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無料職業紹介 

 

福井暮らすはたらくサポートセンター、２９１ＪＯＢＳ 

 

 福井暮らすはたらくサポートセンター（福井オフィス）では、ＵＩターン希望者等
を対象に無料職業紹介を行っています。 

 福井暮らすはたらくサポートセンターのインターネットサイトが「291JOBS」です。 

 

【ご利用いただける方】 

 求職者：福井県への移住を希望する県外在住者（社会人） 

     大学生等（大学院、大学、短大、高専、専修学校）で卒業時に福井県内で
就職を希望するもの 

 求人者：福井県内に事業所を置く事業者 

・法人、個人の別を問いません。また、法人である場合、株式会社、
社会福祉法人など、法人の形態を問いません。 

・県外に主たる事業所を置く事業者にあっては、福井県内でエリア
採用をしている事業者に限ります。 

 

【事業概要】 

  社会人向け 学生向け 

求人者情報（事業概要等）の

掲載 
① 〇 〇 

求人情報の掲載 ② 〇 〇 

イベント情報 

（企業説明会等）の掲載 
③ 〇 〇 

インターンシップ情報の掲載 ③  〇 

マッチ

ング 

求職者からの求めに

応じ求人者を紹介 
④ 〇 

△ 

（紹介状の発行は、

いたしません） 

求人者からの求めに

応じ求職者を紹介 
⑤ 〇  

スカウトメール送信 ⑥ 〇  

一斉メール送信 ⑦  〇 

・上記いずれも、無料でご利用頂けます。 

・表中①～⑦は、次項（ご利用方法）の番号に対応しています。 
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【ご利用方法】 

①はじめに 

・291JOBS にご登録ください。 

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/company/login.php 
にアクセスし「会員登録はこちら」をクリックしてください。 

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/company/new.php 
の画面になりますので、会社概要などをご入力ください。 

・なお、291JOBS は、学生向けの「291JOBS 新卒」、社会人向けの「291JOBS 転
職」、求人者向けの「291JOBS 企業」に大別されます。前項の登録は、「291JOBS
企業」への登録となります。ここで入力した内容が、「291JOBS 新卒」「291JOBS
転職」に反映されます。 

 

・291JOBS は、シニア人材の求人にもご利用頂けます。詳しくは、福井県シニア
人材活躍支援センターにお問い合わせください。 

 

②求人情報の掲載について 

・「291JOBS 企業」にてご入力ください。 

・社会人の求職情報については、福井Ｕターンセンターにて掲載審査を行った後、
掲載いたします。 

・掲載イメージは、P11 をご覧ください。 



- 5 - 

③イベント情報（企業説明会等）、インターンシップ情報の掲載について 

・「291JOBS 企業」にてご入力ください。 

・掲載イメージは、P11～をご覧ください。 

 

④マッチング（求職者からの求めに応じ求人者を紹介）について 

・求職者からの求めに応じ、福井暮らすはたらくサポートセンター職員が、求人
者にご連絡（電話、メールなど）をいたします。 

 

⑤マッチング（求人者からの求めに応じ求職者を紹介）について 

・スカウト希望者（社会人のみ）の名簿を「291JOBS 企業」のサイト内でご覧頂
けます。 

・コンタクトを取りたい方の求職者番号および応募してもらいたい求人の求人管
理番号を福井暮らすはたらくサポートセンターにメールか電話で連絡してく
ださい。 

・福井暮らすはたらくサポートセンターが求職者の意向を確認し、求職者に求人
情報をお伝えします。 

・求職者は、求人情報を検討し、条件が合致したら、求人に応募します。（サイト
上での応募、応募書類の送付等） 

・求人者にて書類選考後、面接日を求職者に通知ください。 

・求人者、求職者間で面接を行ってください。 

・⑥のように、福井暮らすはたらくサポートセンターを介さず、求人者、求職者
間で直接やりとりをしていただいても構いません。 

 

⑥スカウトメール送信について 

・スカウト希望者（社会人のみ）の名簿を「291JOBS 企業」のサイト内でご覧頂
けます。 

・「291JOBS 企業」を操作し、コンタクトを取りたい方あてスカウトメールを送
信いただけます。なお、スカウトメールには、応募してもらいたい求人の「求
人管理番号」等を記載が必要です。 

・求職者は、届いた求人情報を検討し、条件が合致したら、求人に応募します。
（サイト上での応募、応募書類の送付等） 

・求人者にて書類選考後、面接日を求職者に通知ください。 

・求人者、求職者間で面接を行ってください。 

・スカウトメールを送付しても求職者の条件に合致しない場合は反応がございま
せん。 

・求職者によってはスカウトメールを希望しない方もいます。この場合は、⑤の
方法によってください。スカウトメールを希望する方に、⑤の方法を採ってい
ただいても構いません。 
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⑦一斉メール送信について 

・「291JOBS 企業」のサイト内で、学生登録者宛てに一斉メールを送信すること
ができます。この場合、送信先を、学年別に選択することはできますが、学部
や居住地別に選択することはできません。 

・メール送信は、月３回までです。 

 

【福井暮らすはたらくサポートセンター】 

 ・福井オフィス 

   所在地 〒910-0858 福井市手寄 1 丁目 4-1 AOSSA 7 階 
   TEL 0776-43-6295 
   Mail fukui-utcenter@pref.fukui.lg.jp 
   受付時間 朝 9 時～夕方 6 時 
   URL https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/uiturn/guide/office.php 

 

 

 
 

 

 ・県外オフィス 

    企業パンフレットをお送り頂けますと、利用者に配布します。 

    大学キャリアセンター職員の紹介をいたします。 

      企業売込謝絶、入構謝絶等の対応を採っている大学もございます。 

      また、同行は原則いたしません。ご了承ください。 

 

  東京オフィス 
   所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 
  東京交通会館 8 階 ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター内 
   TEL 03-6273-4322（直通） 
   Mail fukuiutc-tokyo1@pref.fukui.lg.jp 
   受付時間 朝 10 時～夕方 6 時（仕事の相談は夕方 5 時まで） 
 休み：月曜・祝日・年末年始（日曜は移住相談のみ） 
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  大阪オフィス 
   所在地 〒541-0048 大阪市中央区瓦町 2 丁目 2-14 福井県大阪事務所内 
   TEL 06-6226-1688 
   Mail fukuiutc-osaka1@pref.fukui.lg.jp 
   受付時間 朝 10 時～夕方 5 時／休み：土・日・祝日 
 
  京都オフィス 
   所在地 〒604-8152 京都府京都市中京区 
 烏丸通蛸薬師下ル手洗水町６７８ 福井銀行京都支店内 
 （地下鉄烏丸線 四条駅・阪急京都線 烏丸） 
   TEL 075-366-3224 
   Mail fukuiutc-kyoto1@pref.fukui.lg.jp 
   受付時間 朝 10 時～夕方 5 時／休み：土・日・祝日 
 
 
  名古屋オフィス 
   所在地 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 
 ＫＤＸ名古屋駅前ビル１３Ｆリージャスビジネスセンター内 
   TEL 052-588-5327 
   Mail fukuiutc-nagoya1@pref.fukui.lg.jp 
   受付時間 朝 10 時～夕方 5 時／休み：土・日・祝日 
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その他の無料職業紹介事業 

 

