令和３年度 沖縄県
「地域巡回マッチングプログラム事業」

『フェア開催日程』参加費
無料

令和３年度 地域巡回マッチングプログラム事業

就職説明・面接会 （令和３年９月～令和４年1月まで計５回開催）
開催日程

第1回
第2回

申込締切

令和３年

9月10日（金）

8/3（火）

10月8

日
（金） 8/31（火）

第3回

11月19日（金） 10/12

第4回

12月16

第5回

適職発見フェア開催場所

（火）

11/9（火）
日
（木）

宜野湾市

（火）

沖縄コンベンションセンター 会議棟

【北部エリアのお仕事】

名護市

名護市民会館 中ホール

【八重山エリアのお仕事】

石垣市

石垣市民会館 中ホール

宮古島市

令和４年

1月18日（火） 12/7

【中南部エリアのお仕事】

宜野湾市

【宮古エリアのお仕事】

宮古島市未来創造センター 多目的ホール

【中南部エリアのお仕事】

沖縄コンベンションセンター 会議棟

(参加企業は会場での“対面説明”と指定の時間帯に
Zoomでの“オンライン説明”を行っていただきます)

※適職発見フェア参加にあたり、
会場までの旅費等はすべて企業様のご負担となります

★ 参加条件
【第1回・第5回／中南部エリアのお仕事】

未経験OK
の求人

【第2回・第3回・第4回／

●未経験者（資格・経験不問）
でも応募可能な
「正社員、 北部・八重山・宮古エリアのお仕事】
●未経験者
（資格・経験不問）
でも応募可能な
「求人募集が
又は契約社員で正社員登用制度有の求人募集が
2名以上ある企業・事業所」
を参加条件とします
2名以上ある企業・事業所」
を参加条件とします
※同時募集でパート・アルバイトの募集は可能

※パート・アルバイトのみの募集も可能

★ 適職発見フェア参加の流れ
選定

採用HP
公開

適職発見
フェア当日

事務局より
採否ヒアリング調査

【申込方法】別紙専用申込書の記入欄に必要事項をご記入の上、
本事業事務局あてにFAX送信をお願い致します
※申込締切の期日までに、
「求人票」
「採用HP情報」
の提出も必要となります
【参加企業の決定】選定結果は、
各開催の申込締切後の翌週月曜以降にお知らせ致します

お問合せ

適職発見プロジェクト事務局（本事業事務局）

FAX.098-864-5552
TEL.098-860-8900info@jobmatching.info

担当

本事業は、
適職発見フェア
（就職説明・面接会）
を沖縄県内各地
で巡回開催し、地元で働きたい求職者と人材を採用したい地
元企業とのマッチング機会の創出、県内の雇用情勢の改善を
目的とした沖縄県主催の就職促進事業です。

〈業務委託先〉株式会社求人おきなわ

参加費
無料

5回開催

北部・
中南部・ 古を
宮
八重山・ す！
ま
し
回
巡

※新型コロナウイルス感染拡大などの状況により、
急遽開催が中止・変更になる場合もあります。
事業HPにて随時確認をお願いします。
各回の参加企業情報や事務局からのお知らせは、
事業HPで配信中!!

平日9:00～18:00（土日祝・年末年始休み） 沖縄県那覇市天久1044-2

沖縄県商工労働部雇用政策課（沖縄振興特別推進交付金活用事業）

「採用HP」
・
「採用管理システム」で企業の採用活動を
強化します！

令和３年度 沖縄県
「地域巡回マッチングプログラム事業」
《事業期間：令和３年７月～令和４年２月15日まで》

【参加回数】適職発見フェアの参加可能回数は、基本的に「1企業1回の参加」となります
【優先条件】採用予定人数（正社員、又は契約社員で正社員登用制度有）
の多い企業・事業所を基本的に優先します
※お申込企業多数の場合、選定とさせて頂きますのでご了承ください

（参加決定）

合説から職場見学、職場見学から応募・採用につなげる
採用スタイル！WEB動画などによる見学もOKです！

採用強化ツールを提供 !!

『参加企業』募集中!

●資格・経験者を限定する募集、
及び派遣・職業紹介の募集は不可です
●社会保険や時間外手当など労働関係法令を順守している企業・事業所を参加条件とします
●
「職場見学」
を受入可能な企業・事業所を参加条件とします
（職場見学は応募を前提としたものではありません。また3時間以内で実施してください）
●本事業にて提供する
「採用HP」
を公開できる企業・事業所を参加条件とします
●適職発見フェアの
「オンライン説明」
に参加できる企業・事業所を参加条件とします
（事務局指定の時間帯に説明していただきます。
希望・変更は受け付けません）

専用フォームを取得し、
記入後に事務局へ送信
（①申込書 ②求人票 ③採用HP情報）

職場見学をアピール !!

https://jobmatching.info

沖縄県商工労働部雇用政策課（沖縄振興特別推進交付金活用事業）

令和３年度 沖縄県
「地域巡回マッチングプログラム事業」

「会える、見つかる、良くわかる」就職説明・面接会

『参加企業』 募集中!!
★ 適職発見フェア ～地域や参加対象に合わせた就職イベント～

★ 適職発見プロジェクトとは
北部エリア

『就職説明・面接会』
『職場見学』
『採用強化ツール』

1 適職発見フェア【大規模/中南部】

時代に合った採用手法を活用し、求人企業と求職者のマッチングを図ります!

