平成30年度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

【6月】
都道府県
名

種類

北海道／ 職場説明
旭川市
会

名称

開催日時

会場

平成30年度 第1回
平成30年6月19日（火） アートホテル旭川
ふくしのお仕事のつど 10:30～14:00
（旭川市7条通6丁目）
い

福祉のしごと面談会

問合せ先
旭川市福祉人材バンク
0166-23-0138

平成30年6月16日（土） 東北福祉大学 仙台駅東口 宮城県福祉人材センター
10：30～15：30
キャンパス
022-262-9777
（仙台市宮城野区榴岡2-526）

ホームページURL

主な内容

（設置主体）
社会福祉法人他

共催団体
全国社会福祉協議会

後援団体

http://www.asahikawashakyo.or.jp

・就職応援セミナー
・職場ＰＲブース
・福祉のお仕事総合相談コーナー
・資料コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・キッズフリーコーナー

厚生労働省

http://www.miyagisfk.net/

・面談・相談会
社会福祉法人、医療法人 全国社会福祉協議会
・総合相談コーナー
ほか
仙台公共職業安定所
・求人登録コーナー
公益社団法人宮城県看護協会
・ハローワークコーナー
一般社団法人宮城県保育協議会
・保育士・保育所支援センターコーナー
公益財団法人介護労働安定センター宮城支
部

厚生労働省
宮城県、仙台市
宮城県社会福祉法人経営者協議会
一般社団法人宮城県社会福祉士会
一般社団法人宮城県介護福祉士会

宮城県

職場説明
会

秋田県

職場説明・ 福祉の就職フェアin秋 平成30年6月24日（日） 秋田ビューホテル
面接会
田
13:00～16:00
（秋田市中通2-6-1）

秋田県福祉保健人材・研
修センター
018-864-2880

http://www.akitakenshaky
o.or.jp/
http://kaigo.akitakenshak
yo.or.jp/

・求人事業所との個別面談コーナー
・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

社会福祉法人、医療法人 全国社会福祉協議会
ほか
ハローワーク秋田
秋田県社会福祉法人経営者協議会

厚生労働省
（公財）秋田県ふるさと定住機構
（公社）秋田県看護協会
（公財）介護労働安定センター秋田支部
（一社）秋田県社会福祉士会
（一社）秋田県介護福祉士会
秋田県保育士会

茨城県

職場説明・ 福祉のお仕事地区別
面接会
就職相談会

茨城県福祉人材センター
029-244-4544

http://www.ibarakiwelfare.or.jp/

・参加事業所1分プレゼン
・個別相談
・人材センター相談コーナー

社会福祉法人ほか

茨城県，茨城労働局

社会福祉法人全国社会福祉協議会
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構茨城支部
公益財団法人介護労働安定センター茨城支部
茨城県社会福祉施設経営者協議会

茨城県

職場説明・ 福祉の就職総合フェア 平成30年6月30日（土） 茨城県総合福祉会館
面接会
2018
12：30～16：15
（水戸市千波町1918）
～就職ガイダンス～

茨城県福祉人材センター
029-244-4544

http://www.ibarakiwelfare.or.jp/

・就職ガイダンス
・参加事業所1分プレゼン
・個別相談
・人材センター相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・適職診断コーナー

社会福祉法人ほか

茨城県，茨城労働局

社会福祉法人全国社会福祉協議会
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構茨城支部
公益財団法人介護労働安定センター茨城支部
茨城県社会福祉施設経営者協議会

平成30年6月9日（土）
11：40～16：10

茨城県県南生涯学習セン
ター
（土浦市大和町9-1ウララビ
ル5F）

群馬県／ 面接会
高崎市

夕方からの就職面接
会inたかさき

平成30年6月13日（水） 高崎市労使会館
17：00～19：00
（高崎市東町80-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

http://takasakishakyo.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

群馬県／ 面接会
高崎市

ミニMini就職面接会

平成30年6月20日(水）
13：30～12：00

高崎市吉井福祉センター
（高崎市吉井町吉井495）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

http://takasakishakyo.or.jp/

個別面談
福祉のお仕事相談コーナー

社会福祉法人、株式会社

埼玉県

職場説明
会

福祉の仕事就職フェア 平成30年6月1日（金）
12：00～15：30

ウェスタ川越
（川越市新宿町1-17-17）

埼玉県福祉人材センター
048-833-8033

http://www.fukushi・事業所との面談コーナー
saitama.or.jp/site/talent- ・相談コーナー
center/
・オリエンテーション、就職支援講座

社会福祉法人 医療法
人、特定非営利活動法
人、株式会社ほか

埼玉県
全国社会福祉協議会

厚生労働省
ハローワーク川越
社会福祉法人川越市社会福祉協議会

埼玉県

職場説明
会

福祉の仕事 地域就
職相談会

平成30年6月29日（金） 朝霞市産業文化センター
12:00～15:00
（朝霞市大字浜崎６６９番地
１）

埼玉県福祉人材センター
048－833－8033

http://www.fukushi・事業所との面談コーナー
saitama.or.jp/site/talent- ・相談コーナー
center/
・オリエンテーション、就職支援講座

