平成30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

名称

開催日時

会場

問合せ先

主な内容

北海道／帯 平成30年度 福祉職場説明会 平成30年度8月11日（土）
広市
応援セミナー10：30～12：00
職場説明会13：00～15：30

とかちプラザ大集会室＆ギャ 帯広市社会福祉協議会
ラリー
帯広市福祉人材バンク
（帯広市西4条南13丁目1番 0155-27-2525
地）

北海道／苫 平成３０年度 福祉職場説明
小牧市
会

平成30年8月7日（火）
14：00～17：00

苫小牧市民活動センター 多 苫小牧市福祉人材バンク ・職場個別面談
目的ホール
0144-32-7111
・ハローワークコーナー
（苫小牧市若草町3-3-8）
・福祉のお仕事相談コー
ナー

茨城県

福祉のお仕事地区別就職相
談会

平成30年8月12日（日）
12：30～15：30

ホテルレイクビュー水戸
（水戸市宮町1-6-1）

茨城県福祉人材センター
029-244-4544

茨城県

福祉のお仕事地区別就職相
談会

平成30年8月18日（土）
12：00～16：10

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）

栃木県

エリア別 福祉のお仕事就職
フェア（県東エリア）

平成30年8月25日（土）
13：00～15：30

平成30年8月29日（水）
10：30～12：00

群馬県／高 ミニMini就職面接会
崎市

・応援セミナー
・個別相談
・相談コーナー

（設置主体）
社会福祉法人、医療法人ほか

求人ブー
ス予定数
25

共催団体

後援団体

社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 公益社団法人 北海道看護協会
帯広公共職業安定所

社会福祉法人・医療法人・NPO
法人・株式会社・有限会社 他

16

北海道社会福祉協議会

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

・参加事業所1分プレゼン
社会福祉法人ほか
・個別相談
・人材センター相談コーナー

60

茨城県，茨城労働局，ハローワーク

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

茨城県福祉人材センター
029-244-4544

・参加事業所1分プレゼン
社会福祉法人ほか
・個別相談
・人材センター相談コーナー

60

茨城県，茨城労働局，ハローワーク

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

真岡商工会議所
（真岡市荒町1203）

栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
028-643-5622

・合同相談会
社会福祉法人、医療法人 他
・福祉人材センター相談コー
ナー

17

栃木県

高崎市群馬福祉会館
（高崎市棟高町977-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

個別面談
社会福祉法人、NPO法人ほか
福祉のお仕事相談コーナー

3

埼玉県

福祉の仕事・保育の仕事就職 平成30年8月9日（木）
フェア
11:30～15:00

パレスホテル大宮
埼玉県福祉人材センター
（さいたま市大宮区桜木町1- 048-833-8033
7-5）

・事業所との面談コーナー 社会福祉法人 医療法人、特定
・相談コーナー
非営利活動法人、株式会社ほか
・オリエンテーション、就職支
援講座

100

埼玉県
全国社会福祉協議会

東京都

地域密着面接会

平成30年8月29日（水）
13：00～16：00

くにたち福祉会館
４階大ホール
（国立市富士見台2-38-5）

・相談・面接会
・相談コーナー
・事業所PR

社会福祉法人、株式会社、医療
法人ほか

13

【主催】
【後援】国立市
社会福祉法人国立市社会福祉協議会、 国立市社会福祉法人連絡協議会
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
【共催】
ハローワーク立川

東京都

地域密着面接会

平成30年8月4日（土）
12：00～16：00

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

・相談・面接会
・相談コーナー
・事業所PR
・お仕事ガイダンス

社会福祉法人、株式会社、医療
法人ほか

20

【主催】
【協力】町田市介護人材センター
社会福祉法人町田市社会福祉協議会、 町田市社会福祉法人施設等連絡会
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 町田市法人立保育園協会
東京都福祉人材センター
【共催】
町田市障がい福祉課、ハローワーク町田