 福井暮らすはたらくサポートセンター、291JOBS 以外にも、次の無料職業紹介事業
を行っています。 

 

 県の窓口 

オフィス サイト 

若年者 

ふくいジョブステーション 

所在：福井市西木田 2 丁目 8-1 

福井商工会議所ビル１階 

TEL：0776-32-4560 

https://www.fukui-

jobcafe.com/ 

シニア人材 

福井県シニア人材活躍支援センター 

所在：福井県福井市手寄 1 丁目 4-1 

AOSSA 7 階 

TEL：0776-43-0881 

https://291jobs.pref.fu

kui.lg.jp/senior-jinzai/ 

スポーツ人材 

（国体選手等） 

スポジョブふくい 

所在：福井市大手 3 丁目 17-1 

（県庁 5 階 スポーツ課内） 

TEL：0776-20-0540 

mail：sports@pref.fukui.lg.jp 

https://www.pref.fukui

.lg.jp/doc/013710/sup

ojyobu.html 
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企業情報の広報 

 

２９１ＪＯＢＳ 

 

 「291JOBS」は、福井県公式の就活支援サイト。Google で「福井で就職」と検索す
ると、最初に表示されるサイトです（令和４年１２月現在）。 

 

【特徴】 

・企業情報、求人情報、イベント情報、インターンシップ情報等を掲載いただけます。 

・「新卒」と「転職」に分かれており、それぞれ対象に応じた情報発信が可能です。 

・自社動画の掲載が可能です（Youtube にアップロードいただいたものを 291JOBS
の画面上で表示します。）。 

 

《企業概要の掲載例》 
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《学生が参考にする「キャリアプラン」「先輩社員の声」も掲載いただけます》 
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《求人情報掲載例》 

 

《イベント情報掲載例》 
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《インターンシップ情報掲載例》 

 

【ＵＲＬ】 

・新卒 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/ 

・転職 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/uiturn/ 

・企業（管理） https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/company/login.php 

 

【ご利用方法】 

 「福井暮らすはたらくサポートセンター、２９１ＪＯＢＳ」のご利用方法（P4）を
ご覧ください。 

  



- 13 - 

合同発送事業 

 

 県と福井県経営者協会は、協同で、企業情報（リーフレット等）を、県外大学３年
生等の実家に宛てて郵送しています。県庁の封筒に合封することで開封率を高めると
ともに、学生だけでなく保護者に対する認知度をも高めます。 

 

【実施時期】 

  年２回程度（令和４年度の例：８月上旬、１月下旬） 

 

【ご応募いただける企業】 

  291JOBS 登録企業（P4）、県経営者協会会員 

・新卒学生を採用する予定の企業に限ります。 

・１回につき 20 社程度を上限とし、申込多数の場合は、県内に本社のある
企業、申込先着の企業を優先いたします。 

 

【発送先】 

  県外に進学した大学３年、短大１年の学生の実家住所あて 
  ※在籍大学の地域別、文理別などに分けて発送可能。詳細はお問い合わせください。 

 

【利用料金】 

  送付する内容物の重さや送付数によって利用料金を計算します。 

１通当たりの重量（ｇ） ～40 ～60 ～100 ～120 ～150 ～200 

１通当たりの料金 60円 80円 100円 120円 150円 180円 

   ※上記は、令和４年１月の際の例。実施回により変更する場合があります。 

 

【申込の流れ】 

  １ 実施回ごとに、県から 291JOBS登録企業あてメールで案内 

  ２ 企業から県（経営者協会）に申込み 

  ３ 県（経営者協会）から企業あて、必要部数、利用料金等を案内、収納 

  ４ 企業から県（経営者協会）あて、発送物（企業リーフレット等）を納品 

  ５ 県（経営者協会）において合封作業、発送 

 

【お問い合わせ先】 

・福井県定住交流課 
  TEL：0776-20-0638 

・福井県経営者協会 
  TEL：0776-63-6201／FAX：0776-63-6202 
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「先輩から後輩へ」情報発信事業 

 

 県は、高校卒業後進学した方を対象に、就職情報提供の可否を確認しており、提供
可とした人の名簿を作成しています。また、県の就職情報提供サイト「291JOBS」(P9)
に登録した学生の名簿もあわせて管理しています。 

 この事業は、就活先輩サポーターから、上記県管理名簿のうち就活先輩サポーター
が卒業した大学の在籍学生に向けて、メール等により情報発信をすることで、福井県
へのＵターン、企業ＰＲ等を促進するものです。 

 

【情報発信形態】 

 電子メール、郵便（日本郵便）のいずれか 

メール 
学生に直接届きますが、県にメールアドレスを登録している学生は少数

にとどまっています。 

郵便 
多くの学生に届けられますが、県に登録されている住所の多くが実家の

ものですので、県外学生の手に届くまでには時間がかかります。 

 

【情報発信方法】 

 ・就活先輩サポーターは、所属企業を通じ、県に依頼をしてください。 

  （発信希望日の２週間前まで。一定の様式があります。） 

  就活先輩サポーターが不在の企業は、ご利用いただけません。 

 ・発信するメッセージの内容は、後輩に、福井県内企業への就活、福井県内での生
活に関心を抱かせるようなものとします。所属企業のＰＲでも構いません。 

 ・メール発信の場合、１ＭＢ以下のファイル（PDF等）を添付することができます。 

 ・郵便物発送の場合、所属企業のパンフレット等を添付することができます。 

  郵送料は所属企業の負担とします。必要分の切手を予め県に納めてください。 

 ・宛名ラベルの作成、発送は県が実施します。登録学生の住所等、個人情報は、就
活先輩サポーターおよび所属企業にはお伝えしません。 

 ・発信・発送をするメール、郵便物には、県が就活先輩サポーターの依頼を受けて
発信するものであることを書き添えます。（例：封書・宛名ラベルへの記載等） 

 ・年度内に、就活先輩サポーター１人につき母校の在籍学生に３回まで送れます。
ただし、同じ学校出身の就活先輩サポーターが複数いる場合はあわせて３回とし
ます。 

   （例） 甲社─┬─Ａ校出身サポーター 

          ├─Ａ校出身サポーター 

          └─Ｂ校出身サポーター → Ｂ校在籍者に３回／年度 
 
 
 
 ・学部・性別等の選択はできません。その大学の在籍者全員に送ることとします。 

     サポーター →  企業    →     県     → 学生 
             （文案作成）         （切手等負担）  （発送依頼） （宛名ラベル作成・封筒提供）  （発送） 
 

  

Ａ校在籍者に 
二人あわせて３回／年度 
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（参考）福井県出身の学生（全学年）が２０名以上在籍する県外大学等 
北陸 金沢、金沢工業、富山、金沢学院、公立小松、北陸 
関西 立命館、京都産業、龍谷、同志社、関西、神戸、京都女子、大阪、近畿、京都橘、関西学

院、京都、滋賀、佛教、関西外国語、大阪府立、大阪市立、京都光華女子、大阪学院、大阪
産業、大阪商業、兵庫県立、神戸学院、京都先端科学、同志社女子、大谷、福知山公立、京
都外国語、京都造形芸術、追手門学院、大阪芸術、武庫川女子、神戸女子、滋賀県立、京都
建築大学校（専）、大阪教育、京都教育、神戸市外国語、長浜バイオ、京都医健専門、大阪
経済法科、阪南、京都コンピュータ（専）、京都製菓製パン技術専門（専） 

