
 

 

 
 「合同企業説明会 京都ジョブ博」出展企業募集について 

 

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、2021 年 6 月 4 日（金）on-line 形式・2021 年

6月 6日（日）対面形式の 2日間で、京都最大級の「合同企業説明会 京都ジョブ博」を開催いたしま

す。この説明会は、人手不足や人材難を課題とする企業に対する求職者マッチングイベントとして開

催するものです。 

開催にあたり、京都中央信用金庫とお取引があり、京都府内の本社または事業所で採用予定、また

は今夏に低回生向けインターンシップを実施する企業を対象に、出展を募集しますので、参加申込フ

ォームからお申込みください。 

なお、申込期限は 2021年 4月 23日（金）13時となっております。 

お問い合わせ等ご不明な点は、当金庫本支店窓口にお尋ねください。 

 

記 

 

募集概要 

名  称 合同企業説明会 京都ジョブ博 

日  時 
2021年 6月 4日（金）  on-line形式 10:00～16:30 

2021年 6月 6日（日）   対面形式 10:00～18:00 

会  場 京都経済センター２F「京都産業会館ホール」 

募 集 社 数 30社(応募多数の場合は抽選となります) 

出 展 料 無料 

出展募集企 業  

京都中央信用金庫とお取引があり、京都府内の本社または事業所で 

採用予定のある企業（今夏に低回生向けインターンシップを実施する 

企業も同時募集） 

主  催 
京都中央信用金庫、京都府、京都ジョブパーク、 

京都府中小企業人材確保推進機構 

申 込 期 限 2021年 4月 23日（金）13時（期限厳守） 

参加申込フォーム https://www.kyoto-is.jp/chushin2021/ 

                                          以上                           

https://www.kyoto-is.jp/chushin2021/


合同企業説明会 京都ジョブ博

出展企業募集のご案内
京都最大級のリクルート＆インターンフェア「京都ジョブ博」。
今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、求職者の参加方法を
対面とon-lineの選択制に、また、開催日・時間帯を区切った出展企業交代制により、
2021年６月４日（金）・6 日（日）に開催します。
4/23（金）まで、出展企業を募集しますので、応募フォームからお申し込みください。

開催概要

[募 集 企 業］京都中央信用金庫とお取引があり、京都府内の本社または事業所で採用予定の

ある企業（今夏に低回生向けインターンシップを実施する企業も同時募集）

[今回募集枠］３０社 ※応募多数の場合、抽選となります。

[出展参加費] 無料
[実施までのフロー]

募集概要

申込締切
4/23(金)13時

出展企業決定
4/27（火）予定出展企業募集開始

参加要件
登録・提出確認

【参加申込フォーム】◆URL https://www.kyoto-is.jp/chushin2021/

2021年
6/4（金）
6/6（日）
フェア当日

[開 催 日 時］≪onｰline形式≫ 2021年6月4日（金）10:00~16:30
１社あたり25分でZOOMによる企業説明会となります。
出展スケジュールは、事務局にて決定とさせていただきます。
onｰlineのみでの参加はできません。

≪対 面 形 式≫ 2021年6月6日（日） 10:00~18:00
1社あたりの出展時間は2時間となります。
出展枠は、事務局にて決定とさせていただきます。
対面形式のみでの参加はできません。

[会 場] ≪onｰline形式≫ 貴社内 ZOOMでのご対応
≪対 面 形 式≫ 京都経済センター２F「京都産業会館ホール」

(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地）

[参加対象者] 2022年3月大学等卒業予定者（留学生含む）および一般求職者
インターンシップを希望する3回生以下の低回生

[出展企業数] 100社

[イベント概要］ on-line形式 および対面形式 のセット型説明会
on-line： on-lineミーティングツール「Zoom」を活用した8社同時進行による

企業説明・質疑応答（1社あたり25分の企業説明・質疑応答）

対 面：新型コロナウイルス感染症予防対策として、消毒・検温・動線誘導等を徹底
し、１日4部制（25社ずつ）に分け、1社あたりのご出展時間は2時間とし1回
あたり25分の企業説明・質疑応答を4回実施、出展時間終了後、希望者があ
る場合は1回あたり15分×3回の個別ディスカッションを設定

× presents

事前セミナー
5/18（火）



新型コロナウイルス感染症対策

■on-line形式と対面形式を別日設定することで、参加者を分散

【on-line】 ・8社同時進行で、30分ごとに企業を変更（企業説明時間25分＋インターバル5分）

【対面式】 ・同時刻の出展企業数25社、2時間ごとに、出展企業を交代（4部制）
・出展時間は2時間とし、1ターン30分（企業説明時間25分＋インターバル5分）×4回
・希望者がいた場合は、続けて個別ディスカッション（1回あたり15分）×3回
・1ブースにつき、5名までの参加
・企業ブースには飛沫予防シートを設置
・説明終了後、企業担当者及びスタッフで随時消毒
・受付を複数準備し、入口付近に密集しないように分散誘導
・入場時に検温・消毒・分散誘導を徹底、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置、混雑時は、入場を制限