社会福祉法人 医療法
人、特定非営利活動法
人、株式会社ほか

埼玉県、朝霞市、社会福祉法人朝霞市社会
福祉協議会

ハローワーク朝霞

東京都

職場説明・ 地域密着面接会
面接会

平成30年6月22日（金） 北とぴあ 13F飛鳥ホール
11：00～15：30
（北区王子1-11-1）

北区社協
03-3906-2352

https://www.tcsw.tvac.or.j ・相談・面接会
p/jinzai/
・面接セミナー
・相談ブース
・福祉ショップ、カフェ出店

社会福祉法人、株式会
社、医療法人ほか

【主催】北区、社会福祉法人
北区社会福祉協議会
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王子

神奈川県 職場説明・ 第1回福祉のお仕事相 平成30年6月16日（土） 川崎市総合福祉センター７階 川崎市福祉人材バンク
／川崎市 面接会
談会
12：30～17：00
大会議室他
044-739-8726
（川崎市中原区上小田中622-5）

http://www.cswkawasaki.or.jp/jinzai/

新潟県

面接会

福祉のしごと就職フェ
アin長岡

平成30年6月3日(日)
14:00～16:30

ハイブ長岡
(新潟県長岡市千秋3丁目
315番地11)

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. ・法人・事業所ブース
or.jp/
・福祉人材センターブース
・福島県福祉人材センターブース
・就活支援セミナー
「面接で一緒に働きたいと思われるポ
イント」

社会福祉法人・医療法人・
株式会社等

厚生労働省
全国社会福祉協議会

新潟県

面接会

福祉のしごと就職フェ
アin新潟

平成30年6月9日(土)
14:00～16:30

新潟ユニゾンプラザ
(新潟県新潟市中央区上所
2-2-2)

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. ・法人・事業所ブース
or.jp/
・福祉人材センターブース
・ハローワーク新潟ブース(予定)
・新潟県ナースセンターブース(予定)
・新潟県保育サポートセンターブース
(予定)
・介護労働安定センターブース(予定)
・就活支援セミナー
「面接で一緒に働きたいと思われるポ
イント」

社会福祉法人・医療法人・ 新潟労働局(予定)
株式会社等
ハローワーク新潟(予定)
新潟県ナースセンター(予定)
新潟県保育サポートセンター(予定)

厚生労働省
全国社会福祉協議会

石川県

職場説明
会

福祉・介護の就職フェ 平成30年6月24日（日） 石川県地場産業振興セン
ア
12:30～16:00
ター本館
（金沢市鞍月2-1）

石川県福祉の仕事マッチ
ングサポートセンター
076-234-1151

http://www.iskshakyo.or.jp

社会福祉法人、医療法
人、NPO法人ほか

厚生労働省

福井県／ 職場説明・ れいなん福祉就職フェ 平成30年6月9日(土)
嶺南地区 面接会
アin敦賀
13:00～16:00

敦賀市福祉総合センター「あ 敦賀市社会福祉協議会
いあいプラザ」
嶺南福祉人材バンク
(敦賀市東洋町4-1)
0770-22-3133

福井県／ 職場説明・ れいなん福祉就職フェ 平成30年6月9日(土)
嶺南地区 面接会
アin敦賀
13:00～16:00

静岡県／ 職場説明・ 平成30年度福祉の就
浜松市
面接会
職＆進学フェア

静岡県／ 職場説明
浜松市
会

静岡県／ 職場説明
浜松市
会

・福祉関係への就職希望者と施設の人 社会福祉法人、医療法
全国社会福祉協議会
事担当者との直接面談
人、株式会社等民間企業
・福祉専門相談
他
・就職活動一般に関する相談
・川崎市看護協会の就職相談
・(株)マイナビによる就職講座
・保育

１法人PRタイム
２合同就職面談会
(1)求人施設面談コーナー
(2)各種相談コーナー
・総合相談コーナー
・ハローワークコーナー
・看護職相談コーナー
・福祉の仕事・資格相談コーナー
・介護職の相談、図書展示コーナー

http://tsurugashishakyo.e ・参加事業所リレーPR
c-net.jp
・個別面談コーナー
・福祉の仕事・資格相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・ナースセンター相談コーナー
・資料提供コーナー

全国社会福祉協議会
金沢公共職業安定所

厚生労働省

社会福祉法人、医療法人 福井県
ほか
敦賀公共職業安定所

福井県社会福祉協議会
福祉労働局
福井県看護協会
小浜公共職業安定所

敦賀市福祉総合センター「あ 敦賀市社会福祉協議会
http://sturugashishakyo.e ・合同面接会
いあいプラザ」
嶺南福祉人材バンク無料 c-net.jp
・相談コーナー
(敦賀市東洋町4-1)
職業紹介所
・資料提供コーナー
0770-22-3133
・職場説明会

