平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

【10月】
都道府県
名

種類

北海道／ 職場説明会
札幌市

名称

開催日時

会場

問合せ先

ホームページURL

第２回福祉職場説明会 平成30年10月4日（木）
10：30～16：00

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）

北海道福祉人材センター
011-272-6662

http://hfjc.jp/

宮城県

職場説明・面 福祉の職場説明会～障 平成30年10月20日(土)
接会
害福祉編～
11：00～15：30

東北福祉大学仙台駅東口
キャンパス6階
（仙台市宮城野区榴岡2-526）

宮城県福祉人材センター
022-262-9777

宮城県

職場説明・面 福祉の職場説明会～障 平成30年10月28日（日）
接会
害福祉編～
11：00～15：30

大崎生涯学習センター
（パレットおおさき）2階
（大崎市古川穂波3-4-20）

山形県

職場説明・面 ワークチャンス庄内就 平成30年10月17日(水)
接会
職面接会
13：00～15：00
同時開催「福祉の仕事
面接会」

東京第一ホテル鶴岡
（鶴岡市錦町2-10）

山形県

主な内容

共催団体

後援団体

社会福祉法人、医療法人、 ・北海道労働局
株式会社ほか
・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

・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

http://www.miyagi-sfk.net/ ・講話
・面談・相談会
・総合相談コーナー
・求人登録コーナー
・ハローワークコーナー

社会福祉法人、医療法人
ほか

全国社会福祉協議会
仙台公共職業安定所
古川公共職業安定所
宮城県知的障害者福祉協会

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
宮城県身体障害者施設協議会

宮城県福祉人材センター
022-262-9777

http://www.miyagi-sfk.net/ ・講話
・面談・相談会
・総合相談コーナー
・求人登録コーナー
・ハローワークコーナー

社会福祉法人、医療法人
ほか

全国社会福祉協議会
仙台公共職業安定所
古川公共職業安定所
宮城県知的障害者福祉協会

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
宮城県身体障害者施設協議会

山形県福祉人材センター
023-633-7739

https://www.ymgtshakyo.or.jp/jinzai/

・就職面談会
・相談コーナー

社会福祉法人、医療法人
ほか

山形労働局
ハローワーク鶴岡
ハローワーク酒田
山形県
庄内地区市町
鶴岡地区雇用対策協議会
酒田地区雇用対策協議会

山形県若者就職支援センター

職場説明・面 ワークチャンス庄内就 平成30年10月18日(木）
接会
職面接会
13：00～15：00
同時開催「福祉の仕事
面接会」

酒田市国体記念体育館
山形県福祉人材センター
（酒田市飯森山2丁目296-1） 023-633-7739

https://www.ymgtshakyo.or.jp/jinzai/

・就職面談会
・相談コーナー

社会福祉法人、医療法人
ほか

山形労働局
ハローワーク鶴岡
ハローワーク酒田
山形県
庄内地区市町
鶴岡地区雇用対策協議会
酒田地区雇用対策協議会

山形県若者就職支援センター

栃木県

職場説明会

エリア別 福祉のお仕事 平成30年10月13日(土)
就職フェア（県西エリア） 13：00～15：30

鹿沼商工会議所（アゼレア
ホール）
（鹿沼市睦町287-16）

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.tochigikenshaky ・合同相談会
o.jp/jinzai/event.html
・福祉人材センター相談コーナー

社会福祉法人、医療法人
他

栃木県

栃木県

職場説明会

エリア別 保育のお仕事 平成30年10月27日(土)
就職フェア（県南エリア） 13：00～15：30

佐野市中央公民館
（佐野市金井上町2519）

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/

群馬県

面接会

地区別ミニ就職面接会 平成30年10月28日(日)
13：00～15：30

前橋市総合福祉会館
群馬県福祉人材センター
（群馬県前橋市日吉町2-17- 027-255-6040
10）

http://www.g・個別面談
shakyo.or.jp/news/15496.ht
ml

社会福祉法人 他

群馬県／ 面接会
高崎市

ミニMini就職面接会

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://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

