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目的

道内IT産業においては、AI及びIoT分野等を経営の重点分野に位置付け、企業間連携による新たなシステムの開発やサービスの展開を模索する動きが

活発化している。一方、企業そのものの知名度が十分ではなく、企業間連携の取組についても首都圏における認知度が低いといった課題があるほか、

人口減少、若者の道外流出などによる労働力の減少等により、即戦力となる技術的スキルを身につけた人材や新規学卒者の獲得が難しく、人材不足の

慢性化が懸念されている状況にある。

このような状況から、企業間連携における取組を首都圏で開催される展示会でPRするとともに、成 長の懸念要因となっている人材不足への対応につ

いても、併せて支援することで道内IT産業の振興を促し、良質で安定的な正社員雇用の創出及び定着を図る。

事業内容

1 道内IT企業合同説明会の実施

2 道内IT系専修学校生等に向けた道内IT企業職場見学ツアーの実施

3 道内IT企業間連携等による取組PRのための展示会出展

本資料にて概要をご説明いたします。
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●名称 ：北海道IT企業 オンライン合同説明会 2020（仮）

●会期 ：2020年10月31日(土) ※特設HPの公開は10月1日(木）〜11月7日(土)までを想定

●会場 ：特設HP上

●ターゲット ： 2021年卒業予定の学生（大学・専門学校等）・求職中の方

●出展企業 ：道内のIT企業20社

●参加料 ：出展・参加ともに無料

●実施内容 ：1.セミナー

2.企業出展（企業情報掲載、説明動画公開、資料ダウンロード）

3.個別面談会

開催概要

1. 協会様へのお願い

【参加企業の取りまとめ】
・両協会合わせて20社、うちコンテンツ系・クリエイティブ系の企業を各1社ずつは確保したいです。
・担当者氏名、メールアドレス、電話番号等の連絡先を教示いただければ、以降のやりとりは直接行

わせていただきます。

【セミナー講師推薦のお願い ※必須事項ではございません】
・両協会様及び両協会様の会員企業様にセミナー講師をお願いしたく存じます。
・両協会様ともに30分枠で考えております。枠内で30分1名、15分2名のどちらでも対応させて頂き

ます。

【スケジュール】
・参加者募集スケジュールについて

→協会様への依頼も含め下記の日程での進行を考えております。
9月15日(水)：協会様への概要書配信、出展者募集依頼
10月2日(金)：出展企業確定、参加者募集チラシ用企業情報原稿+HPリンクQRコードデータ締切

※出展社の企業様には下記内容をご提供を弊社よりご依頼する旨をお伝え下さい。
①業務内容、求人希望者へ対する訴求ポイントなどを紹介する原稿（120文字以内）
②各企業様へのHPリンクするQRコードの画像データ

10月7日：参加募集チラシを大学、専門学校、ハローワークへ発送
10月8日~10月30日：参加者事前募集期間

【事前準備】
・チラシに掲載する会社概要等PR文の提出
・企業紹介動画の有無の確認→無い場合、スケジュール調整して適宜撮

影いたします。
・面談の予約状況に合わせた当日対応のスケジュール・人員確保

【開催当日】
・Zoomでの個人面談の実施（各社⇔学生・一般求職者と直接リンク）
・Zoom用のPC、イヤホン、通信環境をご用意ください。

【開催後】
・本業務説明会は北海道が厚生労働省の補助事業「地域活性化雇用創造

プロジェクト事業」により実施していることから、後日、北海道から
参加企業の皆様に従業員の雇用状況についてアンケート調査（正社員
の雇用等について、雇用年月日、氏名、年齢、性別、雇用条件を記載
いただきます）をお願いすることになりますので、予めご承知おきを
お願い申し上げます。

2. 参加企業様へのお願い



北海道IT企業

オンライン合同説明会 202003 オンライン合同説明会 開催概要

- 3 -

出展イメージ

●企業情報の掲載、企業説明動画の公開、資料ダウンロードができる

出展者用ページをご用意いたします。

●既に説明用の動画をお持ちの企業様は、事前に動画をご提供くださ

い。Youtubeに非公開でアップロードし、企業ページにリンクさせ

ていただきます。

●説明用動画が無い企業様は、スケジュール調整のうえ、収録スタジ

オをお貸し出しいたします。説明用スライドをご用意いただき来場

ください。撮影動画はノイズ削除等編集後、Youtubeに非公開で

アップロードし、企業ページにリンクさせていただきます。動画

ファイルはデータで差し上げますので、ご自由にお使い下さい。

※撮影、簡易編集費は無料です。

事前に説明動画等企業情報の公開と、リアルタイムでの個別相談会の2段構えで実施

1 企業出展ページの掲載 2 リアルタイムの個別面談会

●オンラインミーティングアプリ『Zoom』を利用し、事前予約制で

個別説明会を行います。

●企業様はPCでの参加の場合は、事前準備は不要です。

※スマホ・タブレットでの参加の場合は事前に『Zoom』アプリの

ダウンロードが必要です。

●当日はZoomの「ブレイクアウトルーム機能」を利用し、主催者側

で企業と学生の振り分けを行います。（※P9参照）
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動画撮影について