社会福祉法人、医療法人 福井県
ほか
敦賀公共職業安定所

福井県社会福祉協議会
福祉労働局
福井県看護協会
小浜公共職業安定所

1平成30年6月17日（日）
13:00～16:00
2平成30年6月24日（日）
13:00～16:00
3平成30年6月30日（土）
13:00～16:00

1アクトシティ浜松（浜松市板 静岡県社会福祉人材セン http://www.shizuoka屋町111-1）
ター
wel.jp/job/
2グランシップ（静岡市駿河区 054-271-2110
東静岡2-3-1）
3プラサ ヴェルデ（沼津市大
手町1-1-4）

・事業所担当者との相談会
・各種相談コーナー
・福祉系養成校情報コーナー
・福祉に関する催し物

社会福祉法人、医療法人 全国社会福祉協議会
ほか
静岡労働局
静岡県社会福祉法人経営者協議会
浜松市福祉人材バンク（2のみ）

厚生労働省

福祉職場説明会

平成30年6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)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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

福祉職場説明会

平成30年6月14日（木） 浜松市福祉交流センター
9:30～11:30
(浜松市中区成子町140-8
2階21会議室)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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
浜松市
会

出張福祉職場相談会
in雄踏文化センター

平成30年6月19日（火） 雄踏文化センター
10:00～12:00
(浜松市西区雄踏町宇布見
5427
3階大会議室)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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
浜松市
会

福祉職場説明会

平成30年6月22日（金） ハローワーク浜松浅田庁舎
10:00～12:00
(浜松市中区浅田町50-2
3階会議室)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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
浜松市
会

福祉職場説明会

平成30年6月28日（木） 浜松市福祉交流センター
9:30～11:30
(浜松市中区成子町140-8
2階21会議室)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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

愛知県

職場説明
会

福祉・介護の就職総合 平成30年6月30日(土)
フェア
13:00～16:00

名古屋国際会議場
(愛知県名古屋市熱田区熱
田西町1番1号)

愛知県福祉人材センター
tel:052-212-5519
fax:052-212-5520

http://www.aichifukushi.or.jp/

・職場説明会
・相談コーナー
・求職登録コーナー

社会福祉法人、医療法人 全国社会福祉協議会
ほか

厚生労働省
愛知労働局
名古屋中公共職業安定所
名古屋市
愛知県看護協会

愛知県/豊 職場説明
橋
会

福祉・介護の就職総合 平成30年6月10日(日)
フェア
13:00～16:00

ロワジールホテル豊橋
(愛知県豊橋市藤沢町141)

愛知県福祉人材センター
tel:052-212-5519
fax:052-212-5520

http://www.aichifukushi.or.jp/

・職場説明会
・相談コーナー
・求職登録コーナー

社会福祉法人、医療法人 全国社会福祉協議会
ほか

厚生労働省
愛知労働局
豊橋公共職業安定所
豊橋市
愛知県看護協会

京都府

職場説明・ 第1回ＦＵＫＵＳＨＩ就職 平成30年6月30日（土） メルパルク京都5階・6階・7階 京都府福祉人材・研修セ
面接会 フェアＫＹＯＴＯ
12:00～17:00
（ＪＲ「京都」駅前）
ンター
075-252-6297

和歌山県 職場説明
会

平成30年度第1回福
祉・介護・保育の就職
フェアわかやま

平成30年6月26日（火） 和歌山ビッグ愛
13:00～16:00
（和歌山市手平2-1-2）

鳥取県

職場説明
会

福祉・保育の就職フェ (1)平成30年6月9日
ア2018夏
（土）
13:15～16:30
(2)平成30年6月17日
（日）
13:15～16:30

広島県

職場説明・ 福祉の就職総合フェア 平成30年6月23日（土） 広島県立総合体育館 小ア
面接会
（夏季）
10:00～15:30
リーナ
(広島市中区基町4-1)

山口県

面接会

平成30年度「福祉のし 平成30年6月9日（土）
ごと」就職フェア
13:00～16:00

・合同面接会
http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/
・出展法人リレートーク
・相談コーナー
・職場説明会

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

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

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）

社会福祉法人、医療法
人、株式会社等

全国社会福祉協議会

厚生労働省
鳥取県内の各公共職業安定所
鳥取県看護協会
鳥取県社会福祉施設経営者協会
新日本海新聞社

広島県社会福祉人材育成 http://www.fukushikaigo.n ・求人面談コーナー
センター
et/
・資料提供コーナー
【関係者】082-254-3415
（施設・事業所パンフレット，人材セン
【求職者】082-256-4848
ター関連資料）

・社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社
等

全国社会福祉協議会

厚生労働省
広島労働局
公共職業安定所
（公社）広島県介護福祉士会
（公社）広島県社会福祉士会
（社福）呉市社会福祉協議会
（社福）江田島市社会福祉協議会

山口県社会福祉協議会
山口県福祉人材センター
083-922-6200

社会福祉法人、医療法人 （本センターとともに主催）山口県
ほか
(共催団体）
山口公共職業安定所（ハローワーク山口）
山口県若者就職支援センター

(1)鳥取県立福祉人材研修セ 鳥取県福祉人材センター http://www.torikenshakyo 就職面談コーナー
ンター
（鳥取県社会福祉協議会） .jp/fukushi/index.html
求職相談コーナー
（鳥取市伏野1729-5）
0857-59-6336
プレゼンテーション
(2)米子コンベンションセン
資料情報コーナー
ター
福祉の就職セミナー
（米子市末広町294）

