
県内就職のきっかけづくりに
参加しませんか？

主 催

公益財団法人 熊本県雇用環境整備協会

TEL：096-382-5445
FAX：096-382-5447 E-mail：info@infowork-kumamoto.jp

企画運営事務局

ディーエムプロジェクト株式会社

後 援

熊本労働局、熊本県、熊本県教育委員会、熊本市、
熊本市教育委員会、熊本県私立中学高等学校協会、
熊本県専修学校各種学校連合会、熊本県経営者協会、
熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会
熊本県中小企業団体中央会 ほか

出展者募集のご案内

（予定）



将来の「熊本」を支え、発展させていく人材となる高校生に対し、仕事や学びの体験を通し、企業・業界・
学校の魅力や仕事のやりがい、さらに今の学びと仕事のつながりや広がりを伝え、より良い進路選択、将来の
県内就職のきっかけをつくる場として「くまもとお仕事探検フェア」を開催いたします。
平成23年度から実施（平成28年度は熊本地震のため中止）しており、令和2・3年度は新型コロナ感染症の影
響で会場開催を中止し情報提供型で実施しましたが、第12回となります今回は『「見る・聞く」から「触る体
験する」へ』をテーマに会場集合型で実施し、仕事や学びに直接触れることで職業理解に役立つ機会とします。
※合同企業説明会のような採用活動の場ではなく、仕事や学びを「体験する」キャリア教育の場です。

「くまもとお仕事探検フェア２０２２」開催にあたって

開催概要

名 称 くまもとお仕事探検フェア ２０２２

開 催 日 ２０２２年１２月１３日（火） １０：００～１６：００

開催場所 グランメッセ熊本 （熊本県上益城郡益城町福富１０１０）

主 催 公益財団法人 熊本県雇用環境整備協会

後 援（予定）
熊本労働局、熊本県、熊本県教育委員会、熊本市、熊本市教育委員会、
熊本県私立中学高等学校協会、熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会、
熊本県中小企業団体中央会 ほか

特別協賛 企業・団体・学校から募集予定

出展規模 ７９企業・団体、２７大学・専修学校等（前回実績）

来 場 者 県内高校１・２年生、教諭、保護者 来場者数 3,300名（予定）

全体スケジュール（予定）

出展
申込締切

８月３1日（水）

出展者事前説明会
レイアウト確定

１０月２５日（火）

設営・搬入

１２月１２日（月）
１２月１３日（火）

開催日
１２月１３日（火）

１２月１２日（月） １３：００ ～ １７：００
１２月１３日（火） ８：００ ～ ９：５０

設営・搬入

来場する学校が時間帯により入れ替わります。
①１０：００～１１：５０ 高校生

※１１：５０～１２：２０出展者の昼食時間
②１２：２０～１４：１０ 高校生
③１４：１０～１６：００ 高校生

１６：００～ 搬出撤去

フェア当日

主催者 公益財団法人熊本県雇用環境整備協会
理事長 秋岡 廣宣

皆様方には、日頃から当協会の運営並びに各種事業に際しまして、多大なるご支援とご
協力を賜り、深く感謝申し上げます。
新型コロナ感染症の蔓延が始まって3年目となり、経済活動はコロナとの共生の段階へ
と進んでおり、ウクライナ情勢や円安による資源価格上昇の影響が懸念されるものの、景
気は回復基調になると予想されます。熊本県の雇用情勢は、コロナ禍からの回復による経
済活動の活発化に伴い求人が増加し、5月時点での有効求人倍率は、1.39倍となっており、
人手不足基調が続いています。そのような中、当協会では「くまもとお仕事探検フェア」
を開催し、仕事を通じ県内企業等の魅力を発信することで、より良い進路選択、県内就職
のきっかけにつながることを目指しております。
皆様方には、本事業の趣旨をご理解いただき、多くの企業、団体、教育機関等にご参加
いただきます様、宜しくお願い申し上げます。

