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【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　広報担当　林　広美

TEL（086）241-6101　FAX（086）244-4911

■主　催：岡山市 産業観光局 商工部 産業振興・雇用推進課　雇用推進室
■事業名：働き方改革推進・企業情報PR事業
■対　象：（1）応募条件：下記のア又はイを満たし、ウ～ケを全て満たす企業
　　　　　　ア 岡山市内に本社がある企業
　　　　　　イ 岡山市外本社であるが、以下の（ｱ）～（ｴ）を全て満たす企業
　　　　　　   （ｱ）岡山市内に一定規模以上の事業所（※）があること。
　　　　　　　　 ※一定規模以上の事業所とは、従業員数21人（商業・サービス業6人）以上の事業所
　　　　　　　（ｲ）岡山市内を就業地とした、2023年3月卒の新規学卒者を対象とした正社員の求人が見込まれること。
　　　　　　　（ｳ）採用窓口が岡山市内の事業所であること。
　　　　　　　（ｴ）最初の面接が岡山市内で行われること。
　　　　　　ウ 新規学卒予定者を対象とした正社員の求人が見込まれること。
　　　　　　エ 企業情報の全掲載項目を提供できること。
　　　　　　オ 作成した企業情報が冊子として様々な場で配布されるとともに、Web 上で公開されること及び
　　　　　　　 全掲載項目がオープンデータで公表されることについて合意できること。
　　　　　　カ 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。
　　　　　　キ 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。
　　　　　　ク 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。
　　　　　　ケ その他、当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。
■掲載企業：200社
■参加費：無料
■冊子配布対象：2023年3月の新規学卒予定者等
■配布先：県内外の大学・短大・専門学校等の就職担当窓口、おかやま新卒応援ハローワーク、市主催の合同説明会など
■申込受付：2021年6月21日より申込受付開始

　また、本企業情報冊子「企業情報掲載企業」の中から働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいる企業様を対象に、
最大13社の企業様の特集記事掲載を行います。掲載を希望される企業様はお申込み用紙の特集記事希望欄に明記の
上、お申込みをお願い致します。
※詳細は【企業情報冊子「OKAYAMA COMPANY GUIDE2023」掲載企業募集のご案内】をご覧ください。
※申込書は【岡山市働き方改革推進・企業情報PR事業申込書】をご覧ください。

2021年6月吉日

岡山市働き方改革推進・企業情報PR事業
企業情報冊子掲載企業の募集のお知らせ

≪企業情報冊子掲載企業の募集≫

　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、企業の若手人材確保支
援を目的とし、就活生に向けて働きやすさの面から地元企業の魅力を発信し、就職後のミスマッチ防止に繋げるため、
岡山市内などの大学や様々な求職者向けに、働き方改革の取組に重点を置いた企業情報冊子を作成・配布する企業
情報PR事業を岡山市より受託致しました。 
　つきましては、企業情報冊子掲載企業を募集しております。未来の人材確保へと繋げる、先を見据えた自企業ＰＲの
一環としてご理解を頂き、ぜひご参加いただけますようお願い申し上げます。 　
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2021 年 6 月吉日

採用ご担当者 様

事業受託者 株式会社 KG情報 岡山支社

企業情報冊子「OKAYAMA COMPANY GUIDE2023」掲載企業募集のご案内

岡山市は、働きやすさの面から地元企業の魅力を発信し、若手人材確保を支援すると

ともに、就職後のミスマッチ防止に繋げるため、就職活動中の大学生をはじめとした

様々な求職者向けに企業情報冊子(OKAYAMA COMPANY GUIDE)を製作する事業を実施して

おり、当事業を株式会社 KG 情報が受託しております。

当事業への参加及び制作に係る費用は全て無料となり、事業概要としては、以下のと

おりとなります。本事業への参加につきまして、未来の人材確保へと繋げる、先を見据

えた自企業 PR の一環としてご理解を頂き、情報提供にご協力くださいますようお願い

申し上げます。

◆ 事業概要 ◆

1 企業情報記事について
企業概要や働きやすさへの取組状況、10年目の想定年収等の情報を掲載するページ

です。応募条件等は次のとおりです。

(1) 応募条件：下記のア又はイを満たし、ウ～ケを全て満たす企業

ア 岡山市内に本社がある企業

イ 岡山市外本社であるが、以下の (ｱ)～(ｴ) を全て満たす企業

(ｱ) 岡山市内に一定規模以上の事業所(※)があること。

※一定規模以上の事業所とは、従業員数 21 人(商業・サービス業 6人)