ホテルかめ福
（山口市湯田温泉4-5）

社会福祉法人、医療法人 福祉職場就職フェア実行委員会
ほか

http://yamaguchi-fjc.jp/

（求人ブース）
・各福祉施設・事業所
(各コーナー）
・山口公共職業安定所
・山口県福祉人材センター
・山口県若者就職支援センター

厚生労働省
全国社会福祉協議会
山口県社会福祉法人経営者協議会

愛媛県

職場説明
会

福祉就職セミナー2018 平成30年6月3日（日）
（福祉の就職総合フェ 13:00～16:00
ア2018）

佐賀県

職場説明・ 平成30年度 第1回
平成30年6月30日(土）
面接会
保育と介護のJOBフェ 10：30～14：30
ア

長崎県

熊本県

ひめぎんホール 「真珠の
間」

愛媛県福祉人材センター
089-921-5344

サンメッセ鳥栖
（鳥栖市本鳥栖町1819）

http://www.11294.net/

・求人事業所面談コーナー
社会福祉法人、医療法
・福祉人材センター登録受付コーナー 人、営利法人ほか
・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
・福祉のお仕事説明会

全国社会福祉協議会

・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）

佐賀県福祉人材･研修セン http://www.sagakenター0952－28－3406
shakyo.or.jp

・個別面談会
・相談コーナー
・保育士再就職セミナー

社会福祉法人ほか

佐賀県

鳥栖市、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、佐賀県社会
就労センター協議会、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

職場説明・ 平成30年度 福祉・介 平成30年6月16日（土） 長崎県総合福祉センター
面接会
護の就職合同面談会 13:00～16:00
（長崎市茂里町3-24）
《夏》

長崎県社会福祉協議会
福祉人材研修センター
095-846-8656

http://www.nagasakipref-shakyo.jp

・合同面談会
・各種相談コーナー

長崎県内で福祉施設・事
業所を運営する法人

全国社会福祉協議会
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、長崎県総合就業
支援センター、フレッシュワーク佐世保、長崎県
再就職支援センター佐世保、介護労働安定セ
ンター長崎支部、長崎県保育協会

職場説明・ 保育士就職ガイダンス 平成30年6月24日（日） KKRホテル熊本
面接会
2018
13:30～15:30
（熊本市中央区千葉城町331）

熊本県福祉人材・研修セ
ンター
096-322-8077

http://www.fukushikumamoto.or.jp

・職場説明会
・合同面談会

社会福祉法人等

熊本公共職業安定所

熊本県、熊本市、熊本県保育協議会、一般社
団法人熊本県保育協議会、一般社団法人熊本
市保育園連盟

【7月】
都道府県
名

種類

名称

開催日時

会場

問合せ先

ホームページURL

主な内容

平成30年度「福祉の仕 平成30年7月7日（土）
事相談フェア」
13：00～16：00

青森県観光物産館アスパム 青森県福祉人材センター
（青森市安方1丁目1-40）
TEL 017-777-0012
FAX 017-777-0015

岩手県

職場説明
会

第1回 福祉の就職総
合フェア

ホテルニューカリーナ
（盛岡市菜園2-3-7）

岩手県社会福祉協議会
http://www.iwate福祉人材研修部
shakyo.or.jp/jinzai/index.h
（岩手県福祉人材セン
tml
ター）
TEL：019-637-4522（代表）

秋田県

職場説明・ 秋田県福祉の就職フェ 平成30年7月14日（土）
面接会
アin仙台
12:30～16:00

TKPガーデンシティ仙台
（仙台市青葉区中央1-3-1）

秋田県福祉保健人材・研
修センター
018-864-2880

http://www.akitakenshaky ・求人事業所との個別面談コーナー
o.or.jp/
・求職相談コーナー
http://kaigo.akitakenshak ・福祉の仕事相談・求職登録コーナー
yo.or.jp/

福島県

職場説明
会

平成30年度第1回福祉 平成30年7月14日（土）
の職場合同就職説明 12:30～16:00
会

ホテル福島グリーンパレス
（福島市太田町13－53）

福島県福祉人材センター
024-526-0045

http://www.fukushimaken ・就職体験談
社会福祉法人、医療法人 厚生労働省福島労働局
shakyo.or.jp/
・施設・事業所PR
ほか
県内各ハローワーク
・施設面談コーナー
公益財団法人介護労働安定センター
・福祉人材センターコーナー
・ハローワークコーナー
・介護労働安定センターコーナー
・保育士・保育所支援センターコーナー

福島県

職場説明
会

平成30年度第1回福祉 平成30年7月21日（土）
の職場合同就職説明 12:30～16:00
会

会津若松ワシントンホテル
（会津若松市白虎町201）

福島県福祉人材センター
024-526-0045

http://www.fukushimaken ・就職体験談
社会福祉法人、医療法人 厚生労働省福島労働局
shakyo.or.jp/
・施設・事業所PR
ほか
県内各ハローワーク
・施設面談コーナー
公益財団法人介護労働安定センター
・福祉人材センターコーナー
・ハローワークコーナー
・介護労働安定センターコーナー
・保育士・保育所支援センターコーナー