中京 名古屋、中京、愛知学院、静岡、名城、岐阜協立、信州、名古屋外国語、日本福祉、中部、
名古屋学院、岐阜聖徳学園、名古屋工業、名古屋商科、愛知工業、中部学院、岐阜、東海学
園、 

関東 
甲信越 

早稲田、日本、都留文科、法政、中央、明治、東京、慶應義塾、筑波、日本体育、専修、横
浜国立、東海、千葉、駒澤、東京都立、創価、立教、群馬、国士館、駒澤、高崎経済 

 ※これ以外の県外大学や県内大学への発信もお受けします。 

 

【お申し込み、お問い合わせ先】 

福井県 交流文化部 定住交流課 学生就職支援グループ 

所在 〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

TEL 0776-20-0638 

Email teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp 
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企業ＰＲパネル展示（スクエアカフェ＆オンライン） 

 

 福井駅東口アオッサ７階の「Ｆスクエア」は、県内大学の連携施設です。共通講義
を行うほか、学生がくつろげるフリースペース（スクエアカフェ）を設けており、学
生が集まる拠点となっています。 

 この特徴を活かし、学生の就職活動支援も行っており（この機能を「キャリアナビ
センター」と称しています。）、施設内で企業のＰＲパネル展示、広報パンフレットの
設置などを行っています。 

 

【展示概要】 

 スクエアカフェ 

（アオッサ７階） 

ＳＮＳ 

（Twitter、LINE、ホームページ） 

展示内容 

・ポスター、バナースタンド 

・貴社製品（見本） 

・ＴＶモニターで動画再生 

・企業紹介 

・先輩社員紹介 

 

【利用料金】 

  無料 

 

【展示期間】 

  ２週間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お申し込み、お問い合わせ先】 

Ｆスクエア・キャリアナビセンター 

所在 〒910-0858 福井市手寄１丁目４－１ アオッサ７階 

TEL 0776-97-6820 

Mail info@f-careernavi.com 
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就活イベント 

 

県主催の就活イベント 

 

 県内企業と学生が接点をもつ機会を設けています。 

 
 

【合同企業説明会・業界研究会・面接会】 

・ふるさと企業魅力発見キャリアフェア 

県下最大規模の合同企業説明会。参加企業にはブースを設けていただき、訪問し
てきた学生にパワーポイント スライドの使用等により自社・業界の説明をして
いただきます。令和４年度は、令和５年３月６日にサンドームにおいて 220 社参
加のもと実施予定。 

・ふくいに決めようＵターン就職フェア 

名古屋、京都などの都市圏で行う合同企業説明会。参加企業にはブースを設けて
いただき、訪問してきた学生にパワーポイント スライドの使用等により自社・
業界の説明をしていただきます（令和３年度は、感染症拡大防止のため中止。）。 

・WEB 合同企業説明会 

オンラインツールを用いた合同企業説明会。令和４年度は令和５年３月中旬に
120 社の参加のもと実施予定。また、当日の様子を後日アーカイブ配信予定。 

・ミニ合同企業説明会 

参加企業には簡易ブースを設けていただき、訪問してきた学生にパワーポイント 
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スライドの使用等により自社・業界の説明をしていただきます。令和４年度は、
９月に 132 社参加のもと、Ｆスクエア・キャリアナビセンター（P16）において
実施（企業：来所。学生：ハイブリッド（対面 or オンライン）） 

 

・ご参加いただける企業 

291JOBS の登録企業（P4）であれば、どなたでもご応募いただけます。ただし、
応募企業数が募集定員を超えた場合は、就活先輩サポーター登録企業を優先する
など、選定を行わせていただく場合があります。 

・参加料 

無料 

 

【学生と企業の交流会】 

・縁 job（県内・Web で実施） 

若手社会人と学生とが就活、仕事、福井での生活などをざっくばらんに話す交流
会。企画は、学生が中心になって行います。令和４年度は、７月、８月、１０月
にＦスクエア・キャリアナビセンター（P16）で実施したほか、１２月には県産
業会館（福井市下六条町）で約 80 社参加のもと実施予定。 

 

・就活☆ふくい（県外・Web で実施） 

若手社会人と学生とが就活、仕事、福井での生活などをざっくばらんに話す交流
会で、県外で実施します（令和４年度は、東京、名古屋、大阪、京都にて開催）。 
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・女子会 

女性限定で、若手社会人と学生とが就活、仕事、福井での生活などをざっくばら
んに話す交流会。（令和４年度は、１２月に京都と大阪において、３月に福井にお
いて実施予定） 

・ご参加いただける企業 

就活先輩サポーター（P31）の登録企業であれば、どなたでもご応募いただけま
す。ただし、応募企業数が募集定員を超えた場合は、選定を行わせていただく場
合があります。 

・参加料 

無料 

 

【インターンシップガイダンス】 

・福井県インターンシップ合同ガイダンス 

福井県インターンシップ合同ガイダンス（P23）の参加企業が学生向けに自社の
プログラムを説明。 

・北陸３県Ｕターンフェス 

自社のインターンシッププログラム、1day 企業説明会を学生向けに紹介。県内企
業のほか、石川県、富山県の企業も参加。 

・ご参加いただける企業 

291JOBS の登録企業（P4）であれば、どなたでもご応募いただけます。ただし、
応募企業数が募集定員を超えた場合は、就活先輩サポーター登録企業を優先する
など、選定を行わせていただく場合があります。 

・参加料 

無料 

 

【理系対象イベント】 

・業界研究会、企業見学会 

主に理系学生、大学教員を対象に、県内企業の魅力を紹介。 

・ご参加いただける企業 

291JOBS の登録企業（P4）を中心に、お声かけさせていただきます。 

・参加料 

無料 

 

【業界研究セミナー】 

・しごとカフェ 

県内企業社員間のトークセッション、学生との交流会などにより、学生の業界研
究を支援するイベント。Ｆスクエア・キャリアナビセンター（P16）で実施。 
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・ご参加いただける企業 

就活先輩サポーター（P31）の登録企業を中心に、お声かけさせていただきます。 

・参加料 

無料 

 

【県外大学 学内相談会、セミナー】 

・学内相談会、セミナー 

県外大学のキャンパス内で開催されるＵターン相談会、Ｕターンセミナー等。就
活先輩サポーター（P31）にご同行いただき、学生からの相談、質問に応じてい
ただきます。個別企業の紹介を主目的としたものではありませんが、自社での経
験を学生に話すことを通じて、学生との関係を築く機会としてください。 

・参加いただける企業 

就活先輩サポーター（P31）に、お声かけさせていただきます。 

・費用 

県にお支払いいただく参加料等はありません。なお、会場までの交通費等につい
て、県からはお支払いできませんので、各社にてご負担ください。 

 

【保護者向けイベント】 

・保護者向け就職セミナー＆業界研究会 

大学生の保護者を対象に、県内企業や就職活動の最新情報を提供するセミナーを
開催しています。セミナーと合わせて、県内企業のパンフレット配布や業界研究
会を開催し、県内企業を紹介します。 

・ご参加いただける企業 

291JOBS の登録企業（P4）などに、お声かけさせていただきます。 

・参加料 

無料 

 

【お問い合わせ先】 

福井県 交流文化部 定住交流課 学生就職支援グループ 

所在 〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

TEL 0776-20-0638 

Email teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp 

 