・企業出展ページに掲載する動画をお持ちでない企業様に対しては、スタジオでの収録＆簡易編集をさせていただきます。

名称 : anker web studio（アンカーウェブスタジオ）

住所 :
〒060-0001

札幌市中央区北1条西10丁目1-17 北一条山地ビルディング 7F

営業時間 : 9:30〜17:30（土日祝定休）

スタジオ概要 【動画撮影についてのお問い合わせ先】

株式会社ヤマチコーポレーション
担当：佐々木(大輔)・齋藤
TEL：011-281-7550

お電話口にて「北海道IT企業オンライン合同説明会」の件とお伝え下さい。

【動画の内容について】

・説明動画は10分までとさせていただきます。

※既に制作済みの動画をご支給いただく際はその限りではござ

いません。

・動画内容は下記の流れを推奨いたします。

※必ずしもこの通りにする必要はございません。

会社概要（2分）

事業内容紹介（5分）

既存動画差し込み（1分）
※事前にデータをご供給ください。

例）

募集要項（2分）

計
10
分
以
内

【サービス内容】

・動画撮影（10分以内）

・既存動画の差し込み（1点まで）

・音声編集（音声の調整、ノイズの除去）

・クロマキー合成（説明用資料の合成、ご指定の背景の合成等）

・作成した動画データの納品（以後ご自由にお使いください）

【企業様にご用意いただくもの】

・説明用資料データ（PDF、Power Point等）

・説明用台本（無くても可）

【撮影期間(予定)】

・9月28日(月)〜9月30日(水)、10月6日(木)〜7日(金)

時間は30分程度（10分お打ち合わせ、10分リハーサル、10分撮影）

※動画撮影の日程は先着優先となります。
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全体構成

・企業毎のページが一覧で表示されます。

・気になるページをクリックすると各企業の詳細ページ
に飛びます。

・各企業ページでは企業の詳細、説明動画視聴、資料の
ダウンロードが可能です。

参加者はイベント特設HP上ですべてのプログラムに参加できます。

特設ホームページ

セミナーページ

出展企業用
登録フォーム

セミナー予約

個別面談予約ページ

セミナー参加

各企業ページ（20社）

企業見学
オンラインツアー

企業見学予約

出展企業ページ

※別途、11月中旬以降実施予定
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出展の流れ

登録フォームに情報入力【出展者】
※出展者様による入力になります。

出展企業確定

動画準備【出展者＋事務局】

動画＆登録内容アップロード【事務局】

事
前
準
備
期
間

10/2

9/25〜10/9

9/25〜10/9

10/9〜10/13

出展ページ内容のご確認【出展者】 10/13〜10/16

HPに掲載
登録状況に

より随時更新

参加者募集チラシ原稿 10/2

※出展社の企業様には下記内容をご提供のご依頼を弊社より致します。
①業務内容、求人希望者へ対する訴求ポイント等を紹介する原稿（120文字以内）
②各企業様へのHPリンクするQRコードの画像データ

参加募集チラシの発送【事務局】 10/7

予約状況の確認【出展者＋事務局】 随時

事前参加募集 開始 10/8

個別面談会の実施 10/31当
日

アンケートにご回答【出展者】後
日

10/31〜

事前参加募集 締切 10/30

面談実施後、参加者にアンケート配信
（メールにて）

10/31

アンケート結果を各出展企業へ配信 後日
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登録フォームイメージ
【入力項目（仮）】★印→出展企業ページに反映する項目

★会社概要
企業名
代表者
本社所在地
設立年
資本金
売上高
従業員数
事業内容

★問い合わせ先
住所
電話
FAX
担当者
メールアドレス（採用お問い合わせ先）
ホームページURL

★勤務条件
初任給
諸手当
賞与
勤務時間・所定外労働時間
勤務体制
休日・休暇
通勤手当・通勤方法
社会保険等

★出展ページトップ画像
★説明動画
★出展ページ資料

・ご担当者名
・所属部署
・ご担当者電話番号
・ご担当者E-mail
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特設HP 企業ページ①

