平成29年度 職場説明会・合同面接会
8～9月開催予定
平成29年度
職場説明会・合同面接会
8～9月開催予定
【8月】
都道府県
名

種類

名称

開催日時

北海道／ 職場説明会 平成29年度第１回福祉職場 平成29年8月21日（月）
札幌市
説明会
10:30～16:00

会場
ロイトン札幌 ３階ロイトン
ホール
（札幌市中央区北１条西１１
丁目）

問合せ先
北海道福祉人材センター
011-272-6662

ホームページURL

北海道／ 職場説明会 平成29年度 福祉職場説明 平成29年8月11日（金･ とかちプラザ大集会室＆ギャ 社会福祉法人帯広市社会
帯広市
会
祝）
ラリー
福祉協議会 帯広市福祉
応援セミナー10:00～
（帯広市西4条南13-1）
人材バンク
11:30
直通0155-27-2525
個別相談会13:00～15:30
北海道／ 職場説明会 平成28年度福祉職場説明
苫小牧市
会

平成28年8月10日（木）
14:00～17:00

主な内容

職場個別面談
http://www.dosyakyo.or.jp/jinzai/index.html
福祉の仕事相談
資格取得相談
就職相談
職場体験事業案内
資料の閲覧

苫小牧市民活動センター1階 苫小牧市福祉人材バンク
多目的ホール
0144-32-7111
（苫小牧市若草町3-3-8）

http://www.tomakomaishakyo.or.jp/

（設置主体）
社会福祉法人他

社会福祉法人、医療法人ほ 社会福祉法人 北海道社会福祉協議会
か
帯広公共職業安定所

公益社団法人 北海道看護協会

・職場個別面談
・ハローワークコーナー
・福祉のお仕事相談コー
ナー

社会福祉法人・医療法人・Ｎ 北海道社会福祉協議会
ＰＯ法人・株式会社・有限会
社 他

管内社会福祉協議会
苫小牧公共職業安定所
苫小牧市社会福祉施設連絡協議会

職場説明・面 第1回福祉の就職フェアin秋 平成29年8月9日（水）
接会
田
13：30～16：30

秋田ビューホテル 4階 飛翔 秋田県福祉保健人材・研
の間
修センター
（秋田市中通2-6-1）
018-864-2880

・求人事業所との個別面談
社会福祉法人、医療法人ほ
http://www.akitakenshakyo.or.jp/
http://kaigo.akitakenshakyo.or.jp/
コーナー
か
・求職相談コーナー
・資格取得情報コーナー
・適性診断・カウンセリング
コーナー
・福祉の仕事相談・求職登
録コーナー

秋田県

職場説明・面 第1回福祉の就職フェアin大 平成29年8月3日(木)
接会
館
13：30～16：00

大館市北地区コミュニティセ
ンター 2階 多目的室
（大館市有浦1-8-15）

秋田県福祉保健人材・研
修センター
018-864-2880

http://www.akitakenshakyo.o
r.jp/
http://kaigo.akitakenshakyo.o
r.jp/

栃木県

職場説明会 福祉のお仕事就職フェア・県 平成29年8月26日（土）
北エリア
13:00～15:30

矢板市生涯学習館
（矢板市矢板106-2）

栃木県福祉人材・研修セン http://www.tochigikenshakyo.jp/
・職場説明会
ター
・相談コーナー
028-643-5622

社会福祉法人、医療法人ほ
か
社会福祉法人、医療法人ほ
か

面接会

ミニMini就職面接会

平成29年8月16日（水）
13:30～15:00

高崎市総合福祉センター
（高崎市末広町115-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

群馬県／
太田市

面接会

地区別ミニ就職面接会

平成29年8月5日（土）
13:30～15：30

太田市社会教育総合セン
ター
（太田市熊野町23-19）
成城ホール 1階ホール（世
田谷区成城6-2-1）

太田市福祉人材バンク
0276-48-9599

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年8月5日（土）
13：45～16：00

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年8月5日（土）
12：00～16：00

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年8月6日（日）
13：30～16：00

全国社会福祉協議会
ハローワーク秋田
ハローワーク大館
秋田県社会福祉法人経営者協議会

厚生労働省
秋田県ふるさと定住機構
秋田県看護協会
介護労働安定センター秋田支部
秋田県保育士会
秋田県社会福祉士会
秋田県介護福祉士会

・求人事業所との個別面談 社会福祉法人、医療法人ほ 全国社会福祉協議会
コーナー
か
ハローワーク秋田
・求職相談コーナー
ハローワーク大館
・福祉の仕事相談・求職登
秋田県社会福祉法人経営者協議会
録コーナー