6/4【on-line】 出展スケジュール

6/6【対面形式】 出展スケジュール
A-① 1～25社 B-① 26社～50社

A-② 51社～75社 B-② 76社～100社

9:00

9:30

10:00 企業説明①

10:30 企業説明②

11:00 企業説明③

11:30 企業説明④

12:00 個別ディスカッション①

12:15 個別ディスカッション②

12:30 個別ディスカッション③

12:45

13:00 企業説明③

13:30 企業説明④

14:00 個別ディスカッション①

14:15 個別ディスカッション②

14:30 個別ディスカッショ③

14:45

15:00 企業説明③

15:30 企業説明④

16:00 個別ディスカッション①

16:15 個別ディスカッション②

16:30 個別ディスカッション③

16:45

17:00 企業説明③

17:30 企業説明④

18:00 個別ディスカッション①

18:15 個別ディスカッション②

18:30 個別ディスカッション③

18:45

企業受付

企業説明①

企業説明②

A-①

社名版入れ替え

A-②

企業受付

終　　　了

企業受付

企業説明①

企業説明②

B-①

社名版入れ替え

B-②

企業受付

企業説明①

企業説明②



【お問合せ】 （受付時間：月~金曜日 9:00～17:00）

京都ジョブパーク 企業支援コーナー（京都企業・求職者マッチング推進業務）

担当:宮地（みやち） Email：m-miyachi@kyoto-jobpark.jp

TEL. 075-682-8948 FAX. 075-682-8949

〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ東館2階

主催：京都中央信用金庫、京都府、京都ジョブパーク、京都府中小企業人材確保推進機構

（京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、

（一社）京都経営者協会、（一社）京都経済同友会、（公社）京都工業会、
日本労働組合総連合会京都府連合会、京都労働局、京都府、京都市、京都府市長会、
京都府町村会）

協賛：公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団
協力：京都中小企業家同友会

◇特記事項◇

※関連諸法規や公序良俗に反する場合、運営事務局が妥当でないと判断した場合、お申込をお受けできない場合が
ございます。

※取扱求人数は原則2職種までとなります。（3職種以上となる場合は、別途ご相談させていただきます）

※本説明会開催に係る書類のご提出・ご登録・情報入力等が期限に間に合わない場合は、ご参加いただけません。

※出展決定後のご辞退はご遠慮いただきますようお願いいたします。

申込にあたっての留意事項

＜対象事業者＞

□ 京都府内に本社または事業所があり、京都府内勤務の正社員求人が提出可能であること
□ 雇用保険適用事業者であること

＜出展確定後に実施いただくこと＞
□ イベントの告知等に必要な資料の提出・システムの登録・入力
・ジョブこねっと※への登録・掲載 ※企業と求職者のWEBマッチングサイト
・『京都ジョブパーク企業応援団』の登録(既登録者は不要)
・子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言の提出 ※行動宣言については別紙ご参照ください

【行動宣言について】 https://www5.city.kyoto.jp/kigyo/res/seminar/client/328_2.pdf
【行動宣言登録用紙】 https://www5.city.kyoto.jp/kigyo/res/seminar/client/328_3.xlsx

(ご提出済みの宣言が、実施期間中である場合は、新たにご提出は不要)

＜事前説明会及び当日のご参加＞
□ On-line事前セミナーには、必ずご参加をお願いします。

※【2021年5月18日（火）10:00～12:00】
（内容：企業説明会での魅力的な企業紹介セミナー及び合同企業説明会当日の事前説明）

□ 企業説明会当日は、必ず採用担当者のご参加をお願いします。

＜開催後に実施いただくこと＞
□ アンケート、本イベント後の採用並びに内定状況等を電話・メールまたはFAXでの調査へのご協力

＜その他＞
□ インターンシップの受入れが可能の場合は、低回生参加者へインターンシップのご説明をお願いします。
□ 貴社HPへの掲載など、求職者向け広報にご協力お願いします。

＜ 申込締切：2021年4月23日(金)13時 ＞
※申込書に記載いただいた情報は、本イベント運営のみに利用させていただきます。

申込方法（申込にあたっての留意事項をご確認の上、下記URLよりお申込ください）

【参加申込フォーム】◆URL https://www.kyoto-is.jp/chushin2021/


