
令和4年度「相双で働く産業人材確保支援事業」

１．開催目的

２．開催日時・概要

※企業ブースは体験型・体感型をコンセプトとしておりますので、９．交流フェア実施例を参考に出展をお願いします

■主催：　福島県相双地方振興局

■後援（予定）：　相双公共職業安定所、福島県教育庁相双教育事務所、参加企業が属する自治体

３．参加対象者

〔対象高校〕　

双葉地区　： 12月5日（月）ふたば未来学園高校、四倉高校の1・2年生150名程度

相馬地区　： 1月26日（木）小高産業技術高校の１年生160名程度

1月27日（金）相馬総合高校、相馬農業高校の１年生2０0名程度

４．参加要件
（１）相双地域に就業場所または、営業拠点があり、正社員の雇用に向けた採用予定のある企業

（２）参加が決定した場合には、高校生向け「企業ＰＲシート」を指定した期日までに提出できること

（３）高校生が仕事内容をイメージしやすいよう体験型・体感型ブース出展に協力いただける企業様が優先となり

５．参加企業募集

企業ブース体験会参加申込みの場合は、参加申込書に記入のうえ、FAXにてお送りください

（１）参加企業の決定

（２）受付締切

６．参加費用

令和4年9月30日（金）⇒締切延長10月31日（月）受付締切日

参加費用は無料ですが、会場までの交通費、資料送付費用など、参加に伴って発生する費用については、参加企
業様の負担とさせていただきます

（「企業ＰＲシート」は別途送付します）

ます

参加申込みの時点では、〔仮受付〕とさせていただきます。　参加企業は、希望会場、就業場所・業種等を考慮し決
定いたしますので、ご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。

<相馬地区>
令和5年

1月26日(木)
1月27日(金)

南相馬市 業界研究・体験会 13:０0～1６:００

まるさん・あったまる
アリーナ

（福島県南相馬市原町区桜井町
２－２００）

各日２０社

<双葉地区>
令和4年

12月5日(月)
楢葉町 業界研究・体験会 13:０0～1６:００

ならはスカイアリーナ
(楢葉町大字大谷字上ノ原

16番地)
10社

令和４年度『高校生と地元企業等の交流フェア』参加企業募集要項

　相双地域では震災や原発事故を機に人口が大きく減少する一方、企業進出や新たな産業の集積が進展したことで、
将来を担う産業人材不足が課題であり、地域産業や相双地域の復興への影響が懸念される。当事業では高校生を対
象に実施する交流フェアを通して、高校生が将来のキャリア目標を立て、将来、地元で活躍する選択肢を持っていただ
けるイベントとし、相双地域にどのような産業や仕事があり、地元に貢献しているかを知るキャリア教育の機会とし、
高校卒業後の地元就職促進や進学後等のUターンによる地元就職選択へ寄与することを目的とする。
　交流フェアのテーマを「業界研究」とし、仕事体験や仕事研究により具体的な業務内容を知ることで、高校で学んで
いることの意義（キャリア目標）を再確認し将来に向けた学習意欲の向上を図る。