厚生労働省
秋田県ふるさと定住機構
秋田県看護協会
介護労働安定センター秋田支部
秋田県保育士会
秋田県社会福祉士会
秋田県介護福祉士会

http://takasaki-shakyo.or.jp/ ・個別面談
・福祉のお仕事相談コー
ナー
・合同面接会
・相談コーナー

社会福祉法人、医療法人ほ
か

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー

社会福祉法人、株式会社、 世田谷区福祉人材育成・研修センター、ハ
医療法人ほか
ローワーク渋谷、世田谷区、世田谷区産
業振興公社、東京都福祉人材センター

町田市民フォーラム4階 サ 町田市社協
ウスフロントタワー町田内（町 042-722-4898
田市原町田4-9-8）

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・職種別ガイダンス
nzai/
・相談コーナー
・相談・面接会

社会福祉法人、株式会社、 【主催】町田市社会福祉協議会、社会福祉 【協力】町田市介護人材センター、町田市社会
医療法人ほか
法人 東京都社会福祉協議会 東京都福 福祉法人施設等連絡会
祉人材センター
【共催】町田市障がい福祉課、ハローワー
ク町田

調布市こころの健康支援ンセ 調布市社協
ンター（調布市布田5-46-1） 042-452-8180

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人 調布市社会福祉協
医療法人ほか
議会、社会福祉法人 東京都福祉協議会
東京都福祉人材センター ハローワーク府
中
【後援】調布市

日石横浜ビル
神奈川県 職場説明会 「保育のしごと 就職相談会 平成29年8月3日(木)
第1回 横浜会場」
就職支援セミナー：10時 横浜市西区桜木町1-1-8
30分～12時
就職相談会：13時～15時
30分

世田谷区福祉人材育成・
研修センター
03-5429-3100

後援団体
高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部
北海道看護協会
北海道社会福祉士会
北海道介護福祉士会
北海道精神保健福祉士協会
北海道共同募金会
北海道民間社会福祉事業職員共済会

・応援セミナー
・個別相談会

秋田県

群馬県／
高崎市

共催団体
北海道労働局
札幌公共職業安定所
函館市社会福祉協議会
旭川市社会福祉協議会
釧路市社会福祉協議会
帯広市社会福祉協議会
北見市社会福祉協議会
苫小牧市社会福祉協議会

かながわ保育士保育所支 http://www.kfjc.jp/
保育のしごと 就職支援セミ 社会福祉法人 医療法人、 神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横
援センター
http://www.kanagawahoiku.jp ナー
特定非営利法人、財団法
須賀市
045-320-0505
/
福祉施設等就職相談会
人、株式会社ほか

都道府県

種類

名称

開催日時

名
平成29年度
職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

神奈川県 職場説明会 第1回「福祉のしごとフェア」 平成29年8月4日(金)
10時～16時30分

会場

問合せ先

ホームページURL

主な内容

（設置主体）

共催団体

後援団体

日石横浜ビル
横浜市西区桜木町1-1-8

かながわ福祉人材セン
ター
045-312-4816

http://www.kfjc.jp/
http://www.knsyk.jp/jinzai/

福祉のしごと就職支援ガイ 社会福祉法人 医療法人、 神奈川県
ダンス
特定非営利法人、財団法
（福）川崎市社会福祉協議会・川崎市福祉
福祉施設等就職相談会
人、株式会社ほか
人材バンク
神奈川県社会福祉協議会経営者部会
神奈川県社会福祉法人経営青年会

横浜公共職業安定所
公益社団法人神奈川県看護協会・神奈川県
ナースセンター
公益社団法人神奈川県社会福祉士会
公益社団法人神奈川県介護福祉士会
神奈川県私立大学連絡協議会
神奈川県私立短期大学協会
神奈川県介護福祉士養成校連絡協議会
神奈川県専修学校各種学校協会

平成29年8月9日（水）
13:00～16:00

アピオ甲府
（中巨摩郡昭和町西条3600

山梨県福祉人材センター
055-254-8654

http://www.y-fukushi.or.jp/

・施設で働く若手職員の講 社会福祉法人、医療法人
演会
営利法人 他
・合同面接会
・各種相談コーナー
・福祉人材センター相談
コーナー
・職場体験事業受付コー
ナー

厚生労働省
山梨県老人福祉施設協議会
山梨県保育協議会
山梨県地域包括・在宅介護支援センター協議
会
NHK甲府放送局
山梨放送・山梨日日新聞社
テレビ山梨
エフエム富士