国立市社協
042-575-3226

厚生労働省
さいたま市社会福祉協議会
ハローワーク大宮
さいたま市

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

東京都

地域密着面接会

平成30年8月26日（日）
13：30～16：00

調布市こころの健康支援セ
ンター
（調布市布田5-46-1）

調布市社協
042-490-8166

・相談・面接会
・相談コーナー
・事業所PR

社会福祉法人、株式会社、医療
法人ほか

20

【主催】
【後援】調布市
社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
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
【共催】
ハローワーク府中

神奈川県

第1回保育のしごと就職支援
セミナー＆就職相談会

平成30年8月2日（木）
10:30～15:30

日石横浜ビル
(横浜市中区桜木町1-1-8)

かながわ保育士・保育所
支援センター

保育のしごと就職支援セミ
ナー
合同就職説明会

社会福祉法人、医療法人、株式
会社等

60

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、
横須賀市

神奈川県

第1回福祉のしごとフェア

平成30年8月3日（金）
9:30～16:30

日石横浜ビル
(横浜市中区桜木町1-1-8)

かながわ福祉人材セン
ター
045-312-4816

福祉の仕事就職支援ガイダ 社会福祉法人、医療法人、株式
ンス
会社等
合同就職説明会

120

神奈川県
川崎市社協
神奈川県社協経営者部会
神奈川県社会福祉法人経営青年会

横浜公共職業安定所
神奈川県看護協会
神奈川県社会福祉士会
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連絡協議会
神奈川県専修学校各種学校協会

富山県

平成30年度 福祉のお仕事
フェアinTOYAMA～福祉の就
職総合説明会2018～（第3回
児童・保育）

平成30年8月11日（土・祝）
12:30～15:30

富山国際会議場
（富山市大手町1-2）

富山県社会福祉協議会
富山県健康・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

48

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

山梨県

福祉の就職総合フェアinやま
なし

平成30年8月8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

・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
・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

67

社会福祉法人ほか

山梨県
山梨労働局
甲府職業安定所

長野県

福祉の職場説明会・就職面接 平成30年8月3日（金）
会（長野会場）
12:30～15:30

メルパルク長野
(長野市鶴賀高畑752-8)

ハローワーク松本
0263-27-0111

・プレイベント（事業所による 社会福祉法人、医療法人ほか
プレゼンテーション）
・職場説明会・面接会
・相談コーナー
・福祉事業所等資料コー
ナー

50

長野県
長野労働局
公共職業安定所
長野県看護協会
介護労働安定センター長野支部

長野県

福祉の職場説明会・就職面接 平成30年8月10日（金）
会（諏訪会場）
12:30～15:30

ホテル紅や
(諏訪市湖岸通り2-7-21)

長野県社会福祉協議会
福祉人材センター
026-226-7330

・プレイベント（事業所による 社会福祉法人、医療法人ほか
プレゼンテーション）
・職場説明会・面接会
・相談コーナー
・福祉事業所等資料コー
ナー

20

長野県
長野労働局
公共職業安定所
長野県看護協会
介護労働安定センター長野支部

厚生労働省
山梨県社会福祉法人経営者協議会
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

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

長野県

福祉の職場説明会・就職面接 平成30年8月17日（金）
会（松本会場）
12:30～15:30

ホテルブエナビスタ
(松本市本庄1-2-1)

ハローワーク松本
0263-27-0111

・プレイベント（事業所による 社会福祉法人、医療法人ほか
プレゼンテーション）
・職場説明会・面接会
・相談コーナー
・福祉事業所等資料コー
ナー

50

長野県
長野労働局
公共職業安定所
長野県看護協会
介護労働安定センター長野支部

長野県

福祉の職場説明会・就職面接 平成30年8月24日（金）
会（上田会場）
12:30～15:30

上田東急REIホテル
(上田市天神4-24-1)

長野県社会福祉協議会
福祉人材センター
026-226-7330

・プレイベント（事業所による 社会福祉法人、医療法人ほか
プレゼンテーション）
・職場説明会・面接会
・相談コーナー
・福祉事業所等資料コー
ナー

20

長野県
長野労働局
公共職業安定所
長野県看護協会
介護労働安定センター長野支部

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年8月9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