福島県

職場説明
会

平成30年度第1回福祉 平成30年7月28日（土）
の職場合同就職説明 12:30～16:00
会

いわき産業創造館（LATOV
6階）
（いわき市平字田町120）

福島県福祉人材センター
024-526-0045

http://www.fukushimaken ・就職体験談
社会福祉法人、医療法人 厚生労働省福島労働局
shakyo.or.jp/
・施設・事業所PR
ほか
県内各ハローワーク
・施設面談コーナー
公益財団法人介護労働安定センター
・福祉人材センターコーナー
・ハローワークコーナー
・介護労働安定センターコーナー
・保育士・保育所支援センターコーナー

福島県

職場説明
会

平成30年度第1回福祉 平成30年7月29日（日）
の職場合同就職説明 12:30～16:00
会

ビッグパレットふくしま
（郡山市南2丁目52）

福島県福祉人材センター
024-526-0045

http://www.fukushimaken ・就職体験談
社会福祉法人、医療法人 厚生労働省福島労働局
shakyo.or.jp/
・施設・事業所PR
ほか
県内各ハローワーク
・施設面談コーナー
公益財団法人介護労働安定センター
・福祉人材センターコーナー
・ハローワークコーナー
・介護労働安定センターコーナー
・保育士・保育所支援センターコーナー

栃木県

職場説明
会

福祉のお仕事就職フェ 平成30年7月28日（土）
ア2018・夏
10：30～16：00

とちぎ福祉プラザ
（宇都宮市若草1-10-6）

栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
028-643-5622

http://www.tochigikensha ・福祉のお仕事就職支援セミナー
kyo.jp/jinzai/event.html
・合同相談会
・福祉人材センター相談コーナー

【特別企画】
○福祉施設・事業所PRタイム
【福祉の就職総合フェア】
○事業所面談コーナー
○資格相談コーナー○ハローワーク
コーナー○福祉人材センターコー
ナー、保育士･保育所支援センター相
談コーナー

社会福祉法人
医療法人
株式会社等

共催団体

職場説明
会

平成30年7月22日（日）
11：00～16：00

http://www.aosyakyo.or.jp 求人事業所によるプレゼンテーション
個別面談・相談会

（設置主体）

青森県

後援団体

青森公共職業安定所
青森労働局、青森県教育委員会
社会福祉法人弘前市社会福祉協議会 弘前 公益社団法人青森県私学協会
福祉人材バンク
公益社団法人青森県老人福祉協会
社会福祉法人八戸市社会福祉協議会 八戸 一般社団法人青森県保育連合会
福祉人材バンク
公益社団法人青森県社会福祉士会
一般社団法人青森県介護福祉士会
青森県介護福祉士養成施設協会
青森県社会福祉法人経営者協議会
公益社団法人介護労働安定センター青森支部

社会福祉法人、医療法
岩手県
人、NPO法人、株式会社、
有限会社ほか

厚生労働省
岩手労働局
全国社会福祉協議会

社会福祉法人、医療法人 全国社会福祉協議会
ほか
ハローワーク秋田
秋田県社会福祉法人経営者協議会

厚生労働省
（公財）秋田県ふるさと定住機構
（公社）秋田県看護協会
（公財）介護労働安定センター秋田支部
（一社）秋田県社会福祉士会
（一社）秋田県介護福祉士会
秋田県保育士会

社会福祉法人、医療法人 栃木県
他

栃木県

職場説明
会

保育のお仕事就職フェ 平成30年7月29日（日）
ア2018・夏
10：30～15：00

とちぎ福祉プラザ
（宇都宮市若草1-10-6）

栃木県社会福祉協議会
保育士・保育所支援セン
ター
028-307-4194

https://www.tochigihoikushi-center.org/

・合同相談会
社会福祉法人 他
・保育士・保育所支援センター相談コー
ナー

ミニMini就職面接会

平成30年7月18日（水）
10:30～12:00

高崎市榛名公民館
(高崎市上里見町1072-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

http://takasakishakyo.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

群馬県／ 職場説明・ ミニ就職面接会
太田市
面接会

平成30年7月28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)

太田市福祉人材バンク
0276-48-9599

・合同面接会
・相談コーナー
・職場説明会

社会福祉法人、医療法人
ほか

埼玉県

職場説明
会

福祉の仕事 地域就
職相談会

平成30年7月8日（日）
12:00～15:00

飯能市市民活動センター
048－833－8033
（飯能市栄町24番地4 丸広
百貨店飯能店7階）

http://www.fukushi・事業所との面談コーナー
saitama.or.jp/site/talent- ・相談コーナー
center/
・オリエンテーション、就職支援講座

千葉県

職場説明
会

平成３０年度第１回
平成30年7月1日（日）
「保育de就職！＠千葉 12:00～16:00
保育のしごと就職フェ
スタ」

千葉経済大学短期大学部
(千葉市稲毛区轟町3-59-5)