静岡県／ 職場説明会 福祉職場説明会
浜松市

平成29年8月7日（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

浜松市及び近隣介護事業 ・ハローワーク浜松
所、
・静岡県社会福祉人材センター
社会福祉法人、医療法人、
など

静岡県／ 職場説明会 福祉職場説明会
浜松市

平成29年8月17日（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

浜松市及び近隣介護事業 ・ハローワーク浜松
所、
・静岡県社会福祉人材センター
社会福祉法人、医療法人、
など

静岡県／ 職場説明会 福祉職場説明会
浜松市

平成29年8月24日（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

浜松市及び近隣介護事業 ・ハローワーク浜松
所、
・静岡県社会福祉人材センター
社会福祉法人、医療法人、
など

静岡県／ 職場説明会 福祉職場説明会
浜松市

平成29年8月25日（金）
10:00～12:00

ハローワーク浜松浅田庁舎
（浜松市中区浅田町50-2）
3階会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

浜松市及び近隣介護事業 ・ハローワーク浜松
所、
・静岡県社会福祉人材センター
社会福祉法人、医療法人、
など

静岡県／ 職場説明会 出張福祉職場相談会
浜松市
in新居地域センター

平成29年8月29日（火）
10:00～12:00

新居地域センター
（湖西市新居町浜名519-1）
2階北中会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

浜松市及び近隣介護事業 ・ハローワーク浜松
所、
・静岡県社会福祉人材センター
社会福祉法人、医療法人、
など

http//www.hyogo-wel.or.jp

・合同面談会
社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
・相談コーナー
営利法人等
兵庫県
・人材センター求職者登録
コーナー

山梨県

兵庫県

面接会

福祉の就職総合フェアinや
まなし

職場説明会 平成29年度 福祉の就職説 姫路会場
明会
平成29年8月8日（火）
13:00～16:00
明石会場
平成29年8月29日（火）
13:00～16:00
8月30日（水）9:00～16:00

姫路商工会議所
兵庫県福祉人材センター
（姫路市下寺町43）
078-271-3881（直通）
あかし市民広場
（明石市大明石町1-6-1明石
駅前南地区）

全国社会福祉協議会
山梨県
山梨労働局
甲府職業安定所

和歌山県 職場説明会 平成29年度第1回福祉・介 平成29年8月2日（水）
護・保育の就職フェアわかや 13：00～15：00
ま

和歌山ビッグ愛
（和歌山市手平2-1-2）

和歌山県社会福祉協議会 http://www.wakayamakensha ・就職セミナー
和歌山県福祉人材セン kyo.or.jp
・個別面談会
ター
・相談コーナー
TEL 073-435-5211

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
NPO法人、株式会社、有限 和歌山県
会社ほか

和歌山県 職場説明会
／紀南地
介護未経験の中高年齢等
区
就職相談会

情報交流センター Big U
（田辺市新庄町3353-9）

0739-26-4111

全国社会福祉協議会
山県
社会福祉法人、医療法人他 県社会福祉協議会

平成29年8月11日（金）
13:00～

http://tanabeshi-syakyo.jp

・個別面談コーナー
・相談コーナー
・バンク登録コーナー

厚生労働省
姫路市社会福祉協議会
尼崎市社会福祉協議会
兵庫労働局

厚生労働省
和歌山公共職業安定所
和歌山市
和歌山市社会福祉協議会
和歌山県看護協会
介護労働安定センター和歌山支部
和歌山県老人福祉施設協議会
和歌山県老人保健施設協会
和歌山県保育所連合会
和歌山県民間社会福祉施設経営者協議会
（協賛）
和歌 厚生労働省
和歌山 田辺公共職業安定所
新宮公共職業安定所

都道府県

種類

名称

開催日時

名
平成29年度
職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定
岡山県

職場説明・面 福祉の就職総合フェア
接会
岡山夏

広島県／ 職場説明会 くれ福祉の職場説明会
呉市

会場

問合せ先

ホームページURL

主な内容

（設置主体）

共催団体

平成29年8月11日（祝・
金）
12:00～16:00

岡山ロイヤルホテル
（岡山市北区絵図町2-4）

岡山県福祉人材センター
086-226-3507

・福祉の職場1分プレゼン 社会福祉法人、医療法人ほ 社会福祉法人全国社会福祉協議会
http://www.fukushiokayama.or.jp/
テーション
か
岡山労働局
・職場面談会ガイダンス
県内公共職業安定所
・福祉の職場面談会
公益社団法人岡山県看護協会
・福祉資格・就職支援相談
コーナー
・介護の魅力発信コーナー
・就職応援コーナー

平成29年8月5日（土）
13:30～15:30

呉市総合体育館〔オークア
リーナ〕
（呉市広大新開1-7-1）

0823-21-5013
（（社福）呉市社会福祉協
議会 くれ福祉人材バン
ク）

http://www.kureshakyo.jp/

・求人面談コーナー
・各種相談コーナー
・資料、閲覧コーナー
・求職登録コーナー
※コミュニケーションマナー
研修の同時開催（12:30～
14:00）

平成29年8月4日（金）
13:00～16:00

愛媛県総合社会福祉会館
愛媛県福祉人材センター
（松山市持田町三丁目８番１ 089-921-5344
５号）

http://www.11294.net/

・求人事業所面談コーナー 社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
・福祉人材センター登録受 営利法人ほか
付コーナー
・求職相談、資格取得相談
コーナー
・ハローワーク、ナースセン
ター求職相談コーナー