※イベントについて、県から事業者に委託をする場合があります。この場合、受託者
をお問い合わせ、申込み先とさせていただきます。 
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就活イベント開催支援 

 

 県内企業が企画・実施をする就活イベント（合同企業説明会など）について、一定
の要件に合致するものは、県が施設提供、広報等の支援をします。 

 

【対象となる就活イベント】 

 次の要件を全て満たすものを対象とします。 

・学生等（大学院、大学、短大、高専、専修学校の在学者）の福井県内での就職
を推進する内容であること。 

・県内企業３社以上が参加すること。 

・参加企業から出展料を徴しないこと。 

 （開催実費を参加企業者間で共同負担することは構いません。） 

・参加学生に個人情報の提供を強要しないこと。 

・県職員が施策を説明する機会を設けること。 

・その他、内容が県後援に相応しいものであること。 

 

【支援内容】 

 ・場所の提供 

福井駅東口アオッサ７階のＦスクエア・キャリアナビセンター（P16）を無料
でお使いいただけます（他の場所で開催していただいても構いません。）。 

 ・広報の支援 

・県の広報媒体（ホームページ、学生対象メルマガ、LINE、大学キャリアセン
ター宛てメール）で周知をします（無料）。 

・学生住所（主に実家）に宛ててチラシ等の郵便物を送付します。 

 合同発送事業（P13） 

「先輩から後輩へ」情報発信事業（P14） 

封筒は、県が提供します。内容物の封入作業および切手貼付は参加企
業にご負担いただきます。それを県が保有する学生情報に基づき、県
が発送します。学生情報を参加企業にお伝えすることはできません。 

 ・参加学生の交通費支援 

・実施イベントは、交通費支援（P34）の対象とします。実施イベントを福井
県内で開催する場合で、県外大学等の学生が参加するときは、福井までの交
通費を支援します。 

 

【備考】 

・チラシの作成（制作、印刷等）は、参加企業にてお願いします。作成した電子デ
ータ（jpg等）を県の広報媒体で周知することは可能です。 
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【お申し込み、お問い合わせ先】 

 

福井県 交流文化部 定住交流課 学生就職支援グループ 

所在 〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

TEL 0776-20-0638 

Email teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp 
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大学生との接点づくり 

 

福井県インターンシップ 

 

 インターンシップは、就業体験を通じた学生の皆さんの成長の場であるとともに、
企業にとっても、自社の事業内容や職場について理解を深めてもらう貴重な機会です。
社員教育の効果も見込めます。 

 そこで、福井県では、福井県経営者協会と協同で「福井県インターンシップ」事業
を行っております。これは、県内企業の夏季インターンシップを取りまとめ、募集・
広報等をするものです。 

 令和４年度は、企業 111 社へ、のべ 441 名の学生が参加しました。 

 

【特徴】 

広 報：福井県が、学生への広報活動を一手に担いますので、各社が独自で行うよ
り、広範に効率的に周知することが可能です。 

※学生の実家へダイレクトメール発送、ホームページ掲載、大学への案内、
学内ガイダンス開催等 

研 修：学生向けの事前・事後研修を行います。教育効果が高まることで大学に受
け入れやすいものとなっており、大学を通じた学生への周知がなされます。 

マッチング：学生に対し、意向・特性にあった参加企業（プログラム）を紹介し、より
多くの参加を図ります。 

プログラム：日程、内容は、各社の特性に応じ、各社独自に組んでいただけます（ただ
し、５日以上のプログラムにしていただくなど、一定の要件があります。）。 

無 料：参加費は無料です（学生受入れ期間に各社で発生した費用は、各社でご負
担ください。）。 

 

【スケジュール】※感染症の状況等で大幅に変わる可能性があります 

 ３月下旬 企業←─県 企業説明会 

 ３月下旬～４月上旬 企業─→県 企業申込受付 

 ４月下旬～５月上旬     県─→学生 学生説明会 

 ５月上旬 企業─→ ─→学生 合同ガイダンス 

 ６月中旬     県←─学生 学生申込受付 

 ６月中旬～７月中旬 企業←→県←→学生 インターンシップ先のマッチング 

 ７月中旬     県─→学生 事前研修会 

 ８月上旬～９月下旬 企業←─ ─→学生 インターンシップ実施 

 ８月中旬～９月下旬 企業─→県←─学生 実施結果報告 

 １１月上旬     県─→学生 事後研修会 
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【ご参加いただける企業（団体）】 

 福井県内に事業所を有する企業（団体） 

業種・規模は問いませんが、福井県内の事業所で研修を行い、企業理解や社会
人基礎力の醸成、就業意識の向上につながるカリキュラムを準備できる企業
（団体） 

 

【対象学生】 

 大学２・３年生、大学院１年生、短期大学１年生、高専４年生・専攻科１年生 

 （大学の所在地（県内・県外）は問いません。） 

 

【実施コース】 

 ・長期コース（10日間/２週間） 

 ・一般コース（５日間/１週間） 

 ・都市圏開催コース（複数の企業の東京の事業所を巡るコース） 

 ・職種探求コース（特定の職種につき、複数の企業を巡るコース） 

 

【備考】 

・学生に対し賃金等の支払いは必要ありません。 

・交通費・食事代は学生負担としています。 

・研修中の参加学生の事故について、企業（団体）は責任を負わないこととしていま
す。※学生は傷害賠償保険等に加入を義務付けています 

・実施期間終了後、企業（団体）は学生に対する評価を行い、福井県経営者協会に報
告書を提出していただきます。※報告書は実施結果報告書に掲載いたしますので予めご了

承ください。 

・詳細は、「291JOBS」をご覧ください。 

 《291JOBS》 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/internship/ 
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【お問い合わせ先】 

・福井県 交流文化部 定住交流課 学生就職支援グループ 

TEL 0776-20-0638 

・福井県経営者協会（事業受託者） 

所在 〒918-8004 福井市西木田 2 丁目 8 番 1 号（福井商工会議所ビル 7F） 

TEL 0776-63-6201／FAX：0776-63-6202 

Email info@fukuikeikyo.jp 

URL http://fukuikeikyo.jp 
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オンライン企業研究会／１day 企業見学会 

 

 学生による企業研究の場として、１日など短期間の企業見学が普及しています。 

 そこで、福井県では、福井県経営者協会と協同で「オンライン企業研究会」「１day
企業見学会」事業を行っております。これは、県内企業の冬季間の見学会を取りまと
め、募集・広報等をするものです。 

 

【特徴】 

広 報：福井県が、学生への広報活動を一手に担いますので、各社が独自で行うよ
り、広範に効率的に周知することが可能です。 

＊学生の実家へダイレクトメール発送、ホームページ掲載、大学への案内、
学内ガイダンス開催等 

プログラム：日程、内容は、各社の特性に応じ、各社独自に組んでいただけます。 

無 料：参加費は無料です（学生受入れ期間に各社で発生した費用は、各社でご負
担ください。）。 

 

【実施コース（令和４年度の例）】 

 オンライン企業研究会 1day企業見学会 

概要 Web を活用した説明会 企業訪問による説明会 

実施時期 １１月下旬～１月中旬 ２月上旬～２月下旬 

受入学生 大学１～３年、大学院１年、短

期大学１年、高専４年・専攻科

１年 

同左 

プログラム ２時間程度 

業界動向、企業紹介、経営方針、

商品紹介、先輩社員との交流な

ど 

半日～１日 

企業紹介、職場紹介、就業体験、

先輩社員との交流、ワークショ

ップなど 

 