ちば保育士・保育所支援
センター
043-222-2668

http://www.chibahoiku.net ・各児童福祉施設等の求人内容、職場 社会福祉法人、営利法人
/
の説明
等
・求職登録の受付、福祉資格等につい
ての相談、情報提供

千葉県

職場説明
会

平成30年度第1回福祉 平成30年7月8日（日）
のしごと就職フェア・in 13:00～16:00
ちば

幕張メッセ 国際会議場
（千葉市美浜区）

千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター
043-441-6301

http://chibakenshakyo.net ・福祉のしごとセミナーの開催
/
・福祉施設・事業所と合同面談会
・各種相談コーナー

東京都

職場説明・ 地域密着面接会
面接会

平成30年7月7日（土）
11：00～16：00

としまセンタースクエア
豊島区役所庁舎1階
（豊島区南池袋2-45-1）

豊島区保健福祉部高齢者 https://www.tcsw.tvac.or.j ・相談・面接会
福祉課高齢者事業グルー p/jinzai/
・相談コーナー
プ
・お仕事ガイダンス
03-4566-2432

新潟県

面接会

平成30年7月7日(土)
14:00～16:30

ワークパル上越
新潟県社会福祉協議会
(新潟県上越市下門前477番 新潟県福祉人材センター
地)
025-281-5523

群馬県／ 面接会
高崎市

福祉のしごと就職フェ
アin上越

http://www.fukushiniigata. ・法人・事業所ブース
or.jp/
・福祉人材センターブース

社会福祉法人 医療法
人、特定非営利活動法
人、株式会社ほか

栃木県

埼玉県、社会福祉法人飯能市社会福祉協議 ハローワーク飯能
会

千葉市、千葉労働局、千葉県保育協議会、千
葉市保育協議会、千葉県児童福祉施設協議
会、NHK千葉放送局、千葉テレビ放送株式会
社、株式会社ベイエフエム

社会福祉法人、NPO法
人、医療法人、営利法人
等の社会福祉施設

千葉県、千葉県社会福祉協議会各種別協議 厚生労働省、千葉市、千葉労働局、千葉公共
会、社会福祉法人全国社会福祉協議会
職業安定所、公益財団法人介護労働安定セン
ター千葉支所、公益社団法人千葉県看護協
会・千葉県ナースセンター、一般社団法人千葉
県社会福祉士会、一般社団法人千葉県介護福
祉士会、特定非営利活動法人千葉県介護支援
専門員協議会、一般社団法人千葉県精神保健
福祉士協会、株式会社千葉日報社、千葉テレ
ビ放送株式会社、株式会社ベイエフエム、NHK
千葉放送局

社会福祉法人

【主催】社会福祉法人豊島区民社会福祉協
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、東京都高齢者福
祉施設協議会豊島区施設長会
【共催】ハローワーク池袋

社会福祉法人・医療法人・
株式会社等

厚生労働省
全国社会福祉協議会

・就活支援セミナー
「面接で一緒に働きたいと思われるポ
イント」

富山県

職場説明
会

平成30年度 福祉のお 平成30年7月15日（日）
仕事フェア～福祉の就 12:30～15:30
職総合説明会2018～
（第1回 福祉・介護分
野）

富山国際会議場
（富山市大手町1-2）

社会福祉法人富山県社会 http://www.toyama福祉協議会 富山県健康・ shakyo.or.jp/
福祉人材センター
076-432-6156

・我が事業所紹介
・面談コーナー
・登録コーナー
・相談コーナー
・資料提供コーナー

社会福祉法人ほか

全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター
富山労働局・ハローワーク
富山県民間保育連盟
介護労働安定センター富山支所

厚生労働省
富山県
富山市
富山県社会福祉法人経営者協議会
富山県老人福祉施設協議会
富山県保育連絡協議会
富山県介護老人保健施設協議会
富山県社会福祉士会
富山県介護福祉士会
富山県保育士会
富山県看護協会

富山県

職場説明
会

平成30年度 福祉のお 平成30年7月16日（月・
仕事フェア～福祉の就 祝）
職総合説明会2018～ 12:30～15:30
（第2回 福祉・介護分
野）

富山国際会議場
（富山市大手町1-2）

社会福祉法人富山県社会 http://www.toyama福祉協議会 富山県健康・ shakyo.or.jp/
福祉人材センター
076-432-6156

・我が事業所紹介
・面談コーナー
・登録コーナー
・相談コーナー
・資料提供コーナー

医療法人・NPO法人ほか

全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター
富山労働局・ハローワーク
富山県民間保育連盟
介護労働安定センター富山支所

厚生労働省
富山県
富山市
富山県社会福祉法人経営者協議会
富山県老人福祉施設協議会
富山県保育連絡協議会
富山県介護老人保健施設協議会
富山県社会福祉士会
富山県介護福祉士会
富山県保育士会
富山県看護協会