･社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社 等

後援団体
厚生労働省
岡山県社会福祉法人経営者協議会
公益財団法人介護労働安定センター岡山支
部
公益社団法人岡山県シルバー人材センター
連合会

【主催】
・呉市
・（社福）呉市社会福祉協議会
くれ福祉人材バンク
【共催】
なし

・ハローワークくれ
・（社福）広島県社会福祉協議会
広島県社会福祉人材センター

愛媛県

職場説明会 福祉就職セミナー2017
（福祉の就職総合フェア
2017）

高知県

職場説明会 平成29年度第1回ふくし就職 平成29年8月13日（日）
フェア
11:30～16:00

高知市文化プラザかるぽーと 高知県福祉人材センター
（高知市九反田2-1）
088-844-3511

http://www.fukushi-jinzai.com/・福祉職場によるプレゼン
テーション
・就職相談会

社会福祉法人、医療法人、 高知公共職業安定所、公益社団法人高知 高知県社会福祉法人経営者協議会、高知県
ＮＰＯ法人ほか
県看護協会
市町村社会福祉協議会連絡会、高知県老人
福祉施設協議会、高知県保育所経営管理協
議会ほか

福岡県

職場説明・面 福祉のしごと就職フェア2017 平成29年8月5日（土）
接会
in FUKUOKA
11:00～16:00

クローバープラザ
（福岡県春日市原町3-1-7）

福岡県福祉人材センター
092-584-3310

http://fuku-shakyo.jp/jinzai/ ・合同面談会
・就活応援セミナー
・就職・資格相談センター
・職場体験受付コーナー
・まごころ製品販売コー
ナー

社会福祉法人、医療法人ほ ・全国社会福祉協議会
か
・福岡労働局
・福岡中央公共職業安定所
・久留米市・飯塚市・行橋市・北九州市社
会福祉協議会各福祉人材バンク
※福岡県は本会とともに主催

ウェルとばた2階交流プラザ・
多目的ホール
（北九州市戸畑区汐井町16）

福岡県福祉人材センター
092-584-3310
北九州市福祉人材バンク
093-881-0901

http://www.kitaq-shakyo.or.jp ・求職者と求人事業所との 社会福祉法人、医療法人
面談
他
・求職相談
・福祉の資格相談
・京築地区福祉人材バンク
求職登録

福岡県／
北九州市

面接会

福祉のしごと合同就職面談 平成29年8月31日（木）
会
13:00～16:00
ｉｎ北九州

職場説明会 2017年夏 福祉のしごと就
職フェア

平成29年8月6日（日）
13:00～16:00

大分県社会福祉介護研修セ 大分県福祉人材センター
ンター（大分市明野東3丁目 097-552-7000
4-1）

http://www.okk.or.jp

・就職面談コーナー
・相談コーナー
・情報コーナー

社会福祉法人、医療法人ほ 大分公共職業安定所
か

大分県

職場説明会 「2017年 福祉のしごと 就
職フェアー」

平成29年8月26日（土）
13：00～16：30

日田市複合文化施設（A０Ｓ
E）

日田市社会福祉協議会
日田市福祉人材バンク
０９７３－２４－７０２６

http://www.hitashakyo.jp/

・求職面談コーナー
・求職相談コーナー
・福祉関係資格相談コー
ナー

社会福祉法人、医療法人ほ ・日田市公共職業安定所
か
大分県保育士・保育所支援センター

宮崎観光ホテル 光耀
（宮崎市松山1-1-1）

宮崎県福祉人材センター
0985-32-9740

https://www.mkensha.or.jp/j ・事業所との面談・相談
ob/index.html
・相談コーナー

社会福祉事業所等

鹿児島サンロイヤルホテル
（鹿児島市与次郎1-8-10）

鹿児島県福祉人材・研修
センター
099-258-7888

http://www.kaken-shakyo.jp （午前）
・就活応援セミナー
（午後）
・就職面談会
・求職登録相談コーナー
・資格取得相談コーナー
・情報提供コーナー