・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所、
社会福祉法人、医療法人、など

静岡県／浜 出張福祉職場相談会
松市
in可美公園総合センター

平成30年8月21日（火）
10:00～12:00

可美公園総合センター
(浜松市南区増楽町920-2)
1階第1研修室

浜松市福祉人材バンク
053-458-9205

・求職者と求人事業者との
相談
・求職相談

浜松市及び近隣介護事業所、
社会福祉法人、医療法人、など

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年8月23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

・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所、
社会福祉法人、医療法人、など

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年8月24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

・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所、
社会福祉法人、医療法人、など

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年8月30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

・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所、
社会福祉法人、医療法人、など

クサツエストピアホテル
（草津市西大路町4-32）

滋賀県南部介護・福祉人
材センター
077-567-3925
滋賀県湖北介護・福祉人
材センター
0749-64-5125

・出展者リレープレゼンテー 社会福祉法人、医療法人、
ション
株式会社 他
・出展者ブース説明
・先輩職員トーク
・コンシェルジュブース
・介護・福祉人材センター
コーナー

滋賀県

平成３０年度 平成30年度介 平成30年8月20日（月）
護・福祉就職フェアｉｎしが ふく 13：00～17：00
楽・ＣＡＦＥ ～ふくしの仕事と
楽しく生きる～ 【南部会場第1
弾】

15～20 ・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

5

・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

15～20 ・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

5

・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

15～20 ・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

30

全国社会福祉協議会

厚生労働省

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

和歌山県

平成30年度福祉のしごと就職 平成30年8月24日（金）
相談会inわかやま
13:00～14:30

和歌山市民会館1階市民
和歌山県社会福祉協議会 ・個別面談会
ホール（和歌山市伝法橋南ノ 和歌山県福祉人材セン
・相談コーナー
丁7番地）
ター
073-435-5211

社会福祉法人、医療法人、NPO
法人、株式会社、有限会社ほか

10

全国社会福祉協議会
和歌山県

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）

和歌山県／ 福祉・介護・保育のしごとフェ
紀南地区
ア

平成30年8月12日(日)
13：00～15：30

ガーデンホテル ハナヨア
リーナ
（田辺市文里2丁目36-40)

紀南福祉人材バンク
0739-26-4918

・個別面談コーナー
・相談コーナー
・バンク登録コーナー
・求人事業所のプレゼン
テーション

社会福祉法人、医療法人他

30

全国社会福祉協議会
和歌山県
和歌山県社会福祉協議会

厚生労働省
田辺公共職業安定所
新宮公共職業安定所

和歌山県／ 介護未経験の中高年齢等就
紀南地区
職相談会

平成30年8月12日(日)
13：00～15：30

ガーデンホテル ハナヨア
リーナ
（田辺市文里2丁目36-40)

紀南福祉人材バンク
0739-26-4918

・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

10

全国社会福祉協議会
和歌山県
和歌山県社会福祉協議会

厚生労働省
田辺公共職業安定所
新宮公共職業安定所

岡山県

福祉の就職総合フェア
岡山夏

平成30年8月11日（祝・土）
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
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、医療法人ほか

60

社会福祉法人全国社会福祉協議会
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

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

広島県

福祉・介護の就職面談会

平30年8月4日(土)
13：00～16：00

福山ニューキャッスルホテル 福山市社会福祉協議会福 ・求人面談コーナー
（福山市三之丸町8-16）
祉サービス課
・各種相談コーナー
084-928-1334
・資料、閲覧コーナー
・求職登録コーナー

･社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社 等

30

【主催】
・福山市福祉・介護人材確保等総合支援
協議会
・広島県福祉・介護人材確保等総合支援
協議会
【共催】
なし

【協力】
・福山市，尾道市，三原市，府中市，世
羅町，神石高原町，笠岡市，井原市
・社会福祉協議会（尾道市，三原市，府
中市，世羅町，神石高原町，笠岡市，井
原市）
・広島労働局ハローワーク（福山，尾道，
三原，府中）
・岡山労働局（笠岡）

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

広島県

えたじまの会社紹介フェア

平成30年8月25日(土)
9：00～12：00.