【スケジュール】※感染症の状況等で大幅に変わる可能性があります 

 １０月上旬 企業←─県 企業説明会 

 １０月上旬～１０月中旬 企業─→県 企業申込受付 

 １０月上旬～１０月中旬 企業─→県 Web 編プログラム内容申請 

 １１月中旬～１１月下旬 企業─→県 探求編プログラム内容申請 

 １１月上旬～１１月中旬     県─→学生 広報 

 １１月下旬～ １月中旬 企業←─ ─→学生 オンライン企業研究会実施 

  ２月上旬～ ２月下旬 企業←─ ─→学生 1day 企業見学会実施 
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【参加いただける企業（団体）】 

 福井県内に事業所を有する企業（団体） 

・業種・規模は問いませんが、福井県内の事業所で研修を行い、企業理解や社
会人基礎力の醸成、就業意識の向上につながるカリキュラムを準備できる
企業（団体） 

・「オンライン企業研究会」「1day 企業見学会」の両方にご参加いただける企
業に限ります。 

 

【備考】 

・交通費・食事代は学生負担としています。 

・研修中の参加学生の事故について、企業（団体）は責任を負わないこととしていま
す。※「探求編」は、主催者が参加学生に対して傷害賠償保険等を付保します 

・詳細は、「291JOBS」をご覧ください。 

 《291JOBS》 https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/internship/ 

 

【お問い合わせ先】 

・福井県 交流文化部 定住交流課 学生就職支援グループ 

TEL 0776-20-0638 

・福井県経営者協会（事業受託者） 

所在 〒918-8004 福井市西木田 2 丁目 8 番 1 号（福井商工会議所ビル 7F） 

TEL 0776-63-6201／FAX：0776-63-6202 

Email info@fukuikeikyo.jp 

URL http://fukuikeikyo.jp 
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ＰＢＬ（Projected-based learning―課題解決型学習） 

 

 PBL とは、学生が主体的・協働的に問題を発見し、グループワークやフィールドワ
ーク等を通して課題解決へのアプローチ方法を習得する教育方法（授業の一環）です。 

 福井県では、上記教育目的を前提として、県内企業や地域（自治体など）の課題を
素材とし、教員と（課題の当事者である）企業や自治体がともに学生指導の一翼を担
うスタイルを目指し、県内大学・短大・高専と協同してこれを推進しています。 
 

  地元就業志向の醸成 

教育効果 ＋  

  
学生の着想や行動力を 

活かした課題解決のヒント 
   

大学・短大・高専  地域（産業界・自治体） 

 

【事業概要】 

 PBL を実施する契機としては、企業が自社の課題を大学等に持ち掛けるケース、逆
に大学等が企業に提案するケースなど様々ありますが、独自のネットワーク等を持っ
ていなければ、適当な協同相手を探すのに困難が生じることがあります。 

 そのため、ＦＡＡ（ふくいアカデミックアライアンス―県内全ての大学、短期大学、工業高

等専門学校で構成する協議体）では、両者のマッチングを行っており、県内企業から PBL
プロジェクトテーマの募集を行っています。 

 

【対象とする学生、参加形態等】 

 学校区分（院、大学、短大、高専）、学年、学部等に制限はありません。 

 標準的な授業種類・参加形態として、次のような例が考えられます。 

 
「教養」演習 「専門」授業 

「専門」ゼミ・演習 

（卒業論文へ） 

学年 １～２年生 ２～４年生 ３～４年生、修士 

学部 学部学科は混合 特定の学部学科 特定の学部学科 

学生数 十人以上のケースも 数人～十数人 １人～数人 

授業期間 

[うち企業

受入回数] 

週１×半期（15 回） 

[4～7 月または 10～

1 月の中で数回] 

週１×半期（15 回） 

[4～7 月または 10～

1 月の中で数回] 

週１×通年 

（複数年のケースも） 

[月 1、2 回など] 

（長期休暇期間も） 

内容 

課題ヒアリング 

アイデア等提案 

課題ヒアリング 

中間報告打合せ 

アイデア等提案 

課題ヒアリング 

調査・企画 

企画の実践 

企業大学間

の調整頻度 

比較的少ない 中程度 比較的多い 
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【応募いただける企業】 

 福井県内に事業所を有する企業（団体） 

 

【応募】 

 次の事項を下記お問い合わせ先までお知らせください 

  ① プロジェクトのテーマ（貴社のニーズ等） 

  ② 学生に取り組んでもらいたい具体的な内容 

  ③ 学生の専攻や学年（希望があれば） 

  ④ 学生に提供可能な自社のリソース（○○に関する技術を教えられる、資金 等） 

  ⑤ 活動の期間や場所（特に条件等があれば） 

 

【マッチングイメージ】 

 主に次のような観点から、マッチングを実施します（標準的なイメージです。）。 

企業側の受入体制等 大学等側の教育設計（シラバス） 

・受入担当者、社内協力体制 

・経費や提供データ等の取扱い 

・学生の学びの要素 

・学びのプロセス 

・達成目標、評価方針 

 

【実施イメージ】 

 実施に当たっては、主に次のような役割を担います（標準的なイメージです。）。 

受入企業 大学等 

◎社内実習（調査受入等）、現場見学、
大学への出張講義、報告会やメール、
ＳＮＳを通じた指導助言など 

・自社や取組課題の背景等の説明 

・取組課題に関連する業界等のデー
タ、知見等の提供（社内実習、ヒア
リング等への協力） 

・学生の企画提案等に対する指導助
言、逆提案など 

・学生企画を実践する場の提供（また
は共同実施） 

・プロジェクト成果の社内展開 

◎教員は、全体を通して、学生の進捗
管理、活動指導、成績評価を行う 

 

・取組課題に関する基礎知識や分析手
法等の学び 

・企画提案に向けた調査・分析、実験、
ディスカッション 

・企画・提案等の報告、内容のブラッ
シュアップ 

・企画・提案等の実践（商品化など） 

・学びの振り返り、卒業論文等へ 
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【事業の意義・目的】 

 １ ＰＢＬの初期 

   ◎学生が企業を知る機会 （取組課題の“学び”とともに） 

 経営理念や業務内容、取組課題に関する背景や意義をお話しいただくこと
で、学生の理解が深まります。 

［学生が得られるもの］ 
✓業界や御社の強み、面白み   【自社認知】 
✓地方（ならでは）の仕事の魅力 【地 域 性】 
✓中小企業ならではのやりがい  【キャリア】 

 

 ２ ＰＢＬの活動中 

   ◎学生との結びつきを創る （取組課題の“すり合わせ”を通じて） 

 課題に関連する基礎知識や技能のレクチャー、学生の提案等に対するフィ
ードバック・逆提案など、御社をフィールドとした学びの延長上に、地元就
業意識の醸成が図られます。 

［学生が得られるもの］ 
✓学生（座学）の目線と企業現場とのギャップの実体験 
✓社会人との対話経験、プロジェクト実戦力 
✓社風や職場環境のダイレクトな実感 

 

