

（乗車受付開始12：00～）

西梅田バス暫定駐車場
乗り場（大阪駅桜橋口より徒歩2分）

大

阪

3/6 （17時）3/8 金 水
申込
締切

京都13：15発

金沢駅 17：45着
（乗車受付開始14：00～）

・京都八条口国体バス乗り場
乗り場 （京都駅八条口より徒歩1分）

京

都

3/6 （17時）3/8 金 水
申込
締切

名古屋13：00発
金沢駅 17：45着

（乗車受付開始12：30～）

名城公園正門前駐車場
乗り場（名古屋市中区三の丸１丁目１）

名

古

屋

3/6 （17時）3/8 金 水
申込
締切

A

M

P

M

金城大学・石川県立大学方面

金城大学

8：30 8：50 9：10 9：45

松任バス亭※ 石川県立大学 産業展示館4号館

金城大学

12：00 12：20 12：40 13：15

松任バス亭※ 石川県立大学 産業展示館3号館

金沢大学方面

A

M

P

M

金沢大学先魁

08：50 8：56 9：00 9：45

若松 鈴見町 産業展示館4号館

金沢大学先魁

12：20 12：26 12：30 13：15

若松 鈴見町 産業展示館3号館

A

M

P

M

金沢学院大学方面

東部車庫

8：40 8：55 9：00 9：45

花里住宅 赤坂 産業展示館4号館

東部車庫

12：10 12：25 12：30 13：15

花里住宅 赤坂 産業展示館3号館

往路のみ

※松任バス停（立体駐車場前）

福祉・介護の就職フェア福祉・介護の就職フェア福祉・介護の就職フェア福祉・介護の就職フェア

2019.3.17（日）12：30～16：00
●会場：地場産業振興センター本館

対象：どなたでも参加できます　申込：不要

お問合せ先：

石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター

TEL（076）-234-1151

イベント開催は翌日（3/9）です。翌日は

公共交通機関等で会場までお越し下さい。

往路のみ

（10～15分間隔で運行）

8：40AM 始 11：30終

11：30PM 始 14：15終

（10～20分間隔で運行）

12：00AM 始 13：30終

15：10PM 始 16：30終
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