HOM E　 ＞　 企業ページ　 ＞　 株式会社●●●●

株式会社●●●●

IT×情報セキュリ ティ を融合した情報

ト ータルサポート 企業

弊社では、「 やり たいことを、 やるべきことに。」 をコーポレー

ト メ ッ セージとして掲げています。 やりたいことや興味のある

ことは一人ひとり少なからずあると思いますが、 そのやりたい

ことが世の中に足りていないこと ・ 望まれていること と繋がっ

た時、 初めて “やるべきこと ” になり ます。

しかし 、やるべきことを実現させることは容易ではありません。

実現できる環境やノ ウハウ、 何より も人が大切です。

当グループには社員の考えた、 やるべきことを実現できる環境

があり 、 その環境を整備することが会社の役割だと思っていま

す。

会社概要

代表者 □□□□□□□□

本社所在地 □□□□□□□□

設立年 □□□□□□□□

資本金 □□□□□□□□

資料ダウンロード

資料 1 □□□□□□□□

資料 2 □□□□□□□□

資料 3 □□□□□□□□

従業員数 □□□□□□□□

事業内容 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

勤務条件

初任給 □□□□□□□□

諸手当 □□□□□□□□

賞与 □□□□□□□□

勤務時間・ 所定外労働時間 □□□□□□□□

休日・ 休暇 □□□□□□□□

通勤手当・ 通勤方法 □□□□□□□□

お問い合わせ

連絡先 □□□□□□□□

電話 □□□□□□□□

FAX □□□□□□□□

メ ールアド レス □□□□□□□□

ホームページ

個別相談会の予約はこちら

□□□□□□□□

①企業名

③キャッチコピー

④会社紹介文

②企業画像

⑤企業紹介動画
・ご支給の動画、またはスタジオに

て収録の動画を掲載
※一度YouTubeに非公開でアップ

ロードさせていただき、HPに埋
め込みます。

⑥資料ダウンロード
・会社概要等の資料をダウンロード

可能

④

③

①

⑥

⑤
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特設HP 企業ページ②

HOM E　 ＞　 企業ページ　 ＞　 株式会社●●●●

株式会社●●●●

IT×情報セキュリ ティ を融合した情報

ト ータルサポート 企業

弊社では、「 やり たいことを、 やるべきことに。」 をコーポレー

ト メ ッ セージとして掲げています。 やり たいことや興味のある

ことは一人ひとり少なからずあると思いますが、 そのやりたい

ことが世の中に足りていないこと ・ 望まれていること と繋がっ

た時、 初めて “やるべきこと ” になり ます。

しかし 、やるべきことを実現させることは容易ではありません。

実現できる環境やノ ウハウ、 何より も人が大切です。

当グループには社員の考えた、 やるべきことを実現できる環境

があり 、 その環境を整備することが会社の役割だと思っていま

す。

会社概要

代表者 □□□□□□□□

本社所在地 □□□□□□□□

設立年 □□□□□□□□

資本金 □□□□□□□□

資料ダウンロード

資料 1 □□□□□□□□

資料 2 □□□□□□□□

資料 3 □□□□□□□□

従業員数 □□□□□□□□

事業内容 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

勤務条件

初任給 □□□□□□□□

諸手当 □□□□□□□□

賞与 □□□□□□□□

勤務時間・ 所定外労働時間 □□□□□□□□

休日・ 休暇 □□□□□□□□

通勤手当・ 通勤方法 □□□□□□□□

お問い合わせ

連絡先 □□□□□□□□

電話 □□□□□□□□

FAX □□□□□□□□

メ ールアド レス □□□□□□□□

ホームページ

個別相談会の予約はこちら

□□□□□□□□

⑦会社概要
・会社の概要を記載

⑧勤務条件
・採用の条件について記載

⑨お問い合わせ
・採用の問い合わせ先について記載

⑩個別相談会の予約はこちら
・予約ページに飛ぶ

⑦

⑧

⑨

⑩
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個別相談会予約ページ イメージ

1 2 3 4 5 6 7 8

13:00〜13:20 13:30〜13:50 14:00〜14:20 14:30〜14:50 15:30〜15:50 16:00〜16:20 16:30〜16:50 17:00〜17:20

企業1 予約(1名まで) 予約(制限なし) 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業2 予約 予約済み 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業3 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業4 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業5 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業6 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業7 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業8 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業9 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

