
in ふくい嶺南

●2022年3月新規大学・短大・高専・専修学校卒業予定者
●既卒者、若年U・Iターン希望者
●上記の保護者
●今後就職活動を控える学生の方全般

参加
対象者

●感染防止対策を施して開催します。 ●感染防止対策として、マスクの着用
をお願いします。 ●感染症の拡大状況によって中止の場合があります。

プ ログラム

きらめきみなと館（住所:福井県敦賀市桜町1－1）開催
会場 敦賀駅と会場間を往復する

無料シャトルバスを運行します。
※運行表については、HPを確認してください。 参加無料

感染症対策のため
事前登録にご協力ください
※登録フォームはHPをご確認ください
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●

きらめきみなと館

●

地元就職のための合同企業説明会

交通費補助
を受けることができます。
詳しくはQRコードからご確認ください。

福井県外に
在住の
学生の方へ

新型コロナウイルス感染症について

シャトルバスの運行表や
参加企業等の最新情報は
こちらから➡

「2021ふるさとジョブフェア
 in ふくい嶺南」で検索

または

日　時 12:00～17:00
【受付11:30～17:00】2021.3.13土

参加企業数

約90社
参加企業は
裏面に記載

企業説明ブース・公務員ブース
【第１部】12:00～14:00　【第２部】15:00～17:00
●企業の人事担当者が企業の魅力や採用等に関する最新情報を説明します。
●嶺南6市町や消防組合等の採用情報などに関する情報提供を行います。
※新型コロナウイルス感染症対策のため二部制での開催とし、第一部と第二部の間で会場転換を行います。

12:00～17:00　各種サポート・相談コーナー
コロナ禍の中で就職活動等に不安を抱える学生に向けて各種相談コー
ナーを設置します。

14:00～15:00　地元就職サポートガイダンス
地元就職を行うにあたってのポイントや、支援情報を説明します。

企業 PR( 採用情報等 )のライブ配信
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰省が困難な学生へ企業の採
用情報等のライブ配信を行います。　※詳細はHPを確認してください。

●ジョブステーション　就職サポートコーナー
仕事、就職に関する不安や疑問についてお答えします。
●U・I ターン相談コーナー
県外に在学・在職するお子様を持つ、ご家族のご相談等にお答えします。
●ハローワーク　職業相談コーナー
ハローワーク敦賀・小浜の職員が職業相談に応じます。

20212021ふるさと
ジョブフェア

主催／大学生等企業説明会実行委員会　　共催／敦賀市、小浜市、美浜町、若狭町、おおい町、高浜町、ハローワーク敦賀、ハローワーク小浜　　後援／福井県

TEL：0770-22-8122（直通）
Mail：syoukou@ton21.ne.jp（敦賀市商工貿易振興課内）大学生等企業説明会実行委員会事務局お問合せ先



「202１ ふるさとジョブフェア inふくい嶺南」参加企業等一覧表（順不同）
№ 第一部（12:00~14:00） № 第二部（15:00~17:00）
1 ゲンキー株式会社 48 福井トヨタ自動車株式会社
2 福井トヨペット株式会社 49 日本原子力防護システム株式会社
3 AOBAS 株式会社 50 富士測量設計株式会社／株式会社システムラン
4 FTEC 株式会社 51 株式会社カモコン
5 株式会社テクノツルガ 52 エア・ウォーター防災株式会社
6 敦賀セメント株式会社 53 社会福祉法人敬仁会
7 ニチコンワカサ株式会社 54 小浜海産物株式会社
8 株式会社ほくつう敦賀営業所 55 有限会社せくみ屋
9 株式会社スズキ自販北陸 56 有限会社瑞穂栄商事
10 トヨタカローラ福井株式会社 57 AGC 若狭化学株式会社
11 福井日産自動車株式会社 58 株式会社武笠
12 株式会社メガネのハラダ 59 日本建設工業株式会社
13 株式会社 TAS 60 生晃栄養薬品株式会社　若狭工場
14 福井県民生活協同組合 61 敦賀海陸運輸株式会社
15 株式会社オーイング 62 日産プリンス福井販売株式会社
16 富士興産株式会社 63 ネッツトヨタ福井株式会社
17 株式会社クスリのアオキ 64 理研産業株式会社
18 株式会社光陽 65 株式会社大西商事
19 株式会社クリンテック 66 株式会社アイビックス若狭支店
20 株式会社協立技術工業 67 つじ会計事務所
21 株式会社若狭開発技術センター 68 株式会社ほっとリハビリシステムズ
22 株式会社関電パワーテック 69 株式会社塩浜工業
23 関電プラント株式会社 70 株式会社下畑組
24 宮川興業株式会社 71 株式会社 NESI 敦賀事務所
25 山惣工業株式会社 72 株式会社 WADA 工業
26 小浜信用金庫 73 株式会社福井銀行
27 福井ゼロックス株式会社 74 敦賀信用金庫
28 福井県農業協同組合 75 株式会社日本ピーエス
29 岬工業株式会社　若狭支店 76 有限会社耕雲商事
30 HondaCars 小浜　小浜店 77 株式会社イワタ
31 株式会社あめりか屋 78 株式会社ジャクエツ
32 株式会社時岡組 79 株式会社奥井海生堂
33 株式会社アトックス 80 京福コンサルタント株式会社
34 デンヨー株式会社 81 若越印刷株式会社
35 株式会社ナフコ 82 進工業株式会社
36 株式会社若狭物流 83 敦賀電機工業株式会社
37 株式会社福井サーボ 84 株式会社エイコー技術コンサルタント
38 株式会社福邦銀行 85 株式会社アイケープラスト
39 株式会社北陸サーマル 86 敦賀市役所
40 株式会社木内計測若狭事業部 87 美浜町役場
41 株式会社澤村（SAWAMURA） 88 若狭町役場
42 三津井証券株式会社 89 小浜市役所
43 社会福祉法人敦賀市社会福祉協議会 90 おおい町役場
44 若狭実業株式会社 91 高浜町役場
45 新日本海事工業株式会社 92 敦賀美方消防組合
46 有限会社かつみソーイング 93 若狭消防組合
47 株式会社山口工業 94 自衛隊福井地方協力本部敦賀地域事務所