石川県

職場説明
会

福祉・介護の就職フェ 平成30年7月21日（土）
ア
13:00～16:00

こまつ芸術劇場うらら
（小松市土居原町710）

石川県福祉の仕事マッチ
ングサポートセンター
076-234-1151

http://www.iskshakyo.or.jp

社会福祉法人、医療法
人、NPO法人ほか

全国社会福祉協議会
小松公共職業安定所

厚生労働省

石川県

職場説明
会

福祉・介護の就職フェ 平成30年7月28日（土）
ア
13:00～16:00

七尾サンライフプラザ
(七尾市本府中町ヲ部38番
地）

石川県福祉の仕事マッチ
ングサポートセンター
076-234-1151

http://www.iskshakyo.or.jp

社会福祉法人、医療法
人、NPO法人ほか

全国社会福祉協議会
七尾公共職業安定所

厚生労働省

静岡県／ 職場説明
浜松市
会

福祉職場説明会

平成30年7月5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)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

1合同就職面談会
(1)求人施設面談コーナー
(2)各種相談コーナー
・総合相談コーナー
・ハローワークコーナー
・看護職相談コーナー
・福祉の仕事・資格相談コーナー
1合同就職面談会
(1)求人施設面談コーナー
(2)各種相談コーナー
・総合相談コーナー
・ハローワークコーナー
・看護職相談コーナー
・福祉の仕事・資格相談コーナー
・福祉職場説明会
・福祉職相談コーナー

静岡県／ 職場説明
浜松市
会

福祉職場説明会

平成30年7月12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)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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
浜松市
会

出張福祉職場相談会 平成30年7月21日（土）
inプレ葉ウォーク浜北 13:30～16:00

プレ葉ウォーク浜北
(浜松市浜北区貴布祢1200
プレ葉ホールA・B)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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、
・ハローワーク浜北
社会福祉法人、医療法
・静岡県社会福祉人材センター
人、など

静岡県／ 職場説明
浜松市
会

福祉職場説明会

平成30年7月26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)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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
浜松市
会

福祉職場説明会

平成30年7月27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)

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

http://goo.gl/SFLtLB

・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

平成30年7月8日（日）
13:00～15:30

メッセウィング津
（三重県津市北河路町19番
地1）

三重県福祉人材センター
059-227-5160

職場説明会
http://www.miewel-1.com/jinzai/
各種相談コーナー

三重県

職場説明 第１回福祉・介護・看
会
護の就職フェア

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

社会福祉法人、医療保人 全国社会福祉協議会
株式会社、NPO等
公益社団法人三重県看護協会

厚生労働省
三重労働局
公益財団法人介護労働安定センター三重支所
三重県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

大阪府

職場説明
会

合同求人説明会「福祉 平成30年7月14日（土） インテックス大阪
の就職総合フェア2018 12:00～16:00
（大阪市住之江区南港北1in OSAKA」
（セミナー10:00～12:00） 5-102）

大阪福祉人材支援セン
ター
06-6762-9006

http://www.osakafusyaky ①個別面談コーナー
社会福祉法人、医療法
o.or.jp/fcenter/
②法人案内誌の配布
人、株式会社ほか
③法人パンフレット配架コーナー
④職場体験事業の登録受付
⑤各種相談コーナー
・大阪福祉人材支援センター
・大阪府保育士・保育所支援センター
・中高年齢者、障がい者、ひとり親家庭
就労相談コーナー
・職能団体、関係機関による相談コー
ナー
・大阪府第三者評価コーナー
⑥セミナーの開催

大阪市、堺市、東大阪市、社会福祉法人大
阪市社会福祉協議会、社会福祉法人堺市社
会福祉協議会、社会福祉法人東大阪市社会
福祉協議会

大阪労働局、大阪府民生委員児童委員協議会
連合会、大阪市民生委員児童委員協議会、社
会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団、公益財
団法人毎日新聞大阪社会事業団、社会福祉法
人産経新聞厚生文化事業団、社会福祉法人読
売光と愛の事業団大阪支部、社会福祉法人Ｎ
ＨＫ厚生文化事業団近畿支局、一般財団法人
大阪府地域福祉推進財団、公益社団法人大阪
府看護協会、公益社団法人大阪介護福祉士
会、公益社団法人大阪社会福祉士会、公益財
団法人介護労働安定センター大阪支部、公益
社団法人日本介護福祉士養成施設協会・大阪
介護福祉士養成校連絡協議会、大阪府市町村
社会福祉協議会連合会

兵庫県

職場説明
会

平成30年度 第1回福 平成30年7月29日（日）
祉の就職総合フェア in 13:00～17:00
HYOGO

神戸国際展示場2号館
（神戸市中央区港島中町611-1）

兵庫県福祉人材センター
078-271-3881（直通）

http//www.hyogowel.or.jp

・合同説明会
・相談コーナー
・人材センター相談コーナー
・授産製品等販売コーナー

社会福祉法人、医療法
人、営利法人等

全国社会福祉協議会
兵庫県
兵庫県社会福祉法人経営者協議会

厚生労働省
兵庫労働局

奈良県

職場説明
会

福祉・保育の就職総合 平成30年7月1日（日）
フェア2018
10:30～16:30

奈良ロイヤルホテル
（奈良市法華寺町254-1）

奈良県福祉人材センター
0744-29-0160

http://www.narashakyo.jp

・職場プレゼンテーション
・事業所との面談コーナー
・福祉・保育のお仕事総合相談コー
ナー
・奈良県 福祉・介護事業所認証制度
コーナー
・大阪府・京都府人材センター相談
・求職登録コーナー
・関連情報コーナー
・職場体験コーナー