開催日 開催地 内容 開催時間 会場 募集企業数



７．イベント全体内容（スケジュール）

<楢葉会場>

<南相馬会場>

８．【企業ブース体験会】当日のレイアウト（予定）

＜基本形＞

※ブース背面に幅4m程度のパーテーション、

　 長机(1.8ｍ程度)1台、企業用椅子2脚

※隣のブースとの間隔は2ｍ程度です

※長机1～2台追加可能

※体験型の場合、長机・椅子を撤去することも可能です

※ブース内に収まらない場合はご相談下さい

※コロナ感染症感染拡大に伴う

緊急事態宣言や福島県の指針により交流フェアが開催出来ない場合の代替案

15：05～15：25 ⑤各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

15：35～15：55 ⑥各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

16：00 終了（解散）

14：00～14：20 ③各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

休憩

14：35～14：55 ④各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

16：00 終了（解散）

　　　　企業受付開始

13：00～13：20 ①各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

13：30～13：50 ②各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

14：35～14：55 ④各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

15：05～15：25 ⑤各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

15：35～15：55 ⑥各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

13：30～13：50 ②各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

14：00～14：20 ③各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

休憩

　　　　企業受付開始

13：00～13：20 ①各校グループ別による企業の交流フェアブース見学・体験（２０分）  終了後生徒移動

約２m

約４m

約
４

〇オンライン開催等に変更になる場合がございますので、参加頂く企業様にはご協力をお願いします。



9 交流フェア実施例

交流フェア内容構成（２０分）

１０分間 本年度は企業PRだけではなく「業界研究」をテーマにクイズ等を出題するなどし、

生徒が積極的に参加する形式で業界を学ぶ機会を創る。言葉による情報だけではなく

現場の映像動画など視覚情報を用いて見識を深めさせる。

また製品等の実物を持参しての業務体験等、五感で感じる内容とする。

５分間 自社企業紹介タイム（企業様のPRタイム）

５分間 質疑応答（会場にはスタッフを配置し、質疑応答が活発にできるように配慮します）

○その他実施例

【金融業】

・札束の数え方の実演・体験

【サービス業】

・おもてなし体験、車部品の解体作業体験

・制服、作業着の展示、試着

●製造業 ～加工品当てクイズ～

①図面について考える

まずは、図面を見て何が書いてあるのか、

数字は何を表しているのか、考えさせてみる。

簡単な図面の読み方を教える。

②加工品当てクイズ

数点の加工品を見せる。（実際に生徒に触ってもらう）数点の中か

ら、配布図面と一致するものを当てさせてみる。正解発表と加工

品と図面について解説する。

③動画上映

加工品の製作工程について、事前に撮影した動画を上映し、解説

する。

●医療・福祉 ～血圧・脈拍を測定しよう～

①血圧と脈拍の測定デモンストレーション

②血圧計と脈拍の測り方を体験させてみる

③実務の注意点について知ろう

測定の目的は何だろう？実際の患者さんに

行うにはどのような声かけをしているのか、実際に見てみよう。

●卸売・小売業 ～売り場づくりを考える～
商品（写真も可）を渡す

①この商品を売るためには、どのような売り場を作れば、お客さ

んが購入してくれるのか、考えさせてみる。

生徒が企業の担当者に何でも質問可。ヒントをもらわないと売り

場は作れない（商品の知識、製品であれば使い方、食品であれば

味、顧客ターゲット、予算、売り場面積など）。

➁実際に行った売り場の写真や動画を、スクリーンを使って視聴

する。

●飲食サービス業

①テーブルセッティング

②素敵な布ナフキンのたたみ方

③マナー講座

企業様と生徒が

双方向に交流し

生徒の「記憶」に残るよう

「体験」

「見る・触る」

「動画」を交えた

クイズ形式や体験など

生徒参加型の内容で

お願いします



参考データ 　毎年実施しているイベントです。参加した生徒から以下のような声をいただいております

　＜生徒アンケート抜粋＞

　○「企業ブース見学・体験」はいかがでしたか？

・自分の身近にあるものが作られているところがたくさんあり、勉強になった。

・知らなかった会社を知ることができて良かった。

・話を聞いて一度そこで働いてみたいと思った。

・実際に体験できるところは楽しかったし、分かりやすかった。

・気になっていた企業の情報を知ることができて、大変満足しました。

・社員の方の仕事に対する気持ちがすごく伝わってきました。

　○当イベントに参加して地元の見方、考え方に変化がありましたか？

・相双地域でどんな仕事があるのか知ることができた。

・各企業の理念が伝わってきて、相双地域で働きたいという気持ちが高まった。

・相双地域の会社への興味がかなり高くなった。

　＜教員アンケート結果抜粋＞

・様々な業種の方の話を聞き、刺激を受けていたように感じました。

・自分が住んでいる街の職業について知る良い機会だった。日頃からこんなに多くの人たちが、相双のために働い
てくれていることを知れてよかった。

・様々なブースを見ることで今後の進路を決まったことだけに捕われず、広い視野でみるようにしたいと思った。
好きを職にしていけるように、今後も地域の方々との交流を深めながらがんばっていきたい。

・見学ができるという会社もあったので、見学に行ってみたい。

・企業ブース見学・体験において、真剣に話を聞き理解を深めているようであった。

・参加前はどのような仕事か想像できていないようだったが、それぞれの企業ブースで説明を受けた後は、仕事内
容が分かり、地元にも素晴らしい企業があるということを知ったように思える。

・生徒は興味を持って企業の説明を聞いていました。特に体験ができる企業の説明については、より興味を持って
参加していた。

楢葉会場 南相馬会場

楢葉会場 南相馬会場

大変勉強

になった

42%

勉強になっ

た

53%

あまり勉強

にならな

かった

4%

未回答

1%

興味が増

えた

64%

興味が

減った

1%

興味に変

化はない

35%

大変勉強

になった

45%

勉強になっ

た

50%

あまり勉強

にならなかっ

た

2%

勉強になら

なかった

2%

未回答

1%

興味が増

えた

47%

興味が減った

1%

興味に変

化はない

52%



令和4年度「相双で働く産業人材確保支援事業」

◇当日の具体的なブース出展方法を簡単にお書きください。（今現在の予定で結構です）

※ブース出展方法についてご相談承りますのでご連絡ください。

高校生向けキャリア検討ツアー

〒963-0203

福島県郡山市静町19-2　西部ファーストワンビル2F

TEL：024-955-6675　　FAX：024-955-6676

https://www.career-shienkikou.com

　　　　　　□希望する　　　　　　　　□希望しない　　　

お問合せ

◍当日は、マスク着用・検温・アルコール消毒のご協力をお願いいたします。

◍「発熱」「体調不良」の場合は、代理の方の参加をお願いいたします。

　　　参加対象：相馬総合高校、ふたば未来学園高校、四倉高校の2年生

　　　実施内容：各高校ごとのバスツアー(訪問3社）、11月以降
　　　　　　　　　　1社の訪問時間：90分
　　　　　　　　　(会社概要説明、若手社員との交流会、会社見学、質疑応答）

キャリア検討ツアー
受入れ希望

　相馬総合高校 　　　　　　□希望する　　　　　　　　□希望しない　　　

　ふたば未来学園高校 　　　　　　□希望する　　　　　　　　□希望しない　　　

　四倉高校

ブース出展形式 　　　　　　□体験・体感型　　　□自社製品持込（見せる・触れさせる）　　　□その他

参加予定人数 　　　　　　　　　　名
※例年、ブース後方まで声が届きにくい等の意見もあるため、複数名
での出展を推奨します。

担当者

部署・役職 氏名

Ｅｰmail

資本金 万円
昨年度高卒
採用実績 人 業種

貴社名
フリガナ

電話

所在地

〒　　　　　－

ＦＡＸ

令和４年度『高校生と地元企業等の交流フェア』参加申込書

FAX：024-955-6676
申込締切 9/30（金）

　　締切延長10/31（月）
    ◇必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申込みください。
       申込受理の行き違いを防ぐため、お手数ですがＦＡＸ送信後お電話でご一報ください   ＴＥＬ：024-955-6675

希望
会場 □12/５(月)楢葉会場

　□1/26(木)南相馬会場のみ　　□1/27(金)南相馬会場のみ
　□2日連続参加可

～地域にある産業、企業を

進路検討前に知る機会を提供します

https://www.career-shienkikou.com/