求人企業と求職者の“最適な出会い”を提供するために、県内の各地域にて
「求人企業の説明を聞き、
『職場見学の申込』から応募・面接まで出来る」
一体型の就職イベント“適職発見フェア”を開催します。
今年度は対面とオンラインを融合したハイブリッド合説を展開します。
また事業進捗の過程では採用強化ツール
（採用HP・採用管理システム）を
企業に提供し、採用活動を強化。応募者数・採用者数UPを図ります。

宮古エリア
八重山エリア

就職説明・面接会／職場見学申込会

企業セミナー

☆企業説明タイム☆ ラウンド型
1回目
（30分）

面接

13:05～13:35

参加企業は指定の時間帯にZoomにて
オンライン説明を行っていただきます

同日
同時
開催

Zoom参加者に
“オンライン説明”▶

【求職者】
職場・仕事理解を深めるチャンス

前年度の受入企業数は

「

44社」。

見学体験者数は延べ

122名」。

「

〈無償提供〉
★ 採用強化ツールを活用し、
適職発見フェアでの採用を強化！
■採用ホームページ

■採用管理システム（ATS）

自社の採用に
特化した専用
ホームページ

採用に関する業務を一元管理

Point

1

Point

2

煩雑になりがちな応募者管理や
面接履歴、
募集求人の効果分析など
様々なサポート機能が充実！

Point

3

フェアの事前周知強化

フェア開催前に採用HPを公開。
フェアの事前
周知を図ります。

フェア後日の情報発信・応募促進強化
フェア後も採用HPで情報発信を継続。
求職者の応募・問合せ行動促進を図ります。

採用管理力の強化

3回目
（30分）

4回目
（30分）

5回目
（30分）

13:50～14:20 14:30～15:00 15:10～15:40 15:50～16:20 16:30～17:00

説明 5 回のうち 1 回（30 分）はオンライン説明

「面接なし」で採用

会場参加者に
”対面説明”

リアルを体感！

2回目
（30分）

未経験OK
の求人

※事務局が指定した時間帯に Zoom セッティングブースに移動し、説明を行っていただきます

参加企業

採用決定

『職場見学』
職場見学に誘導

会場参加とオンライン参加
求職者が参加方法を選択

求職者

【企業】
応募喚起を働きかけるチャンス

職場見学
OK企業

沖縄コンベンションセンター

事前ミニセミナー

（30分）

即応募

開催時間／13:00～17:00

中南部の積極採用企業と地元で働きたい方との出会いの場!
中南部エリアのお仕事

中南部エリア

★ 適職発見プロジェクト全体フロー

◀

参加費
無料

応募者管理・面接管理などの効率化を図り、
応募者の取りこぼしや企業の応対力不足の
改善につなげます。

2 適職発見フェア【小規模/北部・八重山・宮古】

開催時間／13:00～16:00

北部・八重山・宮古の積極採用企業と地元で働きたい方との出会いの場！
北部エリアのお仕事

八重山エリアのお仕事

宮古エリアのお仕事

名護市民会館

石垣市民会館

宮古島市未来創造センター

事前ミニセミナー

就職説明・面接会／職場見学申込会

企業セミナー

☆企業説明タイム☆

（30分）

フリータイム

13:05～13:35

13:50～16:00

職場見学
OK企業

未経験OK
の求人

フリータイムの間で 1 回（30 分）はオンライン説明

※事務局が指定した時間帯に Zoom セッティングブースに移動し、説明を行っていただきます

事前ミニセミナー〈企業セミナー〉
合説当日
（対面・オンライン）
の流れや
Zoom操作などを説明します。
※オンライン説明で使用するZoom・PC・マイクなど
の機材は事務局で用意し、
セッティングします。
※オンライン説明中は専門スタッフを配置し、
不具合
発生時などに対応します。

◎Zoomに不慣れな企業様は,事前準備から
バックアップしますので事務局にお問合せください。

適職発見プロジェクト事業HPにて！
録画したオンライン説明動画を配信!!

合説当日のオンライン説明を録画し
本事業のホームページで4週間公開します。

※YouTubeへアップロード（事業HPにアクセスすることで視聴が
できる限定公開・4週間経過後は削除します）
フェア当日に会場やオンライン説明に参加出来なかった求職者も、
後日
パソコンやスマートフォンから説明を視聴することができます!

企業様向けセミナー配信!!

県内の雇用情勢や採用力アップに関する
セミナー動画を随時配信します！