県内の社会福祉法人、医療 全国社会福祉協議会
法人ほか
鹿児島公共職業安定所
鹿児島県医師協同組合
鹿児島県看護協会

面接会

福祉の仕事就職面接・相談 平成29年8月22日（火）
会
13:30～16:00
（受付 12:30～）

鹿児島県 職場説明・面 福祉・保健医療職場就職ガ 平成29年8月9日（水）
接会
イダンス
10:30 ～16:00

・厚生労働省
・福岡県乳児院協議会
・福岡県母子生活支援施設協議会
・福岡県児童養護施設協議会
・福岡県老人福祉施設協議会
・福岡県身体障害者施設協議会
・福岡県知的障がい者福祉協会
・福岡県婦人保護・救護施設協議会
・福岡県保育協会
・福岡県社会福祉法人経営者協議会
・福岡県看護協会
・福岡県母子寡婦福祉連合会

全国社会福祉協議会 中央福祉人材セン 厚生労働省、福岡労働局 北九州地域ハロー
ター、久留米市社会福祉協議会、飯塚市 ワーク
社会福祉協議会、行橋市社会福祉協議
会、福岡県内各福祉人材バンク
（主催：福岡県、福岡県社会福祉協議会、
北九州市、北九州市社会福祉協議会）

大分県

宮崎県

・厚生労働省
・松山公共職業安定所
・愛媛県ナースセンター
・報道機関各社（愛媛新聞社、ＮＨＫ松山放送
局、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛
朝日放送、ＦＭ愛媛、愛媛ＣＡＴＶ

大分県社会福祉法人経営者協議会、大分合
同新聞、ＮＨＫ大分放送局、ＯＢＳ大分放送、Ｔ
ＯＳテレビ大分、ＯＡＢ大分朝日放送、ＦＭ大分
・

・大分県福祉人材センター

宮崎労働局
宮崎公共職業安定所
厚生労働省
鹿児島県社会福祉法人経営者協議会
鹿児島県知的障害者福祉協会
鹿児島県授産施設協議会
鹿児島県障害者支援施設協議会
鹿児島県児童養護協議会
鹿児島県保育連合会
鹿児島県老人福祉施設協議会
鹿児島県地域包括・在宅介護支援センター協
議会

都道府県

種類

名称

開催日時

名
平成29年度
職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

会場

問合せ先

ホームページURL

主な内容

（設置主体）

共催団体

主な内容

（設置主体）

共催団体

後援団体

【9月】
都道府県
名

種類

北海道

職場説明会

名称

開催日時

会場

問合せ先

『平成29年度 福祉人材活
用フォーラム・福祉職場相談
会』
～福祉の魅力を知ろう！伝
えよう！～ （仮題）

平成29年9月9日（土）
9：30～16：00（予定）

"国立大学法人 北見工業大
学
（北見市公園町165）"

北見市社会福祉協議会
北見市福祉人材バンク
（℡ 0157-22-8046）

ホームページURL

北海道社会福祉協議会北海道福祉人材ｾﾝ
ﾀｰ ・網走管内のﾊﾛｰﾜｰｸ
・ｵﾎｰﾂｸ若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ ・北海道介護福
祉士会網走支部
・北海道社会福祉士会ｵﾎｰﾂｸ地区支部 ・北
海道認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協会ｵﾎｰﾂｸﾌﾞﾛｯｸ
（全て予定）

http://www.hirosakishakyo.jp/

弘前公共職業安定所、黒石公共職業安定所、
五所川原公共職業安定所、弘前市保育研究
会、青森県社会福祉士会、青森県介護福祉士
会

青森県／ 面接会
弘前市

福祉の仕事相談フェア

平成29年9月16日（土）
10:00～12:00

弘前市社会福祉センター
（弘前市宮園2-8-1）

弘前福祉人材バンク
0172-36-1830

栃木県

職場説明会

福祉・保育のお仕事就職
フェア・県南エリア

平成29年9月2日（土）
13:00～15:30

栃木市栃木文化会館
（栃木市旭町12-16）

（福祉）栃木県福祉人材・ http://www.tochigikenshakyo ・職場説明会
研修センター
.jp/
・相談コーナー
028-643-5622
（保育）とちぎ保育士・保育
所支援センター
028-307-4194