 ３ ＰＢＬの活動終了時 

   ◎自社の課題解決のヒントなど 

例１ 未知の事業領域のヒント 
例２ 自社や業界、市場の客観的な把握（見える化） 
例３ 新商品や業務改善のツール等として展開 
例４ 大学教員の知見や研究シーズの活用 

   ＋大学（教員）と企業（経営者、受入社員）とのつながり 

   ＋受入社員のマネジメント力や“気づき” 

 

【留意事項】 

 実施に当たっては、教育・授業としての水準維持のため、次の点に留意願います。 

  ①学生の活動時間（＝授業時間）、現場への移動制約 

  ②教育効果が最優先（労働力の補填を目的とするものはＮＧ） 

  ③学生の資質やモチベーション、対応キャパに応じて、軌道修正あり 

 

【お問い合わせ先】 

 福井県 総務部 大学私学課 

TEL 0776-20-0245 

Email daishi@pref.fukui.lg.jp 
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就活先輩サポーター 

 

 県内就職したＯＢ・ＯＧから直接、学生に県内企業で働く魅力や仕事の内容などを
伝え、就職を働きかける仕組として「就活先輩サポーター」制度を設けています。 

 

【目的】 

 県内企業の若手社員から、学生やその保護者に向けて、就職活動に関するアド
バイスや企業情報の発信を行うことにより、県内就職を促進します。 

 

【活動内容】 

・学生からのメール、電話による就活等に関する相談に対応 

・県が企画する就活イベント（学生との交流会、セミナー等）に参加し、学生か
らの就活等に関する相談に対応 

就活のそのギモン、福井の先輩に聞いてみませんか？
例えば……

私は○○大学△△学部◇◇年生の☆☆と
申します。御社で就活先輩サポーターをな
さっている方（○○大学△年度卒、女性）
が私の大学の先輩と知り、相談に乗ってい
ただきたくメールをさせていただきました。
相談したいことと申しますのは……

（略）
御回答は、このメールに返信いただく形

で頂戴できればと存じます。また、差支え
がなければ、御都合のよろしいときに直接
お話をお伺いできれば幸いです。

②メールを
書きます
電話でも構いま
せん

①相談相手を探し
ます
このサイトで「就活先
輩サポーター一覧」を
チェック
https://www.pref.fuk
ui.lg.jp/doc/wakatei/
uturn/syuukatusenpai
.html

③メールを連絡担当者あてに送
ります
連絡担当者は「就活先輩サポ
ーター一覧」に記載されてい
ます。その企業の人事担当者
であることが多いです。
連絡担当者がサポーターに
取り次ぎます。

④メールによる回答が
あります
あなた（学生）と就活先輩
サポーターが合意すれば、
直接会ったり電話で話したり
して、話を聞くことも可能
です。

 

 

【登録によるメリット】 

・県が企画する就活イベント（合同企業説明会、学生との交流会、セミナーな
ど）に優先的に参加いただけます。 

・相談に応じることで、学生との接点が生まれます。 

・大学等の後輩の学生に対して情報発信をすることができます（「先輩から後輩
へ」情報発信事業 P14）。 
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【登録方法】 

・随時、下記お問い合わせ先までお申し込みください。 

・県内企業に勤務する若手社員（35歳以下を想定）であればどなたでも登録いた
だけます。 

・一社につき何人でも御登録いただけます。あわせて連絡担当者をお一人お決め
ください（連絡担当者は、就活先輩サポーター以外の方でも構いません。）。 

 

【備考】 

・県が主催する就活イベントを随時案内しますが、参加回数にノルマはございま
せん。 

 

【ＵＲＬ】 

  https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uturn/syuukatusenpai.html 

 

【お申し込み、お問い合わせ先】 

福井県 交流文化部 定住交流課 学生就職支援グループ 

所在 〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

TEL 0776-20-0638 

Email teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp 
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大学との接点づくり 

 

県外大学等キャリアセンターとの交流会 

 

 県内外大学のキャリアセンターと県内企業の人事担当者との交流会を開催するこ
とにより、つながりを強化し、企業による県内外での採用活動をサポートします。 

 

【実施例（令和４年度）】……開催都市、回数は年度により変更があります 

 愛知会場 京都会場 

開催日 １０月２８日（金） １１月４日（金） 

申込いただ

いた大学

※ 

１３校 
愛知学院大学、愛知工業大学、愛

知大学、岐阜協立大学、岐阜女子

大学、中京大学、中部大学、東海学

院大学、東海学園大学、名古屋学

院大学、名古屋商科大学、南山大

学、名城大学 

１６校 
大阪商業大学、大谷大学、京都外国語

大学、京都光華大学、京都産業大学、京

都女子大学、京都橘大学、京都ノート

ルダム女子大学、神戸学院大学、神戸

芸術工科大学、神戸女子大学、同志社

大学、佛教大学、武庫川女子大学・武庫

川女子短期大学部、龍谷大学、立命館

大学 
   
 
 実施方法……大学等キャリアセンターの担当者が座るブースを、企業担当者が訪問 

       名刺交換や自社の事業紹介、意見交換を実施 

      

 

【対象となる企業】 

 福井県内に事業所を有する企業 

働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる企業等、一定の要件を
設ける場合があります。 

 

【参加費】 

 無料 ※各会場への交通費等は各企業にてご負担をお願いします。 

 

【お申し込み、お問い合わせ先】 

福井県人材確保支援センター （上記のほか P40～の事業も実施しています） 

所在 福井市西木田２丁目８－１ 福井商工会議所ビル１階 

TEL 0776-32-4560 
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大学生向け支援 

 

交通費支援 

 

 就職活動で負担になることの一つとして交通費が挙げられます。県外学生が福井県
内で就職活動を十分できるよう、県では交通費の支援をしています。 

 対象になる就職活動として、県主催の就活イベント等のほか、県内企業による採用
面接などの選考活動も含まれます。 

 県外から御社の採用面接等を受けに来られる学生に、ご案内ください。 

 

【申請の流れ】 

     県←─学生 事前申込み 

 企業←─ ←─学生 採用面接のため企業訪問、訪問確認票の記載依頼 

 企業─→ ─→学生 訪問確認票に採用担当者がサイン（または記名押印） 

     県←─学生 交付申請 

     県─→学生 補助金交付 
 

【対象となる就職活動】 

 福井県主催のイベント 
県内企業主催のもの 
（県共催、後援を除く。） 

インターンシップ 〇 
（福井県インターンシップ（P23）） 

× 

業界研究会 〇 × 

企業見学会 〇 
（１day 企業見学会（P26）） 

× 

企業説明会 〇 × 

採用面接  〇 

内定式、 

内定者交流会 
 × 

その他の就活イベント 〇 × 

 

【対象となる学生】 

 県外の大学等（大学（院）、短大、高専、専修学校）に在籍し、県外に居住する方 

  ※学年不問。福井県出身者以外でも構いません。 

 

【支援金額】 

 都道府県別に一定額を支給（上限 14,000円。下表は主な県の例）。年２回まで。 

東京都 14,000円 愛知県 5,000円 

石川県 3,000円 京都府 5,000円 

福井県  大阪府 6,000円 
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【ＵＲＬ】 

  https://f-careernavi.com/support/ 

 

【お申し込み、お問い合わせ先】 

Ｆスクエア・キャリアナビセンター 

所在 〒910-0858 福井市手寄１丁目４－１ アオッサ７階 

TEL 0776-97-6820 

Mail info@f-careernavi.com 
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奨学金返還支援 

