2021年４月吉日

News Release

岡山市WEB合同企業説明会
参加企業募集のお知らせ
求人情報の提供及び人材サービスを展開する株式会社KG情報
（本社：岡山県岡山市）
は、
新型コロナウ
イルス感染症の影響下においても、
市内企業の人材確保支援を確実に実施するため、
オンラインを活用した
WEB合同企業説明会等開催事業業務委託を岡山市より受託致しました。
また本事業では、
オンラインを活
用した採用活動のノウハウが学べる採用担当者様向けのスキルアップ研修も実施しますので、未経験企業
様でも安心してご参加いただけます。
つきましては、
本事業への参加企業を募集しております。将来を見据えた採用力強化の為には、
オンライン
採用活動の導入は欠かせないものとご理解を頂き、
ぜひご参加いただけますようお願い申し上げます。

《概要》

■主催：岡山市 産業観光局 商工部 産業振興・雇用推進課
■イベント名：岡山市WEB合同企業説明会
■開催日：全４回実施
（第１日程・第２日程で各１日ずつのご参加となります）
第１日程／７月21日(水)・７月22日
（木・祝）
第２日程／８月６日(金)・８月７日(土)
■参加企業：50社
（予定）
■参加費：70,000円
（岡山市への納付）
■対象：
（１）
令和4年3月新規学卒予定者等の正社員求人があること。
（２）
岡山市内に本社がある企業、
または岡山市外本社であり一定要件をすべて満たす事業所（※）
（３）
岡山市内での採用を予定していること。
（４）
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
暴力団に該当しないこと。
（５）
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律
第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業を営む者でないこと。
（６）
本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる事業を営むものでないこと。
（７）
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は
民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者
(更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
（８）
その他、本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる企業でないこと。
※＜岡山市外本社の企業参加条件＞
・一定規模(従業員21人以上[商業・サービス業は6人以上])であること
・採用窓口が市内事業所にあること

尚、
オンラインを活用した採用活動のノウハウが学べる採用担当者様向けのスキルアップ研修の受講をご希望の企
業様は、参加申込書の「オンライン採用活動スキルアップ研修」の参加希望欄にチェックの上、
お申込みをお願いいた
します。
詳細は
【岡山市WEB合同企業説明会 参加企業募集のご案内】
お申込みについては、
【参加申込書】
をご覧ください。

【会社概要】

社名：株式会社ＫＧ情報

設立：1980年１月 資本金：10億1,003万6,000円

代表取締役：益田武美

本店：高松

管理本部
（岡山） 支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、大分、札幌

支局：倉敷

生産本部：岡山

事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業
取引所：東京証券取引所JASDAQ
（スタンダード） URL：https://www.kg-net.co.jp
〈報道関係お問い合わせ先〉
株式会社KG情報
TEL
（086）
241-6101
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2021 年 4 月吉日
採用ご担当者 様
事業受託先 株式会社 KG 情報

「岡山市 WEB 合同企業説明会」
参加企業募集のご案内
岡山市は、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、市内企業の人材確保支援を確実に
実施するため、オンラインを活用した WEB 合同企業説明会を開催します。また本事業では、オ
ンラインを活用した採用活動のノウハウが学べる採用担当者様向けのスキルアップ研修も実施し
ますので、未経験企業様でも安心してご参加いただけます。尚、本事業を株式会社 KG 情報が受
託いたしました。
本事業への参加に係る費用は 70,000 円（岡山市への納付）となり、参加要件は以下の通りとな
ります。ご理解の上、本事業へご参加いただきますようお願いいたします。
【参加要件】
（１）令和 4 年 3 月新規学卒予定者等の正社員求人があること。
（２）岡山市内に本社がある企業、または岡山市外本社であり一定要件をすべて満たす事業所※
（３）岡山市内での採用を予定していること。
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規
定する暴力団に該当しないこと。
（５）インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成
15 年法律第 83 号)第 2 条第 3 号に規定するインターネット異性紹介事業を営む者でないこと。
（６）本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる事業を営むものでないこと。
（７）会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(更生
手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
（８）その他、本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる企業でないこと。
※＜岡山市外本社の企業参加条件＞
・一定規模(従業員 21 人以上[商業・サービス業は 6 人以上])であること
・採用窓口が市内事業所にあること

【開催日時】全 4 回実施（第 1 日程・第 2 日程で各 1 日ずつのご参加となります）
第１日程：7 月 21 日（水）
・ 7 月 22 日（木・祝）
第 2 日程：8 月 6 日（金）・ 8 月 7 日（土）
全日程午前 11 時スタート
事業の概要については案内書をご覧ください。

【参加企業募集に関するお問い合わせ先】
ご不明な点等ございましたら下記までご連絡ください。
WEB 合同企業説明会開催事業 事務局／株式会社 KG 情報 岡山支社
TEL 086-241-4554（平日 9:00～17:30）