以上の事業所

(ｲ) 岡山市内を就業地とした、2023 年 3 月卒の新規学卒者を対象とした

正社員の求人が見込まれること。

(ｳ) 採用窓口が岡山市内の事業所であること。

(ｴ) 最初の面接が岡山市内で行われること。

ウ 新規学卒予定者を対象とした正社員の求人が見込まれること。

エ 企業情報の全掲載項目を提供できること。

オ 作成した企業情報が冊子として様々な場で配布されるとともに、Web 上で

公開されること及び全掲載項目がオープンデータで公表されることについ

て合意できること。

カ 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。

キ 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。

ク 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
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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。

ケ その他、当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。

(2) 掲載企業数：200 社

(3) 掲載料：無料

(4) 申込方法：下記ホームページより申込書をダウンロードし、E-mail または FAX

にてお申し込みください。

※https://www.kg-net.co.jp/ir/news/

※応募多数の場合は業種等により調整させていただく場合が

あります。

(5) 申込期限：令和 3年 7月 26 日(月曜日)

2 特集記事について
働きやすい職場環境づくりに取組んでいる企業について特集し、冊子の巻頭へ掲載す

るページです。応募条件等は次のとおりです。

(1) 応募条件：「1 企業情報記事」に掲載される企業であること。

(2) 募集企業数：最大 10社

(3) 掲載料：無料

(4) 申込方法：下記ホームページより申込書をダウンロードし、E-mail または FAX

にてお申し込みください。特集記事掲載について「希望する」を

選択された方へは折り返し「選考用シート」をお送りしますので、

記入してご返信ください。

※https://www.kg-net.co.jp/ir/news/

※掲載については「選考用シート」をもとに選定を行います。

(5) 申込期限：令和 3年 7月 12 日(月曜日)

3 備考
(1) 発行部数：7,000 部

(2) 発行予定時期：令和 3年 11月頃から

(3) 冊子配布対象：2023 年 3 月の新規学卒予定者等を対象として配布予定

(4) 配布先：県内外の大学・短大・専門学校等の就職担当窓口

おかやま新卒応援ハローワーク

市主催の合同説明会など

【参加企業募集に関する申し込み・問い合わせ先】

岡山市働き方改革推進・企業情報 PR事業 事務局／株式会社 KG情報 岡山支社

E-mail f-matsumoto@mail.kg-net.co.jp

FAX 086-244-1864

TEL 086-241-4554(平日 9:00～17:30)

mailto:f-matsumoto@mail.kg-net.co.jp


岡山市働き方改革推進・企業情報PR事業申込書

申込み方法    下記の項目にご記入の上、E-mail（FAXも可)でお申込みください。

申込み先    E-mail：f-matsumoto@mail.kg-net.co.jp
   FAX：086-244-1864

申込み
締切

　 ●特集記事と企業情報記事の
　 　 両方に掲載を希望する場合 2021年7月12日(月) 定数

200社　 ●企業情報記事のみに掲載を
　　  希望する場合 2021年7月26日(月)

ふりがな

貴社名

郵便番号（〒）

本社所在地

本社所在地が岡山市外の企業様は、下記①②③についてご記入ください。

①業種
（該当をチェック）

　□ 建設業　　　□ メーカー　　　□ IT・システム　　□ 商社・卸売　　□ 小売り
　□ サービス　　□ 医療・福祉　 □ その他

その他を選んだ場合は業種を記入してください。

②岡山市内の
事業所の所在地

岡山市 区

③岡山市内の
事業所の従業員数

ふりがな

ご担当者氏名

部署名・お役職

ご連絡先

TEL

FAX

E-mail

貴社事業内容

応募条件確認
（確認したらチェック） □ 応募条件のウ～ケの要件を満たすことを確認しました。

特集記事掲載（最大10社）について　※詳細は案内をご確認ください。

□ 希望する    □ 希望しない

　　※いずれかにチェックを入れてください。

　　※希望するにチェックをされた企業様には別途、特集記事用ヒアリングシートをお送りいたします。

　　※応募多数の場合は、ヒアリングシートをもとに岡山市にて選考を行います。

お問合せ 運営事務局／株式会社 KG情報　岡山支社　担当／松本

TEL　086-241-4554(平日9:00～17:30)
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