 

 県外の大学等で理学、工学、建設関係、情報関係、農林水産学、保健関係（医歯薬
看護学等）の専門分野を履修した方が、正規雇用により福井県に UI ターンした場合、
その方の奨学金返還を応援します。 

 御社の説明会等に参加した県外学生にご案内いただき、採用活動にご活用ください。 

 

【申請の流れ】 

 県←─学生 補助対象の申請 

 県─→学生 補助対象として認定 

    学生←─企業 雇用 

    学生─→機構 奨学金返還（日本学生支援機構等への返還） 

 県←─学生 補助金支払の申請（就職１年後、３年半後、５年半後） 

 県─→学生 補助金支払   （上限 10 万円、50 万円、40 万円） 

 

【対象となる学生等】 

 ⑴～⑸のすべてに該当する方が申請できます。 

⑴ 県外大学の３年生、４年生など 

 

 

・当年度または次年度に県外の大学等

を卒業予定。卒後すぐの４月に就職

する見込みの方（30 歳未満） 

 既卒者 ・認定申請時点で県外に在住する大学

等既卒者で、次の４月までに就職す

る見込みの方（30 歳未満） 

⑵ 奨学金の貸与を受けている方 ・（独）日本学生支援機構等の奨学金が

対象 

⑶ 理学、工学、建設関係、情報関係、

農林水産学、保健関係 医歯薬看

護学等の履修した方 

 

⑷ 専門職や技術職など、履修した

専門分野を活かした就業を希望

する方 

・正規雇用に限ります。 

・対象業種 製造業、建設業、情報通信

業、農林水産業、医療・福祉 等 

⑸ 福井県内への定住希望者 ・県外出身者でも構いません。 

 ※大学等 ＝ 大学、短大、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程 

 

【補助金額】 

 最大100万円 

※支援の時期は、就職して１年半後（20万円）、３年半後（40万円）、５年半後（40
万円）です。日本学生支援機構等への返還額とカッコ内の額を比較し、低い方の
額を補助します。 
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【応募時期】 

・４～６月、１２～１月 ※年により変動することがあります。 

 

【備考】 

・就業する前に申請し、認定を受けないと、支援は受けられません。 

・就職後、県外支店等に配属された場合、その期間は支給を保留します。 

 

【ＵＲＬ】 

  https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uisyougakukin/jigyougaiyou.html 

 

【お申し込み、お問い合わせ先】 

福井県 交流文化部 定住交流課 学生就職支援グループ 

所在 〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

TEL 0776-20-0638 

Email teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp 
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移住者に対する経済的負担の軽減 

 

移住支援金制度 

 

 東京圏から福井県に移住し、「移住支援金対象法人」に就職した場合に、就業や移

住元など要件を満たす移住者に対して、移住先市町から「移住支援金（東京圏型）」

（世帯１００万円※、単身６０万円）を支給する制度があります。 

 「移住支援金対象法人」として登録することにより、東京圏からの移住就職を検

討されている方への強いアピールになります。 

 ※18 歳未満の子を帯同する場合は、子１人につき 30 万円加算される場合があります。 

○移住支援金対象法人の要件 

資本金 

１０億円未満 

※以下に該当する法人は、対象となる場合がありますので、お問い合わせください。 

・概ね出資金 50 億円未満の法人  

   （市町の長の推薦があり、かつ、県知事が認める場合） 

・資本（基本）金 10 億円以上の社会福祉法人、医療法人、 

   学校法人、NPO 等 （営利を目的とする私企業以外） 

・第三セクター（条件あり） 

本店 

所在地 
福井県をはじめとする地方（東京圏以外の地域） 

その他 

・雇用保険の適用事業主であること 

・みなし大企業でないこと 

・官公庁等でないこと 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者 

でないこと 

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと 

 

○就業に関する要件 

就業先 ２９１ＪＯＢＳに掲載している県内求人（随時受付します） 

就業 

条件等 

・週 20 時間以上の無期雇用契約であること 

・２９１ＪＯＢＳ掲載日以降の新規就業 

・移住支援金の対象者が 5 年以上継続して勤務する意思を有していること 

※転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更は対象外 
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○移住支援金対象者の要件 

移住元 

以下の条件を満たす場合に、対象となる可能性があります。 

・住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以上、かつ、直前に連続して１年

以上の期間、 

  ①東京２３区に在住 

    もしくは、 

  ②東京圏に在住し、東京２３区内に勤務していた方 

移住先 

   福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、 鯖江市、あわら市、越前市、 

坂井市、永平寺町、南越前町、越前町、高浜町、美浜町、おおい町、若狭町 

   ※対象市町が追加になる場合、ＨＰ等で公開します。 

  ※越前町、若狭町は 2022 年 4 月 1 日以降転入が対象となります。 

・移住支援金の申請時において転入後３か月以上１年以内の方 

 

※東京圏以外からの移住者に対しても、移住支援金を支給する市町があります。

（福井市、敦賀市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平

寺町、越前町、美浜町、おおい町）就業要件等は実施市町によって異なります。

詳しくは県ホームページ、各市町にご確認ください。 

 

【紹介サイト】 
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uiturn/ijusienkin.html 

 （※「福井県 移住支援金 東京圏型」で検索） 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uiturn/ijyushienkin-zenkoku.html 
 （※「福井県 移住支援金 全国型」で検索） 

 

【申請先・お問い合わせ先】 

福井県 交流文化部 定住交流課 移住定住グループ 

〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

TEL 0776-20-0387 

FAX 0776-20-0644 

Email teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp 

 

  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uiturn/ijusienkin.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uiturn/ijyushienkin-zenkoku.html
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専門家への相談 

 

福井県人材確保支援センター（ふくいジョブステーション） 

 

 事業者の人手不足は、業種や規模を問わず深刻化しています。福井県は福井商工会
議所と連携し、県内企業の人材確保に対する相談窓口として「福井県人材確保支援セ
ンター」を開設しました。人材の確保・育成・定着等について企業の取り組みをサポ
ートします。 

 
 

【人材確保に関する相談対応】 

・中小企業診断士が企業の課題に応じた人材確保・活用策を提案、アドバイスしま
す。 

・求職者支援機関（ハローワーク等）と連携し求職者とのマッチングをサポートし
ます。 

・雇用や人材育成に活用できる補助金・助成金情報を提供します。 

 

【企業向けセミナーの実施】 

・企業の採用力の向上や人材の定着、多様な人材の雇用・活用に関するセミナーを
開催します。 
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 ※過去の開催例 

外国人材活用セミナー 

 

令和２年１２月１０日 

採用力強化セミナー 

 

令和４年２月２日 

不満解消・定着促進に向

けた人事制度のポイント 

令和３年１月２８日 

   
  《最新情報はコチラで》https://www.fukui-jobcafe.com/partner_news/ 

 

【県内外大学と企業のつながりを強化】 ※詳しくは P33をご覧ください 

・県内外大学のキャリアセンターと県内企業の人事担当者との交流会を開催するこ
とにより、つながりを強化し、企業による県内外での採用活動をサポートします。 

 

【相談窓口・お問い合わせ先】 

 ふくいジョブステーション ミニジョブステーション 

敦賀 

ミニジョブステーション 

小浜 

電話 0776-32-4560 0770-23-5416 0770-52-3542 

場所 福井商工会議所ビル

１階 

敦賀産業技術専門学

院２階 

小浜市働く婦人の家

１階 

 