群馬県

面接会

地区別ミニ就職面接会（伊
勢崎会場）

平成29年9月2日（土）
13:30～15:30

伊勢崎市文化会館
（伊勢崎市昭和町3918）

群馬県福祉マンパワーセ
ンター
027-255-6600

http://www.g-shakyo.or.jp

・合同面接会
社会福祉法人、医療法人ほ
・福祉の仕事相談コーナー か

群馬県

面接会

地区別ミニ就職面接会（前
橋会場）

平成29年9月30日（土）
13:30～15:30

群馬県社会福祉総合セン
ター
（前橋市新前橋町13-12）

群馬県福祉マンパワーセ
ンター
027-255-6600

http://www.g-shakyo.or.jp

・合同面接会
社会福祉法人、医療法人ほ
・福祉の仕事相談コーナー か

ミニMini就職面接会

平成29年9月20日（水）
13:30～15:00

高崎市総合福祉センター
（高崎市末広町115-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

http://takasaki-shakyo.or.jp/ ・個別面談
・福祉のお仕事相談コー
ナー

社会福祉法人、医療法人ほ
か

日野市社協
042-582-2319

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー

社会福祉法人、株式会社、 【主催】日野市社会福祉協議会・東京都福
NPO法人ほか
祉人材センター【共催】ハローワーク八王
子

群馬県／ 面接会
高崎市

後援団体

・基調講演
社会福祉法人、NPO法人、
http://www.kitami-shakyo.or.jp/bank.html
・ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾃﾞｽｶｯｼｮﾝ
医療法人など
（若手職員の疑問や意見を
語りあいます。）
・法人ﾘﾚｰﾌﾟﾚｾﾞﾝ
（参加法人によるｱﾋﾟｰﾙﾀｲ
ﾑ）
・福祉職場相談会
・事業所プレゼンテーション 社会福祉法人、株式会社ほ 青森県社会福祉協議会・青森県福祉人材
・個別面接会
か
センター
・相談コーナー
・福祉情報の提供
社会福祉法人、医療法人、
学校法人ほか

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年9月20日（水）
13:00～15：30

日野市立福祉支援センター
（日野市高幡1011）

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年9月15日（金）
13：00～16：00

ティアラこうとう〔江東公会堂〕 江東区福祉部長寿応援課 http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・事業所PR
B1階 大会議室・中会議室 施設支援係
nzai/
・相談・面接会
（江東区住吉2-28-36）
03-3647-4331
・相談コーナー
・DVD上映
・入門ガイダンス

社会福祉法人、株式会社、 【主催】江東区、社会福祉法人 江東区社
医療法人ほか
会福祉協議会、社会福祉法人 東京都社
会福祉協議会 東京都福祉人材セン
ター、ハローワーク木場

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年9月29日（金）
11：00～15：30

北とぴあ 13F飛鳥ホール
（北区王子1-11-1）

北区社協
03-3906-2352

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・面接ブース
nzai/
・総合相談コーナー
・面接のポイントセミナー
・事業所ＰＲ、現役職員の
体験談

社会福祉法人、株式会社、 【主催】北区、社会福祉法人 北区社会福
医療法人ほか
祉協議会、社会福祉法人 東京都社会福
祉協議会 東京都福祉人材センター、ハ
ローワーク王子

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年9月30日（土）
10：00～14：00

タワーホール船堀 2階 瑞
雲 平安
（江戸川区船堀4-11-1）

江戸川区社協
03-5662-5557

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人 江戸川区社会福祉 【後援】江戸川区
医療法人ほか
協議会、江戸川区熟年者福祉施設連絡
【協力】江戸川区訪問介護事業者連絡会、江
会、社会福祉法人 東京都社会福祉協議 戸川区地域密着型サービス事業所連絡会
会 東京都福祉人材センター、ハローワー
ク木場

新潟県

面接会

福祉のしごとミニ面談会ｉｎ三 平成29年9月24日（日）
条
13:00～16:00

燕三条地場産業振興セン
ター
（三条市須頃1-17）

新潟県社会福祉協議会
新潟県福祉人材センター
025-281-5523

http://www.fukushiniigata.or.j ・法人による求人面談コー 社会福祉法人・医療法人・
p/
ナー
株式会社等
・福祉人材センター福祉相
談コーナー

全国社会福祉協議会

厚生労働省

新潟県

面接会

福祉のしごとミニ面談会ｉｎ長 平成29年9月30日（土）
岡
13:00～16:00

長岡市社会福祉センタートモ 新潟県社会福祉協議会
シア
新潟県福祉人材センター
（長岡市表町2-2-21）
025-281-5523

http://www.fukushiniigata.or.j ・法人による求人面談コー 社会福祉法人・医療法人・
p/
ナー
株式会社等
・福祉人材センター福祉相
談コーナー

全国社会福祉協議会

厚生労働省

都道府県

種類

名称

開催日時

名
平成29年度
職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

会場

問合せ先

ホームページURL

主な内容

（設置主体）

共催団体

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成29年9月7日（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成29年9月8日（金）
10:00～12:00

ハローワーク浜松浅田庁舎
（浜松市中区浅田町50-2）
3階会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成29年9月14日（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成29年9月21日（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