わくわくセンター「元江田島市
農村環境改善センター」
（江田島市能美町鹿川20112）

江田島市社会福祉協議会
（江田島市社協無料職業
紹介所）
0823-40-2501

・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

･社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社 等

25

【主催】
【後援】
江田島市人材確保（介護人材含む）等総 ・江田島市（産業企画課・交流観光課）
合支援協議会
【共催】
・広島県福祉・介護人材確保等総合支援
協議会，江田島市商工会，江田島老人
福祉施設等連絡協議会，江田島市社会
福祉協議会

広島県／呉 くれ福祉の職場説明会
市

平成30年8月4日（土）
12:30～15:30

呉市総合体育館〔オークア
リーナ〕
（呉市広大新開1-7-1）

呉市社会福祉協議会
くれ福祉人材バンク
0823-21-5013

・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
※セミナー開催（自分に合っ
た福祉職場の選び方）

･社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社 等

35

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

・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

福岡県

福祉のしごと就職フェア2018
in FUKUOKA

平成30年8月4日（土）
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

・合同面談会
社会福祉法人、医療法人ほか
・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

170

・全国社会福祉協議会
・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

・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

長崎県

平成30年度福祉・介護の就職 平成30年8月5日（日）
合同面談会in大村
13：00～15：00

大村市コミュニティセンター
（大村市幸町25-33）

長崎県社会福祉協議会福 合同面談会
祉人材研修センター
095-846-8656

長崎県内で福祉施設・事業所を
運営する法人

18

社会福祉法人大村市社会福祉協議会
大村市障害者自立支援協議会

大村市
大村公共職業安定所

長崎県/佐
世保市

福祉・介護の就職合同面談会 平成30年8月4日（土）
～福祉・介護の就職総合フェ <午前の部>10：30～12：30
ア2018《夏》佐世保会場～
<午後の部>13：30～15：30

アルカスSASEBO
（佐世保市三浦町2-3）

佐世保福祉人材バンク
・合同面談会
0956-24-1184（直通）
・関係機関による相談コー
0956-23-3174（社協代表） ナー

社会福祉法人、医療法人ほか

30

佐世保公共職業安定所

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
フレッシュワーク長崎
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
長崎県総合就業支援センター
公益財団法人 介護労働安定センター
長崎支部
長崎県保育士・保育所支援センター

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

熊本県

福祉の就職総合フェア2018

平成30年8月17日（金）
14：00～16：00

KKRホテル熊本
(熊本市中央区千葉城町
3-31)

熊本県福祉人材研修セン ・合同面接会
ター
・相談コーナー
096-322-8077
・就活応援セミナー
（13:10～13:45）

社会福祉法人、医療法人
NPO法人 等

48

全国社会福祉協議会
熊本労働局
熊本公共職業安定所
熊本県看護協会・熊本県ナースセンター
介護労働安定センター熊本支部

厚生労働省
熊本県社会福祉法人経営者協議会
熊本県老人福祉施設協議会
熊本県保育協議会
熊本県社会就労センター協議会
熊本県養護協議会
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
1、熊本日日新聞社ＮＨＫ、ＲＫＫ、ＴＫＵ、
ＫＫＴ、ＫＡＢ、FMK、ＦＭ79