開催の目的



出展形態と出展料金

出展料金（１ブース） 仕 様

基本出展

２万円（税込）
W３０００×D４０００×H２５００ｍｍ
後壁、間仕切り壁、パラペット、社名板

※下記に企業・団体名を掲載いたします。
①生徒・保護者用ガイドブック ②主催者ホームページにて内容公開

出展ブースイメージ

展示料金（１台） 規 格

車両展示
２万円（税込） 乗用車以下・バイク

３万円（税込） 大型車両

車両展示イメージ

開催実績（令和２・３年度は情報提供型実施）

令和
３年度

令和
２年度

令和
元年度

平成
30年度

平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
26年度

平成
25年度

平成
24年度

平成
23年度

参加者数
6,363名
/40校

3,644名
/24校

4,186名
/31校

4,131名
/30校

4,526名
/27校 熊本地震

グランメッセ
熊本

使用でき
ず中止

3,799名
/22校

3,375名
/20校

3,471名
/23校

2,791名
/21校

2,405名

企業・
団体

80団体 96団体 79団体 63団体 51団体 50団体 46団体 46団体 29団体 33団体

大学・
専修学校

25校 16校 27校 31校 22校 22校 21校 21校 23校 16校

社 名 板

横幅 3ｍ

奥行 4ｍ

高さ 2.5M

・占有スペース（ 1ブース分）
横幅3ｍ・奥行4ｍ・高さ2.5ｍ



誓約内容

■参加申し込みにあたって

・出展条件および出展規程に同意した方のみお申し込み頂けます。

・本申込書は、あくまでも申込であり参加を確約するものではありません。参加要件を満たした申込み企業・団体が
多数の場合は、業種の均衡を図り、選定のうえ参加の可否をご連絡致します。

・主催者や警察、消防等から指示があった場合は、指示に従ってください。同様に参加申込書の内容に虚偽が
あった場合、誓約内容・注意事項に違反があった場合などは参加停止と致します。

・本申込書に記入頂いた個人情報は、本イベントでの参加管理及びイベントに関するご連絡以外には使用しません。
ただし、警察および消防等公的機関から要請が合った場合には、開示する場合があります。

出展条件

出展にあたっては、下記ご確認の上、お申し込みください。

◇出展は、熊本県内の事業所・団体に限ります。

◇高校生１・２年生の視点に立ったわかりやすいブースづくりにご協力ください。

※生徒に印象づけるため、可能な限り実際の仕事（に近いこと）や学びの体験、ワークショップなど、「体験型」を

意識したブース作りをお願いします。また、仕事の内容やアピールポイント、職場環境、仕事につながる教育の

内容などをご説明ください。

（例）衝突回避技術体験、プログラミング体験、建設作業体験、ＶＲ体験、高齢者擬似体験、

運転シミュレーション、仕事の映像紹介 など

◇来場者（生徒・教員・保護者）の名前など個人情報を収集することを禁止します。

◇出展企業・団体等は、各ブースに関連して事故・苦情等が発生した場合、これに対しての全ての賠償責任を負っ

て頂きます。（生徒等の施設入場者傷害保険及び施設賠償責任保険には加入しております。）

◇暴力団関係者および、暴力団・反社会勢力に金品を提供する方の参加はできません。

◇会場内の警備・スタッフは運営のための人員です。出展物や商品の警備・保護については出展者が責任をもって

管理してください。会場内で発生した事故や盗難について主催者側では一切の責任を負いません。

◇ゴミ（段ボール・梱包材等）は全てお持ち帰りいただき、会場の美化・清掃にご協力ください。



出展規程

■出展申込締切日 ２０２２年８月３１日（水）
■出展料金のお支払い

参加決定後に請求書を発行いたします。お支払いは銀行振り込みに限らせていただきます（現金、小切手は不可）。
最終支払期日等詳細につきましては、請求書発行時にご案内いたします。
なお、銀行振込用紙（控）をもって領収書に代えさせていただきます。
出展・車両展示料金含め本フェアに関する全てのお支払いについての振込手数料は、出展者のご負担とさせていただきます。

■変更または取り消し
お申込みになったブース・車両数の変更または取り消しをされる場合は、必ず理由を明記した書面を主催者（公益財団法人
熊本県雇用環境整備協会）までご郵送ください。ブース・車両数の変更または取り消しを行う場合、主催者が書面を受理した
日を基準として、下記のキャンセル料を適用させていただきます。
【キャンセル料】 レイアウト確定前・・・ 出展料金の３０％

レイアウト確定後・・・ 出展料金の全額
ただし、ブース・車両数の減少に伴い、入金済みの出展料金に差額が生じた場合は、キャンセル料を適用し、精算させていた
だきます。