夕方からの就職面接会 平成30年10月24日(水)
inたかさき
17：00～19：00

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

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

埼玉県

職場説明会

福祉の仕事・保育の仕 平成30年10月17日(水)
事就職フェア
12:00～15：00

熊谷文化創造館 さくらめい
と
（熊谷市拾六間111-1）

埼玉県福祉人材センター
048-833-8033

http://www.fukushisaitama.or.jp/site/talentcenter/

・事業所との面談コーナー
社会福祉法人 医療法人、 埼玉県
・相談コーナー
特定非営利活動法人、株 全国社会福祉協議会
・オリエンテーション、就職支援講座 式会社ほか

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

青梅市福祉センター
（青梅市東青梅1-177-3）

青梅市社協
0428-22-1233
内線：11507

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

平成30年10月17日(水)
10：30～12：00

平成30年10月5日（金）
13：00～16：00

・求職者向けセミナー
・職場個別面談
・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 等

（設置主体）

・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

栃木県

厚生労働省
ハローワーク熊谷
社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
社会福祉法人 深谷市社会福祉協議会

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人青梅市社会福祉協議会、社 【後援】青梅市
医療法人ほか
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】ハローワーク青梅

平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年10月6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4-1-1）

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
・お仕事ガイダンス

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協議会 【後援】江戸川区
医療法人ほか
江戸川区熟年者福祉施設連絡会
【協力】江戸川区訪問介護事業者連絡会
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 東京都福 江戸川区地域密着型サービス事業所連絡会
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30年10月17日（水）
13：30～16：00

稲城市地域振興プラザ4階
会議室
（稲城市東長沼2112-1）

稲城市社協
042-378-3366

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

稲城市社会福祉法人連絡 【主催】社会福祉法人稲城市社会福祉協議会
【稲城市】
に所属している社会福祉 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 東京都福
法人
祉人材センター
【共催】ハローワーク府中

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年10月23日（火）
13：30～16：00

東大和市立中央公民館ホー 東大和市社協
ル
042-564-0012
（東大和市中央3-926）

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー
・お仕事ガイダンス

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人東大和市社会福祉協議会、
医療法人ほか
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

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年10月30日（火）
12：00～16：00

文京シビックセンター
地下2階 区民ひろば
（文京区春日1-16-21）

文京区社協
03-3812-3040

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー
・お仕事ガイダンス
・事業所PR

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人文京区社会福祉協議会
医療法人ほか
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】文京区
アクティブ介護30～文京みんなのつどい実行委員
会
ハローワーク飯田橋

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年10月31日(水)
13：30～16：00

西東京市役所田無庁舎
202・203会議室及びロビー
（西東京市南町5-6-13）

西東京市社協
042-438-3774

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

西東京市社会福祉連絡会 【主催】社会福祉法人西東京市社会福祉協議会 【後援】西東京市、ハローワーク三鷹
に所属する社会福祉法人 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

社会福祉法人、医療法人、 神奈川県、川崎市社協
株式会社等
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

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
新潟市社会福祉協議会

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
新発田市社会福祉協議会

神奈川県 職場説明・面 第2回福祉のしごとフェ 平成30年10月21日(日)
接会
ア
10：30～16：00

［10：30～12：00］就職支援ガ かながわ福祉人材セン
イダンス
ター
ホテル・プラム（横浜市西区 045-312-4816
北幸2-9-1）
［13：00～16：00］合同就職相
談会
横浜西口ローズホール（横浜
市西区北幸2-11-1）

http://www.kfjc.jp/

新潟県

新潟ユニゾンプラザ
新潟県社会福祉協議会
(新潟県新潟市中央区上所2- 新潟県福祉人材センター
2-2)
025-281-5523

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

面接会

福祉のしごと就職フェア 平成30年10月6日(土)
in新潟
14:00～16:00

福祉の仕事就職支援ガイダンス
合同就職説明会

・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」
新潟県

面接会

福祉のしごと就職フェア 平成30年10月27日(土)
in新発田
14:00～16:30

新発田市ボランティアセン
新潟県社会福祉協議会
ター
新潟県福祉人材センター
(新潟県新発田市本町4丁目 025-281-5523
16番83号)

http://www.fukushiniigata.or. ・法人・事業所ブース
jp/
・福祉人材センターブース
・就活支援セミナー
「先輩の話を聞いてみよう！」