 
  

営業

時間 

月曜〜金曜 

9:00〜17:00 

（祝日休み） 

月、水、金曜日 

9:00〜17:00 

（祝日休み。但し月曜

日が祝日の場合、火曜

営業） 

水曜〜土曜日 

9:00〜17:00 

（祝日休み） 

  《詳細はコチラで》https://www.fukui-jobcafe.com/ 
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福井県よろず支援拠点サテライト相談 

 

「よろず支援拠点」は、国が各都道府県に設置する中小企業・小規模事業者・創業
希望者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等のための経営相談窓口です。 

平成 26 年度より(公財)ふくい産業支援センター内の福井拠点を中心に坂井市、丹
南、奥越、嶺南、若狭、二州にサテライトを設置しています。 

「無料で」「何度でも」ご利用いただけます。また、対面の相談だけでなく、zoomな
どを使ったオンライン相談も可能です。 

 

 

 

 

 
【 コーディネーター紹介 】 

コーディネーター計 30 名が、中小企業・小規模事業者・創業希望者の経営に関す
る様々なお悩みに、無料で何度でも助言・支援します。お気軽ご相談ください。 

■チーフコーディネーター■ 

酒井 恒了 ［経営全般、マネジメント力強化、各種戦略立案］ 

 

【相談場所】 
曜日 月 火 水 木 金 土 

地域 丹南 二州 丹南 
嶺南 

坂井 
鯖江 

奥越 
嶺南 
若狭 

 

会場 県産業情報センター 

福井銀行各支店 

福邦銀行各支店 

福井信用金庫各支店 

武生商工会議所 

県産業情報センター 

福井銀行各支店 

敦賀信用金庫各支店 

日本政策金融公庫

武生支店 

福邦銀行各支店 

県産業情報センター 

北陸銀行 

福井銀行各支店 

福井信用金庫各支店 

小浜信用金庫 

福邦銀行各支店 

県産業情報センター 

福井銀行各支店 

福井信用金庫各支店 

鯖江商工会議所 

日本政策金融公庫

福井支店 

福邦銀行各支店 

県産業情報センター 

福邦銀行各支店 

福井信用金庫各支店 

越前信用金庫 

本店、勝山支店 

大野商工会議所 

小浜商工会議所 

嶺南サテライト 

 

県産業情

報センター 

 

 
【相談申込・お問い合わせ先】 
  電話  ：0776－67－7402 
  FAX  ：0776－67－7429 
  E メール：yorozu@fisc.jp 
  URL  ：https://bizsupportfukui291.info/ 

  

中小企業、小規模事業者、創業予定の皆様からの経営上のあらゆるご相談にお応え

するために、国が全国に設置した無料の経営相談所です。 

人材確保や企業ブランディングに関する問題についても、ご相談いただけます。 

https://bizsupportfukui291.info/
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《参考》新規学卒者の県内就職に関する調査 

福井県定住交流課調査（令和４年３月大学等卒業者を対象に同年６月調査） 
 

Ｑ あなたにとって、良い企業とはどのような企業ですか。（複数回答） 

 
 

 

Ｑ 福井県内企業について、魅力が少ない点があるならば、次のうちどれですか。

（複数回答） 

 

※その他の多くは、「分からない」など。特徴的な意見は次のとおり。 

・学んだ事を生かせる企業が少ない。 

・社員が少人数なため、職場に若者が少ない。 

・グローバル化、企業体質 

67.9
67.3

65.3
60.2

49.9
49.8

35.7
33.5
32.9

30.0
25.7

23.7
21.8
21.2

16.1
13.7
13.0
12.2

8.1
4.0

0.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

福利厚生が充実

経営が安定している

自分が成長できる

成長が見込める

学歴・性別による差別がない

社会貢献度が高い

女性が活躍している

いろいろな仕事を経験できる

経営理念に共感できる

有名である

その他

（％）

43.7
40.0

15.9
14.9
14.7
14.5
14.0
13.6

12.5
9.1
9.1
8.7
8.3

6.4
6.2
6.1

2.8
2.6
2.2

1.2
3.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

知名度

希望する職種で働けること

福利厚生の充実

休日・休暇の多さ

自分自身の成長の機会

様々な仕事を経験できること

経営の安定

研修制度の充実

平均勤続年数の長さ

経営理念

その他

（％）
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Ｑ ＵＩターン（県内学生の県内定着）を増やすためのアイデアがあれば、お教
えください。（企業の情報発信関係で特徴的なものを抜粋） 

 

・コロナ禍での活動になり、以前の様に都会でなければという意識が変化している
と思います。リモートで福井の企業紹介、先輩との交流があるとより県内での就
職が身近になると思います。 

・自分たちはネットで情報収集するので、ネットでの発信を工夫した方がいいと思
います。 

・就活情報サイトも利用したが、福井の企業情報の収集は特に苦労したので、情報
サイトの内容をさらに充実させてほしい。実際に働いている社員の声などを掲載
するとより企業の様子を知ることができるのではないかと思う。県外生と県内企
業との距離感を埋める仕組みがあるとよい。 

・インターンシップ（就業体験）が、夏季・春季休暇中にあると学生は参加しやす
いと思います。県内企業についても、インターンシップなどについても、情報を
もっと気軽に入手できたら、福井に戻ってくるきっかけになると思います。 

・就職で県外へ行く希望がある方は、「福井には良い就職先がない」といった考え
を持っていることが多いので、学生に対して企業側が積極的に魅力をＰＲする必
要があると思う。福井では企業説明会の機会が多く企業を知る場はあるが、説明
だけでは伝わらない良いところを学生に伝えるために、学年問わずのインターン
シップを出来る範囲で増やしていくとＵＩターンを考える学生も増えてくると
思う。 

・企業のイメージをもってもらえるよう、主力の製品や有名な事業内容などを紹介
していき、身近なイメージをもってもらう。 

・企業の新入社員の方の詳しい仕事ぶり、業務内容が分かる冊子を配布してくださ
ると、その企業で働く自分の姿が想像しやすく、地元の企業に関心が向くかもし
れません。 

・アイデアではないが、福井県内の企業（福井本社の企業）は、就活生に対する広
告宣伝費が明らかに少ないように感じました。 

・県内だけでなく、県外・海外で評価されている技術・商品がある事を、もっとア
ピールする事で、県内企業の魅力をもっとアピールする。 

・海外で働きたい人が増えている傾向がある為、海外研修等の海外で働ける等をも
っとアピールした方が良い。 

・資格がいかせる企業があれば、知りたい。 

・中小企業だからこその良さをアピールする。 

・県内に素晴らしい会社はたくさんあるのでしょうが、訴求力が弱い。アピールの
手法をプロがアドバイスしては？名の通った会社の採用担当者は、学生の扱いが
雑。（放っておいても優秀な学生が集まるから） 

・魅力ある企業をアピールする。行政からというより、企業から県外の有能な人材
を集めようとする姿勢が必要に感じた。 
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採用力強化ハンドブック 

～御社の採用力ＵＰを応援します！～ 

 

発行：令和４年１２月 

   福井県 交流文化部 定住交流課 

 

※個別施策に関するお問い合わせは、該当ページに記載のお問い

合わせ先までお願いします。 

※施策の内容は、変更になる場合があります。 

 