■出展区画
出展区画は、出展対象分野、出展規模、出展申込時期、会場構成などを考慮した上、主催者が決定し、出展者に連絡しま
す。出展者は決定されたブース・車両位置の変更、割り当てられたブースの第三者への転売・譲渡・貸与、または出展者相
互にて、それを交換することはできません。角ブースなど、ブースの位置を条件としたお申込みはできません。

■申込み受付の保留
展示内容が本フェアの趣旨・目的にそぐわない場合、お申込みを保留させていただきます。出展内容に関してご協力が得ら
れない場合は、お申込みをお受けできません。また、反社会的行動を行っていると思われる企業・団体のご出展はお断りしま
す。

■フェア開催の変更または中止
天災・疫病の蔓延その他の不可抗力が原因で本フェアの開催が困難と主催者が判断した場合は、開催を中止または規模を
縮小させていただくことがあります。この場合、主催者は既に発生した経費を差し引き、出展料金を精算し、残金があれば払い
戻しますが、これによって生じた損害は補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

出展要領

■規程の変更
主催者はやむを得ない事情があるときは、この規程の一部を変更することがあります。また、この変更によって生じた損害は補
償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■出展申込方法
出展申込書に必要事項を記入し、押印の上、主催者（公財）熊本県雇用環境整備協会宛にFAXでお申込みください。
主催者が出展申込書の原本を受領した時点をお申込みの正式受付とさせていただきます。なお、出展申込書は控えとして保
管してください。

■出展申込書の記入について
代表者は、本フェアへの出展について、責任と権限を有する方のお名前をご記入ください。また、押印もお忘れのないようにお
願いいたします。連絡先は、本フェアの出展に際し、主催者もしくは事務局（ディーエムプロジェクト株式会社）との連絡窓口と
なる方のお名前、住所などをご記入ください。本フェアに関わる連絡、書類の送付などは担当者宛とさせていただきますので、
担当者に変更などがあった場合は、必ず事務局までご連絡ください。
会場内の配置は、出展申込書に基づいてレイアウトを行いますので、下記について必ずご記入ください。
◇企業・団体：業種・事業内容 ◇学校：学びの分野・内容、学びがつながる業種・職種

■申込書の提出先
主催者：公益財団法人熊本県雇用環境整備協会

〒862-0950 熊本市中央区水前寺１丁目４－１
JR水前寺駅ビル２F

TEL 096-382-5445 FAX 096-382-5447

■別途料金が発生する事項
出展に関する主なオプション備品等につきましては、出展申込の正式受付以降、事務局よりご案内いたします。



■「くまもとお仕事探検フェア２０２２」の出展規程、誓約内容に同意・誓約し、下記の通り出展を申込みます。

フリガナ

企業・
団体名

代表者 役職 氏名

ご担当者
部署 ﾌﾘｶﾞﾅ

役職 氏名

連絡先

〒
住所

TEL（ ） - FAX（ ） -

E-mail

業種・
事業内容

ブース
体験例

（例）プログラミング体験

参加人数 名

出展者 事前説明会 【１０月２５日（火）午後】の参加可否
※ 場所：グランメッセ熊本 時間：14時～ （予定）

□ 参加できる □ 参加できない

※スタッフは、必ず常駐して頂きますようお願いいたします。
休憩時間等の対応のため、２名以上での参加をお願いいたします。

■出展申込内容を該当する区分ごとにご記入ください。

区分 出展料金（税込） 申込数 備 考

ブース出展
２万円 ／ １ブース

※ブース数×２万円
ブース 主催者・事務局が基本ブースを設営します

車両展示

２万円 ／ １台
※車両数×２万円

台 乗用車以下・バイク

３万円 ／ １台
※車両数×３万円

台 大型車両以上

２０２２年 月 日

令和４年度 協会独自事業

「くまもとお仕事探検フェア2022」 出展申込書

提出方法 FAXまたはEメールにてご提出ください。

提出先
FAX : 096-382-5447 E-mail :info@infowork-kumamoto.jp

※お申込みいただきましたら、電話かメールにて受付完了のお知らせをいたします。
3日以上連絡のない場合は、届いていない場合がございますのでお問い合わせください。（土日祝日除く）

お問合せ先 公益財団法人熊本県雇用環境整備協会（TEL : 096-382-5445） 担当：佐々・鬼塚

受付日 受付番号

●申込み多数の場合は、業種や地域の均衡を図り、選定する場合がございます。

≪企業・団体用≫