長野県

職場説明・面 福祉のしごと地区面接 平成30年10月12日(金)
接会
会(飯山会場)
13:30～15:30

飯山市文化会館「なちゅら」
多目的ルーム
（飯山市大字飯山1370-1)

長野県社会福祉協議会
長野県福祉人材センター
026-226-7330

http://fukushi事業所による採用説明
nagano.jp/news/2018/08/57 個別相談会
-1.html

社会福祉法人、医療法人、
株式会社、行政、など

長野県

職場説明・面 福祉のしごと地区面接 平成30年10月28日(日)
接会
会(佐久会場)
13:30～15:30

佐久平交流センター第5会議 長野県社会福祉協議会
室
長野県福祉人材センター
（佐久市佐久平駅南4-1)
026-226-7330

http://fukushi事業所による採用説明
nagano.jp/news/2018/08/57 個別相談会
-1.html

社会福祉法人、医療法人、
株式会社、NPO法人、など

長野県

職場説明・面 福祉のしごと地区面接 平成30年10月31日(水)
接会
会(伊那会場)
13:30～15:30

信州INAセミナーハウス
（伊那市美篶9620)

http://fukushi事業所による採用説明
nagano.jp/news/2018/08/57 個別相談会
-1.html

社会福祉法人、医療法人、
株式会社、NPO法人、など
(予定

静岡県

職場説明・面 平成30年度福祉の就職 ①平成30年10月4日(木)
接会
＆進学フェア～ふくしの 13：00～16：00
就活カフェ～
②平成30年10月17日(水)
13：00～16：00
③平成30年10月24日(水)
13：00～16：00

①プラサヴェルデ コンベン 静岡県社会福祉人材セン http://www.shizuoka-wel.jp/ ・事業所担当者との相談会
ションホールA
ター
・各種相談コーナー
(沼津市大手町1-1-4)
054-271-2110
・福祉系養成校情報コーナー
②掛川グランドホテル シャン
・履歴書・面接アドバイスコーナー
グリラスイート
(掛川市亀の甲1-3-1)
③グランシップ 展示ギャラ
リー
(静岡市駿河区東静岡2-3-1)

長野県社会福祉協議会
長野県福祉人材センター
026-226-7330

社会福祉法人、医療法人
ほか

全国社会福祉協議会
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

平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成30年10月5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

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成30年10月11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／ 職場説明会
浜松市

福祉マンパワー講座Ⅰ 平成30年10月20日(土)
福祉職場説明会
14:00～16:00

浜松市福祉交流センター
(浜松市中区成子町140-8)
4階43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／ 職場説明会
浜松市

福祉マンパワー講座Ⅱ 平成30年10月25日(木)
福祉職場説明会
13:50～16:00

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／ 職場説明会
浜松市

出張福祉職場相談会
inワークピア磐田

ワークピア磐田
(磐田市見付3089-3)
1階第1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、
・ハローワーク磐田
社会福祉法人、医療法人、 ・静岡県社会福祉人材センター
など

兵庫県

職場説明会

平成30年度 福祉の就 平成30年10月8日(月･祝)・ ＜姫路会場＞
職説明会
9日（火）
じばさんびる 9階 901会議
13：00～16：00
室
（姫路市南駅前町123）