企業10 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約 予約

・時間毎に参加者と企業担当者がZoomをつなぎ、個別相談会を実施します。

・参加者は予約時に簡易エントリーシートを入力（名前、学校名、連絡先、自己PR、希望職種等 ※要調整）、事前に企業様へ内容を共有
いたします。

・参加者は予約受付メールに記載のURLをクリックし、Zoomミーティングに参加します。

※以降20社分

※申し込みページに「個別面談中は事務局が各部屋を巡回いたします。」と記載

※各回ごとの参加人数の上限については、各企業様のご要望に応じて設定可能です。

「個別（1名のみ）」or「複数名同時（人数制限なし）」どちらでもご対応可能。
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個別相談会の接続イメージ

ブレイクアウト
ルーム①

参加者

企業
担当者

※同様の部屋を20個作成

参加者

企業
担当者

配付URL・パスワードで
Zoomに参加

Zoomミーティング全体

事前にお聞きした
メールアドレスで振り分け

事前予約時のメール
アドレスで自動振り分け

事前予約通知メール記載の
URL・パスワードで

Zoomに参加

主催者側で
ルーム

振り分け

終了後退出

※企業担当者はルームに残ったまま
次の参加者を待つ

問い合わせ・対応

事務局

サポート
デスク

主催者

※個別面談中は事務局が各部屋を巡回いたします。（進捗、様子を見るため）

予約ページにその旨を記載し、参加者に周知、承諾いただきます。

終了後、メールにて
アンケートを配信
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10/31 当日スケジュール

時間 全体 運営 出展企業

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

オープニング配信（全体説明）

終了

セミナー配信

個別相談会

接続準備

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

ご対応

終了

オープニング配信（全体説明）

セミナー配信

個別相談会準備

準備

個別相談会
参加者・出展企業調整

・個別相談会は1回あたり30分間（20分＋調整時間10分）を計8回実施いたします。

ご対応

休憩



北海道IT企業

オンライン合同説明会 2020

日　付 曜 全体 事務局 出展者様 日　付 曜 全体 事務局 出展者様

9月1日 火 10月1日 木

9月2日 水 10月2日 金

9月3日 木 10月3日 土

9月4日 金 10月4日 日

9月5日 土 10月5日 月

9月6日 日 10月6日 火

9月7日 月 10月7日 水

9月8日 火 10月8日 木

9月9日 水 10月9日 金

9月10日 木 10月10日 土

9月11日 金 10月11日 日

9月12日 土 10月12日 月

9月13日 日 10月13日 火

9月14日 月 10月14日 水

9月15日 火 10月15日 木

9月16日 水 10月16日 金

9月17日 木 10月17日 土

9月18日 金 10月18日 日

9月19日 土 10月19日 月

9月20日 日 10月20日 火

9月21日 月 10月21日 水

9月22日 火 10月22日 木

9月23日 水 10月23日 金

9月24日 木 10月24日 土

9月25日 金 10月25日 日

9月26日 土 10月26日 月

9月27日 日 10月27日 火

9月28日 月 10月28日 水

9月29日 火 10月29日 木

9月30日 水 10月30日 金

10月31日 土

13 全体スケジュール
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全体スケジュール

事前準備期間 HP制作

出展用
フォーム

作成

出展者
ご調整

出展者
フォーム

入力

出展者
フォーム

入力

動画撮影

動画編集
アップ

HPオープン

仮HPオープン

制作期間

制作期間

参加者受付

オンライン合同説明会 本番

HP修正

最終
チェック

期間

最終
チェック

動画撮影

出展者ページ最終確認

参加者
募集期間

出展者ページ完成

動画編集
アップ

参加募集チラシ発送

HP調整

最終チェック

出展者確定

出展者ご調整



北海道IT企業

オンライン合同説明会 2020

日　付 曜 全体 事務局 出展者様

11月1日 日

11月2日 月

11月3日 火

11月4日 水

11月5日 木

11月6日 金

11月7日 土

11月8日 日

11月9日 月

11月10日 火

11月11日 水

11月12日 木

11月13日 金

11月14日 土

11月15日 日

11月16日 月

11月17日 火

11月18日 水

11月19日 木

11月20日 金

11月21日 土

11月22日 日

11月23日 月

11月24日 火

11月25日 水

11月26日 木

11月27日 金

11月28日 土

11月29日 日

11月30日 月

14 全体スケジュール
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全体スケジュール

サイトクローズ（※時期要調整）

アンケート回答参加者アンケート集計

【北海道IT企業オンライン合同説明会 出展お問い合わせ先】

企業間連携型ＩＴ産業等振興事業受託業者
株式会社ピーアールセンター 営業局
担当：小黒
TEL：011-222-5555 (社に不在の場合は下記携帯へご連絡下さい）
携帯：080-2876-3942
お電話口にて「北海道IT企業オンライン合同説明会」の件とお伝え下さい。