大分県

2018年夏 福祉のしごと就職
フェア

平成30年8月5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3-4-1） 097-552-7000

・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、医療法人ほか

60

大分公共職業安定所

大分県社会福祉法人経営者協議会
大分合同新聞社
ＮＨＫ大分放送局、OBS大分放送、TOS
テレビ大分、OAB大分朝日放送、エフエ
ム大分

大分県/日
田市

「2018
福祉のしごと 就職フェア」

平成30年8月25日（土）
10：00～12：00

日田市総合体育館剣道場
日田市社会福祉協議会
（大分県日田市田島3丁目29 日田市福祉人材バンク
番地）
0973-24-7026

・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、医療法人ほか

15

・日田市公共職業安定所
大分県保育士・保育所支援センター

宮崎県

福祉の仕事就職面接・相談会 平成30年8月23日（木）
13:30～16:00

宮崎県観光ホテル 光燿
（宮崎市松山1-1-1）

宮崎県福祉人材センター
0985-32-9740

・事業所との面談・相談
・相談コーナー

社会福祉事業所等

70

宮崎労働局
宮崎公共職業安定所

（協力）
宮崎県看護協会／介護労働安定セン
ター宮崎支部／宮崎県社会福祉士会宮
崎県介護福祉士会／宮崎県精神保健
福祉士会／宮崎県保育士支援センター
（後援）
九州保健福祉大学／南九州大学／宮
崎学園短期大学／宮崎医療管理専門
学校／宮崎福祉医療カレッジ／宮崎保
健福祉専門学校／都城コアカレッジ／
豊心福祉学園／宮崎県社会福祉法人
経営者協議会／宮崎県老人福祉サービ
ス協議会／宮崎県障害者支援施設協議
会／宮崎県社会就労センター協議会／
宮崎県知的障害者施設協議会／宮崎
県児童福祉施設協議会／宮崎県老人
保健施設協会宮崎県保育連盟連合会

鹿児島県

福祉・保健医療職場就職ガイ 平成30年8月8日（水）
ダンス
10:30 ～16:00

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

(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、医療法人
ほか

90

全国社会福祉協議会
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

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
鹿児島県社会就労センター協議会
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

・ ・大分県福祉人材センター

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

【9月】
都道府県名

名称

北海道／函 平成３０年度 福祉職場説明
館市
会

開催日時
平成30年9月5日（水）
10:00～17:00

会場

問合せ先

主な内容

フォーポイントバイシェラトン
函館
(函館市若松町14-10)

函館市福祉人材バンク
0138-23-8546

講義
グループディスカッション
職場個別面談
資格取得相談
適性相談
個別カウンセリング
資料閲覧提供

青森/弘前市平成30年度 福祉の仕事相談 平成30年9月24日（月）
フェア
13:15～15:30

ヒロロ４Ｆ 市民文化交流館
ホール
(弘前市駅前町9-20)

弘前福祉人材バンク
0172-36-1830

栃木県

エリア別 福祉のお仕事就職
フェア（県北エリア）

平成30年9月8日（土）
13：00～15：30

健康長寿センター
（那須塩原市南郷屋5-163）

栃木県

エリア別 福祉のお仕事就職
フェア（安足エリア）

平成30年9月22日（土）
13：00～15：30

群馬県／高 就職面接会
崎市

群馬県／高 ミニMini就職面接会
崎市

（設置主体）
社会福祉法人・医療法人他

求人ブー
ス予定数

共催団体

後援団体

30

北海道社会福祉協議会
函館職業安定所

北海道看護協会
北海道社会福祉士会道南地区支部
北海道介護福祉士会道南支部
北海道精神保健福祉士協会道南ブロッ
ク
北海道メンタル評議会
函館市社会福祉施設連盟

・事業所によるプレゼンテー 社会福祉法人、株式会社ほか
ション
・個別面談
・相談会(福祉の仕事相談
コーナー)

15

青森県社会福祉協議会
青森県福祉人材センター

・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
・一般社団法人 青森県介護福祉士会
・公益社団法人 青森県社会福祉士会

栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
028-643-5622

・合同相談会
社会福祉法人、医療法人 他
・福祉人材センター相談コー
ナー

20

栃木県

道の駅 どまんなかたぬま
（佐野市吉水町366-2）

栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
028-643-5622

・合同相談会
社会福祉法人、医療法人 他
・福祉人材センター相談コー
ナー

30

栃木県

平成30年9月12日（水）
13：30～15：30

高崎市労使会館
（高崎市東町80-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

個別面談
社会福祉法人、NPO法人ほか
福祉のお仕事相談コーナー

20

地域密着型サービス連絡協議会

平成30年9月19日（水）
10：30～12：00

高崎市群馬福祉会館
（高崎市棟高町977-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

個別面談
社会福祉法人、医療法人ほか
福祉のお仕事相談コーナー

4

埼玉県

福祉の仕事 地域就職相談会 平成30年9月3日（月）
12:00～15:00

久喜市総合文化会館
埼玉県福祉人材センター
（埼玉県久喜市下早見140番 048－833－8033
地）

・事業所との面談コーナー 社会福祉法人 医療法人、特定
・相談コーナー
非営利活動法人、株式会社ほか
・オリエンテーション、就職支
援講座

25

埼玉県
社会福祉法人久喜市社会福祉協議会

ハローワーク春日部

埼玉県

福祉の仕事 地域就職相談会 平成30年9月29日（日）
12:00～15:00

北本市役所ホール
（埼玉県北本市本町１丁目
111番地）

・事業所との面談コーナー 社会福祉法人 医療法人、特定
・相談コーナー
非営利活動法人、株式会社ほか
・オリエンテーション、就職支
援講座

25

埼玉県
社会福祉法人北本市社会福祉協議会
北本市

ハローワーク大宮

埼玉県福祉人材センター
048－833－8033

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

東京都

地域密着面接会

平成30年9月20日（木）
13:00～16:00

中野区産業振興センター
（中野区中野2-13-14）

中野区社協
03-5380-0751

・相談・面接会
・相談コーナー
・事業所PR会

社会福祉法人、株式会社、医療
法人ほか

30

【主催】
社会福祉法人 中野区社会福祉協議会
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
【共催】
ハローワーク新宿 中野区産業振興セン
ター

東京都

地域密着面接会

平成30年9月28日（金）
11:00～15:30

北とぴあ13階飛鳥ホール
（北区王子1-11-1）

北区社協
03-3906-2352

・相談・面接会
・相談コーナー
・事業所PR会

社会福祉法人、株式会社、医療
法人ほか

40

【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

第2回保育のしごと就職支援
セミナー＆就職相談会

平成30年9月6日（木）
10:30～15:30

高津市民館
(川崎市高津区溝口1-4-1
ノクティ2 11階)

かながわ保育士・保育所
支援センター
045-320-0505

保育のしごと就職支援セミ
ナー
合同就職説明会

社会福祉法人、医療法人、株式
会社等
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神奈川県、横浜市
川崎市、相模原市、横須賀市

新潟県

福祉のしごと就職フェアin三条 平成30年9月22日(土)
14:00～16:30

燕三条地場産業振興セン
新潟県社会福祉協議会
ターリサーチコア
新潟県福祉人材センター
(新潟県三条市須頃1丁目17) 025-281-5523

・法人・事業所ブース
・福祉人材センターブース

社会福祉法人・医療法人・株式
会社等
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・就活支援セミナー
「採用担当者が会いたくなる
応募書類の作り方」

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年9月6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

・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所、
社会福祉法人、医療法人、など

15～20 ・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年9月13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

・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所、
社会福祉法人、医療法人、など

15～20 ・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年9月20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

・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所、
社会福祉法人、医療法人、など

15～20 ・ハローワーク浜松
・静岡県社会福祉人材センター

【後援】中野区

厚生労働省
全国社会福祉協議会

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

静岡県／浜 福祉職場説明会
松市

平成30年9月21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

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

静岡県／浜 出張福祉職場相談会
松市
inみをつくし文化センター

平成30年9月25日（火）
10:00～12:00

みをつくし文化センター
浜松市福祉人材バンク
(浜松市北区細江町気賀369) 053-458-9205
2階大会議室

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

滋賀県

平成３０年度 平成30年度介 平成30年9月6日（木）
護・福祉就職フェアｉｎしが ふく 13：00～17：00
楽・ＣＡＦＥ ～ふくしの仕事と
楽しく生きる～
【北部会場】