兵庫県福祉人材センター
078-271-3881（直通）

http//www.hyogo-wel.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

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
営利法人等
兵庫県

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
明石市社会福祉協議会
兵庫労働局

兵庫県

職場説明会

平成30年度 福祉の就 平成30年10月13日（土）・
職説明会
14日（日）
13：00～16：00

＜明石会場＞
あかし市民広場
（明石市大明石町1-6-1 明
石駅前南地区）

兵庫県福祉人材センター
078-271-3881（直通）

http//www.hyogo-wel.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

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
営利法人等
兵庫県

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
明石市社会福祉協議会
兵庫労働局

奈良県

職場説明・面 「私の❤お仕事」体感＆ 平成30年10月20日(土)
接会
出会いフェスタ
11:00～16:00

奈良県文化会館
(奈良市登大路町6－2）

奈良県福祉人材センター
0744－29－0160

http://nara-shakyo.jp

・業界体感会
・合同説明会
・奈良県福祉・介護事業所認証制
度コーナー
・福祉のお仕事総合相談コーナー
・職場体験受付

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
NPO、有限会社、株式会社 奈良県
等

福岡県/
筑豊

職場説明・面 平成30年度福祉の職場 平成30年10月13日(土)
接会
ホリデイガイダンス＆求 13：00～16：00
人・求職面談会in筑豊

福岡県立大学
（田川市伊田4395）

筑豊地区福祉人材バンク http://www.iizuka（飯塚市社会福祉協議会） shakyo.net/
0948-23-2210

・福祉施設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

社会福祉法人、医療法人
ほか

平成30年10月29日(月)
14:00～16:00

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

※福岡県は本会とともに主催

福岡県/
京築

職場説明・面 平成30年度福祉の職場 平成30年10月28日(日)
接会
ホリデイガイダンス＆求 12：00～15：00
人・求職面談会in京築

行橋市総合福祉センター
ウィズゆくはし
（行橋市中津熊501）

京築地区福祉人材バンク
（行橋市社会福祉協議会）
0930-23-8495

・福祉施設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

社会福祉法人、医療法人
ほか

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

※福岡県は本会とともに主催

長崎県

職場説明・面 平成30年度 福祉・介
接会
護の就職合同面談会
《秋》

大分県

職場説明会

平成30年10月27日(土)
13:00～16:00

県北地区 福祉のしごと 平成30年10月6日(土)
就職フェア
13:00～15:00

長崎県総合福祉センター
（長崎市茂里町3-24）

長崎県社会福祉協議会
福祉人材研修センター
TEL:095-846-8656

http://www.nagasaki-prefshakyo.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 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

宇佐市勤労者総合福祉セン
ター さんさん館（宇佐市）

大分県福祉人材センター
097-552-7001

https://www.okk.or.jp

・就職面談コーナー・相談コーナー・ 社会福祉法人、医療法人
情報コーナー
ほか

中津公共職業安定所
宇佐公共職業安定所

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

中津市、宇佐市、豊後高田市
中津市社会福祉協議会
宇佐市社会福祉協議会
豊後高田市社会福祉協議会

平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

【11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

（設置主体）

共催団体

山形県

職場説明・面 福祉のしごとフェア2018 平成30年11月13日（火） 山形国際交流プラザ「山形
山形県福祉人材センター
接会
介護就職デイ就職面談会 12：30～16：00
ビッグウイング」（山形市平久 023-633-7739
保100）
ハローワークやまがた
023-684-1521

https://www.ymgtshakyo.or.jp/jinzai/

・就職面談会
・相談コーナー
・施設、事業所のＰＲ
・講演会

社会福祉法人、医療法人
ほか

【主催】
・山形労働局、ハローワークやまがた、むらやま、
さがえ
・山形県
・山形県福祉人材センター
・介護労働安定センター山形支所
・山形県ナースセンター

山形県

職場説明・面 福祉のしごと就職フェア
接会
（米沢）

社会福祉法人、医療法人
ほか

【主催】
・山形県福祉人材センター
・山形労働局
・ハローワーク米沢
【共催】
・介護労働安定センター山形支所
・山形県ナースセンター

栃木県

職場説明会

栃木県

群馬県

平成30年11月9日（金）
12：30～15：30

グランドホクヨウ米沢
(米沢市金池2-3-7)