三重県

第2回福祉・介護の就職フェ 平成29年9月24日（日）
ア
13:00～16:00

ホテルグリーンパーク津
（津市羽所町）

三重県福祉人材センター
059-227-5160

http://www.miewel1.com/jinzai/

職場説明会
各種相談コーナー

尼崎市中小企業センター
（尼崎市昭和通2-6-68）

兵庫県福祉人材センター
078-271-3881（直通）

http//www.hyogo-wel.or.jp

・合同面談会
社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
・相談コーナー
営利法人等
兵庫県
・人材センター求職者登録
コーナー

http://www.nara-shakyo.jp

・未経験・復職応援カフェ
社会福祉法人、医療法人ほ 奈良県
・福祉施設・事業所との面 か
談コーナー
・福祉のお仕事・資格相談
コーナー
・中高年齢者相談コーナー
・福祉の職場体験相談コー
ナー

兵庫県

職場説明会

職場説明会 平成29年度 福祉の就職説 平成29年9月30日（土）
明会
13:00～16:00

・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

浜松市及び近隣介護事業
所、
社会福祉法人、医療法人、
など
浜松市及び近隣介護事業
所、
社会福祉法人、医療法人、
など

・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

社会福祉法人、医療法人
株式会社、ＮＰＯ等

全国社会福祉協議会

・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

平成29年9月10日(日)
11：30～16：00

大和郡山市商工会館
奈良県福祉人材センター
(大和郡山市北郡山町185－ 0744-29-0160
3）

和歌山県 職場説明会

平成29年度第1回福祉のし
ごと就職相談会（紀の川会
場）

平成29年9月20日（水）
13：00～15：00

桃山保健福祉センター
和歌山県社会福祉協議会 http://www.wakayamakensha ・個別面談会
（紀の川市桃山町最上1253） 和歌山県福祉人材セン kyo.or.jp
・相談コーナー
ター
TEL 073-435-5211

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
NPO法人、株式会社、有限 和歌山県
会社ほか

和歌山県 職場説明会
／紀南地
区

介護未経験の中高年齢等
就職相談会

平成29年9月7日（木）
13:00～

佐野会館
（新宮市佐野1丁目9-9）

紀南福祉人材バンク
0739-26-4918

http://tanabeshi-syakyo.jp

・個別面談コーナー
・相談コーナー
・バンク登録コーナー

社会福祉法人、医療法人他 全国社会福祉協議会
山県
県社会福祉協議会

久留米シテイプラザ
(久留米市六ツ門町8-1）

筑後地区福祉人材バンク
（久留米市社会福祉協議
会）
0942-34-3035

http://www.heartfulvolunteer.net

・福祉施設と求職者との面 社会福祉法人、医療法人ほ 久留米市社会福祉協議会
談コーナー
か
飯塚市社会福祉協議会
・福祉関係資格相談コー
行橋市社会福祉協議会
ナー
北九州市社会福祉協議会
・求職相談・求職登録コー
ナー
※福岡県は本会とともに主催

福岡県/ 職場説明・面 平成29年度福祉の職場ホリ 平成29年9月10日（日）
筑後
接会
デイガイダンス＆求人・求職 13:00～15:30
面談会in筑後

佐賀県

職場説明会 平成29年度
保育と介護の就職フェア

平成29年9月30日（土）
10：30～14：00

マリトピア（佐賀市新栄東3丁 佐賀県福祉人材･研修セン http://www.sagaken-shakyo.or.jp
・個別面談会
目7-8）
ター0952－28－3406
・相談コーナー

社会福祉法人ほか

後援団体

・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

地域別福祉の就職フェア
in大和郡山

奈良県

職場説明会

浜松市及び近隣介護事業
所、
社会福祉法人、医療法人、
など
浜松市及び近隣介護事業
所、
社会福祉法人、医療法人、
など

厚生労働省
公益財団法人介護労働安定センター三重支
所
三重地区学生就職連絡協議会
三重県介護福祉士養成施設協議会
三重県私立保育連盟
厚生労働省
姫路市社会福祉協議会
明石市社会福祉協議会
尼崎市社会福祉協議会
兵庫労働局

厚生労働省
和歌山公共職業安定所
紀の川市
紀の川市社会福祉協議会
和歌山県看護協会
介護労働安定センター和歌山支部
和歌山県老人福祉施設協議会
和歌山県老人保健施設協会
和歌山県保育所連合会
和歌山県民間社会福祉施設経営者協議会
（協賛）
和歌
和歌山

厚生労働省
田辺公共職業安定所
新宮公共職業安定所
福岡労働局
ハローワーク

（予定）佐賀県、佐賀市、鳥栖市、佐賀市社会
福祉協議会、鳥栖市社会福祉協議会、佐賀県
保育会、佐賀県私立幼稚園・認定こども園連
合会、佐賀県老人福祉施設協議会、佐賀県児
童養護施設協議会、佐賀県身体障害児者施
設協議会、佐賀県知的障害者福祉協会、佐賀
県授産施設協議会、佐賀県母子生活支援施
設協議会、佐賀労働局、介護労働安定セン
ター佐賀支所