ペルテフォーリア（結婚式場） 滋賀県南部介護・福祉人
（彦根市駅東町18-21）
材センター
077-567-3925
滋賀県湖北介護・福祉人
材センター
0749-64-5125

・出展者リレープレゼンテー 社会福祉法人、医療法人、
ション
株式会社 他
・出展者ブース説明
・先輩職員トーク
・コンシェルジュブース
・介護・福祉人材センター
コーナー
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全国社会福祉協議会

厚生労働省

滋賀県

平成３０年度 平成30年度介 平成30年9月30日（日）
護・福祉就職フェアｉｎしが ふく 13：00～17：00
楽・ＣＡＦＥ ～ふくしの仕事と
楽しく生きる～ 【南部会場第2
弾】

草津市立まちづくりセンター
（草津市西大路町9-6）

滋賀県南部介護・福祉人
材センター
077-567-3925
滋賀県湖北介護・福祉人
材センター
0749-64-5125

・出展者リレープレゼンテー 社会福祉法人、医療法人、
ション
株式会社 他
・出展者ブース説明
・先輩職員トーク
・コンシェルジュブース
・介護・福祉人材センター
コーナー
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全国社会福祉協議会

厚生労働省

大阪府

介護のしごと就職相談会＆面 平成30年9月11日（火）
接会
13:00～16:00

大阪市立阿倍野区民セン
ター
大ホール

大阪福祉人材支援セン
ター
06-6762-9006

①出展法人面接ブース
②福祉のお仕事相談コー
ナー
③職場体験登録コーナー
④事業所パネル展示

社会福祉法人、医療法人、株式
会社 ほか
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大阪労働局
ハローワーク大阪東
ハローワーク大阪西
ハローワーク阿倍野

大阪府総合労働事務所（協力）

和歌山県

平成30年度福祉のしごと就職 平成30年9月5日（水）
相談会inごぼう
13:00～14:30

財部会館１階 会議室
（御坊市湯川町財部485）

和歌山県社会福祉協議会 ・個別面談会
和歌山県福祉人材セン
・相談コーナー
ター
073-435-5211

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

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）

久留米シティプラザ
（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

社会福祉法人、医療法人ほか
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久留米市社会福祉協議会
飯塚市社会福祉協議会
行橋市社会福祉協議会
北九州市社会福祉協議会

福岡労働局
ハローワーク

福岡県／筑 平成３０年度福祉の職場ホリ
後
デイガイダンス＆求人・求職
面談会in筑後

平成30年9月2日(日)
13：00～15：30

・福祉施設等と求職者との
面談コーナー
・福祉関係資格相談コー
ナー
・求職相談・求職登録コー
ナー

※福岡県は本会とともに主催

平成30年度 職場説明会・合同面接会 8～9月開催予定

大分県

豊肥地区 福祉のしごと就職
フェア

平成30年9月22日（土）
13:00～15:00

豊後大野市総合文化セン
ター
「エイトピアおおの」

大分県福祉人材センター
097-552-7002

・就職面談コーナー・相談
コーナー・情報コーナー

鹿児島県

大隅地域就職面談会

平成30年9月29日（土）
13:00～16:00

かのや大黒グランドホテル
（鹿屋市共栄町12番3号）

鹿児島県社会福祉協議会 ・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、医療法人ほか
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豊後大野公共職業安定所

竹田市、豊後大野市、竹田市社会福祉
協議会、豊後大野市社会福祉協議会

社会福祉法人ほか
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鹿屋公共職業安定所
大隅公共職業安定所
鹿屋市
鹿屋市社会福祉協議会

曽於市、志布志市、大崎町、垂水市、東
串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、
曽於市社会福祉協議会
志布志市社会福祉協議会
大崎町社会福祉協議会
垂水市社会福祉協議会
東串良町社会福祉協議会
錦江町社会福祉協議会
南大隅町社会福祉協議会
肝付町社会福祉協議会
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
鹿児島県社会就労センター協議会
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