山形県福祉人材センター
023-633-7739

https://www.ymgtshakyo.or.jp/jinzai/

・就職面談会
・相談コーナー
・トークショー
・事業所リレートーク

エリア別 保育のお仕事就 平成30年11月10日(土)
職フェア（県北エリア）
13：00～15：30

トコトコ大田原
（大田原市中央1-3-15）

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

職場説明会

エリア別 福祉のお仕事就 平成30年11月17日(土)
職フェア（県南エリア）
13：00～15：30

栃木市栃木保健福祉センター 栃木県社会福祉協議会
（栃木市今泉町2-1-40）
福祉人材・研修センター
028-643-5622

http://www.tochigikenshaky ・合同相談会
o.jp/jinzai/event.html
・福祉人材センター相談コーナー

社会福祉法人、医療法人
他

面接会

地区別ミニ就職面接会

平成30年11月29日(木)
13：00～15：30

渋川市子育て支援総合セン 群馬県福祉人材センター
ター
027-255-6040
（群馬県渋川市渋川1338-4）

http://www.g・個別面談
shakyo.or.jp/news/15496.ht
ml

社会福祉法人 他

群馬県／ 面接会
高崎市

ミニMini就職面接会

平成30年11月21日(水)
10：30～12：00

高崎市総合福祉センター
（高崎市末広町115-1）

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

埼玉県

職場説明会

福祉の仕事 地域就職相 平成30年11月19日(月)
談会
12:00～15:00

所沢市こどもと福祉の未来館 埼玉県福祉人材センター
（所沢市泉町1861番地の1） 048-833-8033

http://www.fukushisaitama.or.jp/site/talentcenter/

千葉県

職場説明会

平成30年度第2回福祉の 平成30年11月17日(土)
しごと就職フェア・inちば 13:00～16:00

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
043-222-1294

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

社会福祉法人、NPO法人、 千葉県
医療法人、営利法人等の 千葉県社会福祉協議会各種別協議会
社会福祉施設
社会福祉法人全国社会福祉協議会

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

三鷹市公会堂さんさん館
（三鷹市野崎1-1-1）

三鷹市社協
0422-79-3505

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

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会
医療法人、NPO法人ほか 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】三鷹市、三鷹市介護保険事業者連絡会
ハローワーク三鷹

平成30年11月3日（土・
祝）
13：00～15：30

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

後援団体

栃木県

栃木県

・事業所との面談コーナー
社会福祉法人 医療法人、 埼玉県、社会福祉法人所沢市社会福祉協議会
・相談コーナー
特定非営利活動法人、株
・オリエンテーション、就職支援講座 式会社ほか

ハローワーク所沢

（予定）厚生労働省、千葉労働局、千葉公共職業安
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

平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年11月21日(水)
13：30～16：00

瑞穂町ふれあいセンター
（西多摩郡瑞穂町大字石畑
2008）

瑞穂町社協
042-557-0159

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

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人瑞穂町社会福祉協議会
【後援】瑞穂町
医療法人ほか
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】ハローワーク青梅

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年11月27日(火)
13：00～16：00

ベルブ永山
（多摩市永山1-5）

多摩市社協
042-373-5611

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー
・お仕事ガイダンス

社会福祉法人、株式会社、 【主催】社会福祉法人多摩市社会福祉協議会
【後援】多摩市
医療法人ほか
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】ハローワーク府中

平成30年11月25日(日)
10:00～15：30

横浜市技能文化会館

神奈川県社会福祉協議会 http://www.kanagawahoiku.jp 就職支援ガイダンス
かながわ保育士・保育所 /
就職相談会
支援センター
専門相談ブース
045-320-0505

社会福祉法人・株式会社
等

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市

神奈川県 職場説明・面 保育のしごとフェア
接会

富山県

面接会

人材マッチングフェア（合 平成30年11月14日（水） 新川文化ホール
同就職面接会）
13:20～15:30
（富山県魚津市宮津110）

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
ハローワーク魚津
0765-24-0365
ハローワーク滑川
076-475-0324