オンライン採用未経験企業も万全サポート

2022新規学卒者等
岡山市ＷＥＢ合同企業説明会
WEB合同企業説明会開催事業

参加企業募集のご案内
岡山市は、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、市内企業
の人材確保支援を確実に実施するため、オンラインを活用したWEB
合同企業説明会を開催します。
また、オンラインを活用した採用活動のノウハウが学べる採用担当者
様向けのスキルアップ研修も実施しますので、未経験企業様でも安心
してご参加いただけます。
第 1日程

日

全4回実施

時

第1日程・第2日程で
各1日ずつのご参加

7月21日（水）・ 7月22日（木・祝）

第 2日程

8月6日（金）・ 8月7日（土）
全日程午前11：00スタート

対

岡山市内に本社または事業所のある
企業約50社（予定）

象

70,000円

参加費
申込期限

第一次締切

5月7日（金）第二次締切 5月31日（月）

企業PRコンテンツの製作を
サポートします！
全参加企業様がWEB合説当日に
使用するPR映像や、企業説明プ
レゼンテーション資料の作成サポー
トをスタッフが随時行います。

現役人事担当者によるオンライン採用活動スキルアップ研修の実施
将来を見据えた採用力強化のためにＷＥＢ面接を導入したい企業様にピッタリ！
！

6月24日（木）

場所

日程

岡山市北区本町
第一セントラルビル

【 対面式にて実施 】WEB合同企業説明会事前準備セミナー
実際にツールを使っていただきながら、オンラインツールへの不安を解消します。

【 随時実施 】個別サポート

7月15日（木）

場所

・当日使用するオンラインツールの操作方法をご説明

日程

充 実の研 修 内 容

【 対面式にて実施 】オンライン採用活動のサポートセミナー
・オンラインを活用した採用活動の流れ
・WEB説明会の実例紹介
・企業説明プレゼンテーション用資料の作り方
・プレゼンテーション用資料フォーマットを無償贈呈

岡山市北区本町
第一セントラルビル

・企業PRコンテンツ製作のサポート
・オンライン採用活動へのアドバイス
・WEB合同企業説明会のフィードバック
※日程や場所は、変更の可能性があります。

主 催

岡山市

お問い合わせ

事務局／株式会社KG情報 岡山支社 TEL.086-241-4554（平日9:00〜17:30）

FAX 086-244-1864
送信先

株式会社KG情報 WEB合同企業説明会開催事業事務局

岡山市ＷＥＢ合同企業説明会 FAX用参加申込書
本事業への参加に係る費用は70,000円（岡山市への納付）
となり、参加要件は、次のとおりとなります。
ご理解の上、本事業へご参加いただきますようお願いいたします。
【参加要件】
①令和4年3月新規学卒予定者等の正社員求人があること。
②岡山市内に本社がある企業、または岡山市外本社であり一定要件をすべて満たす事業所 ※
③岡山市内での採用を予定していること。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当しないこと。
⑤インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に
規定するインターネット異性紹介事業を営む者でないこと。
⑥本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる事業を営むものでないこと。
⑦会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を
受けている者を除く。)でないこと。
⑧その他、本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる企業でないこと。
※＜岡山市外本社の企業参加条件＞ ・一定規模(従業員21人以上[商業・サービス業は6人以上])であること ・採用窓口が市内事業所にあること

上記の参加要件の全てを満たすことにつき相違ありません。
ふりが な

会 社 名
ふりが な

担当者名
本社所在地

岡山市内

所 在 地

岡山市外

電話番号
メー ル
アドレス
希 望日程
※第1希望から
第4希望まで
ご記入下さい。
（アルファベット記入）

1日あたりの参加企業
数や業種の均一化等
の調整により、ご希望
に沿えない場合もあり
ます。ご了承下さい。

（金）
（木・祝）8月6日
（水）8月6日
（金）Ⓑ7月22日
Ⓐ7月21日

（水）8月7日
（土）
（土）Ⓓ7月22日
（木・祝）8月7日
Ⓒ7月21日
第 １希望

第 2希望

オンライン採用活動の実施経験
オンライン採用活動スキルアップ研修

第 3希望

第 4希望

経験がある

経験がない

参加を希望する

参加を希望しない

※当申込により、本事業への参加が確定されるものではありません。岡山市との協議後、事務局からのご連絡をもって確定とさせていただきます。
※WEB合同企業説明会においてお申込多数の場合には、オンライン採用未経験企業様の参加を優先します。
※申込確定後の自己都合によるキャンセルやご返金は対応いたしかねます。ご了承下さい。
【参加企業募集に関するお問い合わせ】ご不明な点等ございましたらこちらまでご連絡下さい。株式会社KG情報 WEB合同企業説明会開催事業事務局 TEL.086-241-4554（平日9:00〜17:30）