社会福祉法人、医療法人 全国社会福祉協議会
ほか

厚生労働省
奈良公共職業安定所（福祉人材コーナー設置
ハローワーク）
大和高田公共職業安定所（福祉人材コーナー
設置ハローワーク）
奈良新聞社
奈良テレビ放送株式会社

和歌山県 職場説明
会

平成30年度第1回福祉 平成30年7月6日（金）
のしごと就職相談会in 13:00～14:30
はしもと

橋本市民会館
（橋本市東家1-6-27）

和歌山県社会福祉協議会 http://www.wakayamaken ・個別面談会
和歌山県福祉人材セン shakyo.or.jp
ター
TEL 073-435-5211

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

厚生労働省

和歌山県

平成30年度第2回福祉 平成30年7月11日(水)
のしごと就職相談会in 15:00～16:30
ありだがわ

金屋文化保健センター
(有田郡有田川町金屋7)

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

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

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）

平成30年度県外保育
士養成校における学
生と県内保育所との就
職相談会

①鳥取短期大学
②美作大学
③広島文化学園大学

島根県福祉人材センター
0852-32-5957

https://www.shimanefjc.com/

・就職ガイダンス
・就職相談コーナー

社会福祉法人等

なし

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

http://www.fukushiokaya
ma.or.jp/

・福祉の職場１分プレゼンテーション
・職場面談会ガイダンス
・福祉の職場面談会
・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

社会福祉法人、医療法人 社会福祉法人全国社会福祉協議会
ほか
岡山労働局
県内公共職業安定所
公益社団法人岡山県看護協会

島根県

職場説明
会

①7月4日（水）
15:00～17:00
②7月13日（金）
16:00～17:30
③7月25日（水）
14:45～16:15

岡山県

職場説明・ 福祉の就職総合フェア 平成30年7月28日（土）
面接会
岡山夏
12:00～16:00

（本センターとともに主催）島根県

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

香川県

職場説明
会

福祉のしごとサポート 平成30年7月3日(火)
フェア
13:00～15:00
-丸亀会場-

オークラホテル丸亀
(丸亀市富士見町3-3-50)

香川県福祉人材センター
087-833-0250

http://www.kagawakenshakyo.or.jp

・求人コーナー
・就職相談コーナー
・丸亀公共職業安定所コーナー
・福祉関係資料提供コーナー

社会福祉法人、医療法
人、営利法人ほか

全国社会福祉協議会
香川県

厚生労働省
香川県社会福祉法人経営者協議会
香川県看護協会

香川県

職場説明
会

福祉の職場説明会
平成30年7月24日（火）
－福祉の就職総合フェ 10:00～16:00
アー2018

サンメッセ香川
（高松市林町2217-1）

香川県福祉人材センター
087-833-0250

http://www.kagawakenshakyo.or.jp

・福祉の職場説明会プレゼンテーション 社会福祉法人、医療法
・求人コーナー
人、営利法人ほか
・就職相談コーナー
・高松公共職業安定所コーナー
・福祉関係資料提供コーナー

全国社会福祉協議会
香川県

厚生労働省
香川県社会福祉法人経営者協議会
香川県看護協会

福祉のしごと合同就職 平成30年7月10日（火）
面談会ｉｎ北九州
13:00～16:00

ウェルとばた２階交流プラザ・ 北九州市福祉人材バンク http://www.kitaq-shakyo.or.jp
・求職者と求人事業所との面談
多目的ホール
093-881-0901
・求職相談
（北九州市戸畑区汐井町1・福祉の資格相談
6）
・求職登録
ハローワーク相談
護労働安定センター相談

福岡県／ 面接会
北九州市

佐賀県

職場説明・面接会
FUKUSHI就職フェア
平成30年7月13日(金）
inSAGA
13：00～15：30
－平成30年度 第1回福
祉マンパワー合同就職
面接会＆相談会－

佐賀県総合体育館大競技場
(佐賀市日の出1-21-15）

佐賀県福祉人材･研修セン
ター0952－28－3406

・個別面談会
http://www.sagaken-shakyo.or.jp
・相談コーナー

社会福祉法人、医療法人 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
等
ター、福岡県社会福祉協議会 福岡県福祉人 ワーク、公益社団法人 北九州高齢者福祉事業
材センター・久留米市社会福祉協議会、飯塚 協会、北九州商工会議所
・
市社会福祉協議会、行橋市社会福祉協議
・介
会、福岡県内各福祉人材バンク
（主催：北九州市、北九州市社会福祉協議
会）

社会福祉法人、医療法人ほ (予定）佐賀県
か
職業安定所(ハローワーク佐賀)
佐賀新卒者等就職応援本部

佐賀公共 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、佐賀県社会就労セン
ター協議会、佐賀県母子生活支援施設協議会、佐
賀県保育会、佐賀県看護協会、介護労働安定セン
ター佐賀支所