都道府県

種類

名称

開催日時

名
平成29年度
職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定
長崎県

職場説明・面 平成29年度 福祉・介護の 平成29年9月30日（土）
接会
就職合同面談会～福祉・介 13:00～16:00
護の就職総合フェア2017
《秋》～

長崎県/ 職場説明会
佐世保市

熊本県

福祉・介護の就職合同面談 平成29年9月24日（日）
会
13：00～16：00
～福祉・介護の就職総合
フェア2017≪秋≫佐世保会
場～

職場説明・面 福祉の仕事就職面談会
接会

鹿児島県 面接会

姶良伊佐地域就職面談会

会場

問合せ先

ホームページURL

主な内容

（設置主体）

共催団体

後援団体

長崎県総合福祉センター（長 長崎県社会福祉協議会 福 http://www.nagasaki-pref崎市茂里町3-24）
祉人材研修センター
shakyo.jp/index2.php
TEL:095-846-8656

・合同面談会
・各種相談コーナー

長崎県内で福祉施設・事業 全国社会福祉協議会
所を運営する法人
長崎県
長崎公共職業安定所

厚生労働省、長崎労働局、佐世保公共職業安
定所、諫早公共職業安定所、大村公共職業安
定所、島原公共職業安定所、江迎公共職業安
定所、五島公共職業安定所、対馬公共職業安
定所、長崎公共職業安定所西海出張所、対馬
公共職業安定所壱岐出張所、フレッシュワー
ク、介護労働安定センター長崎支部、長崎県
社会福祉法人経営者協議会、長崎県老人福
祉施設協議会、長崎県知的障がい者福祉協
会、長崎県授産施設協議会、長崎県身体障害
児者施設協議会、長崎県児童養護施設協議
会、長崎県市町社会福祉協議会連絡協議会

ＪＡさせぼホール
（佐世保市松浦町2番28号）

佐世保福祉人材バンク
http://www.sasebo0956-24-1184（直通）
shakyo.or.jp/
0956-23-3174（社協代表）

・合同面談会

社会福祉法人、医療法人ほ 佐世保公共職業安定所
か
全国社会福祉協議会

厚生労働省、長崎労働局、佐世保市、諫早公
共職業安定所、大村公共職業安定所、島原公
共職業安定所、江迎公共職業安定所、五島公
共職業安定所、対馬公共職業安定所、長崎公
共職業安定所西海出張所、対馬公共職業安
定所壱岐出張所、フレッシュワーク、介護労働
安定センター長崎支部、佐世保商工会議所、
長崎県社会福祉法人経営者協議会、長崎県
老人福祉施設協議会、長崎県知的障がい者
福祉協会、長崎県授産施設協議会、長崎県身
体障害児者施設協議会、長崎県児童養護施
設協議会、長崎県保育協会、長崎県市町社会
福祉協議会連絡協議会、長崎県看護協会、長
崎県老人保健施設協議会、長崎県認知症グ
ループホーム連絡協議会長崎県社会福祉士
会、長崎県介護福祉士会、長崎県精神保健福
祉士協会、長崎県介護支援専門員連絡協議
会、テレビ佐世保

・職場説明会
（プレゼンテーション）
・合同面接会
・福祉の仕事ガイダンス

・関係機関による相談コー
ナー

平成29年9月3日
12：15～16：50

熊本県総合福祉センター
（熊本市南千反畑町3-7）
5Ｆ「研修ホール」

熊本県福祉人材研修セン http://www.fukushiター
kumamoto.or.jp
096-322-8077

平成29年9月20日（水）
13：00～16：00

国分シビックセンター
（霧島市国分中央3-45）

鹿児島県社会福祉協議会 http://www.kaken-shakyo.jp ・就職面接会
099-258-7888
・求職登録相談コーナー
・資格取得相談コーナー
・情報提供コーナー

社会福祉法人、医療法人等 熊本県、社会福祉法人熊本県社会福祉協 熊本県社会福祉法人経営者協議会、熊本県
議会、熊本労働局・ハローワーク熊本
老人福祉施設協議会、熊本県社会就労セン
ター協議会、熊本県身体障害児者施設協議
会、熊本県救護施設協議会、熊本県知的障が
い者施設協会

社会福祉法人ほか

国分公共職業安定所，国分公共職業安定 伊佐市，姶良市，湧水町，伊佐市社会福祉協
所大口出張所，霧島市，霧島市社会福祉 議会，姶良市社会福祉協議会，湧水町社会福
協議会
祉協議会，鹿児島県社会福祉法人経営者協
議会，鹿児島県知的障害者福祉協会，鹿児島
県授産施設協議会，鹿児島県障害者支援施
設協議会，鹿児島県社協老人福祉施設協議
会，鹿児島県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会