・面談コーナー
・相談コーナー
・資料提供コーナー

社会福祉法人、医療法人
ほか

富山労働局
ハローワーク魚津
ハローワーク滑川

富山県

面接会

介護・看護の仕事説明会 平成30年11月22日（木） 砺波農村環境改善センター
14:00～16:00
（砺波市花園町1-32）

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
ハローワーク砺波
0763-32-2914

・面談コーナー
・相談コーナー
・資料提供コーナー

社会福祉法人、医療法人
ほか

（予定）富山労働局
ハローワーク砺波
砺波市
南砺市
小矢部市

福井県／ 職場説明・面 れいなん福祉就職フェア 平成30年11月13日(火)
嶺南地区 接会
in小浜
13:00～15:30

福井県立若狭図書学習セン
ター
(小浜市南川町6-11)

敦賀市社会福祉協議会
嶺南福祉人材バンク無料
職業紹介所
0770-22-3133
ハローワークおばま
0770-52-1260
ハローワーク敦賀
0770-22-4220

http://tsurugashishakyo.ec- ・合同面接会
net.jp/
・相談コーナー
・資料提供コーナー
・介護体験会
・介護機器等展示コーナー

社会福祉法人、医療法人
ほか

福井県
小浜公共職業安定所
敦賀公共職業安定所

長野県

職場説明・面 福祉の職場説明会・就職 平成30年11月2日（金）
接会
面接会
13：00～16：00

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

http://fukushi-nagano.jp/

・セミナー
・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

社会福祉法人、医療法人
ほか

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

面接会

福祉の職場説明会・就職 平成30年11月13日(火)
面接会
13：00～16：00

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

http://fukushi-nagano.jp/

・セミナー
・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

社会福祉法人、医療法人
ほか

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

岐阜県

職場説明会

オール岐阜・企業フェス
（岐阜県主催）

・相談コーナー
・福祉・介護機器の展示コーナー
・職場説明会

社会福祉法人、医療法人、
株式会社ほか

①平成30年11月16日
（金）
②平成30年11月17日
（土）
①13：00～1700②10：00
～17：00

岐阜メモリアルセンター ふれ 岐阜県健康福祉部地域福 https://www.pref.gifu.lg.jp/
愛ドームほか
祉課
（岐阜市長良福光大野2675- 058-272-8261
28）

魚津市
黒部市
滑川市
入善町
朝日町
上市町
介護労働安定センター富山支所
ポリテクセンター富山
富山県技術専門学院新川センター

福井県社会福祉協議会
福祉労働局

岐阜労働局

平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成30年11月9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

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成30年11月12日(月)
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

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成30年11月13日(火)
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

静岡県／ 職場説明会
浜松市

福祉マンパワー講座Ⅲ
福祉職場説明会

平成30年11月15日(木)
13:50～16:00

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／ 職場説明会
浜松市

福祉職場説明会

平成30年11月22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

三重県

職場説明会

第２回福祉・介護の就職 平成30年11月17日(土)
フェア
13：00～15：30

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

職場説明会
各種相談コーナー

社会福祉法人、医療保人
株式会社、NPO等

全国社会福祉協議会

京都府

職場説明・面 ＦＵＫＵＳＨＩ就職フェア京
接会
都府南部

・合同面接会
・出展法人リレートーク
・相談コーナー
・職場説明会

社会福祉法人、医療法人
ほか

福祉職場就職フェア実行委員会

大阪府

職場説明・面 介護のしごと就職相談会 平成30年11月16日（金） 堺地方合同庁舎9階会議室
接会
＆面接会
13:00～16:00

http://www.osakafusyakyo.or ①出展法人面接ブース
.jp/fcenter/
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
など

大阪労働局、ハローワーク堺

兵庫県

職場説明会

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

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
営利法人等
兵庫県

平成30年11月10日(土)
13:00～16:00

四日市都ホテル
三重県福祉人材センター
（ 三重県四日市市安島1丁目 059-227-5160
3-38）

文化パルク城陽
京都府福祉人材・研修セン http://fukujob.kyoshakyo.or.j
（城陽市寺田今堀1）
ター
p/
（近鉄京都線「寺田」駅徒歩7 075-252-6297
分）

大阪福祉人材支援セン
ター
06-6762-9006

平成30年度 福祉の就職 平成30年11月24日（土） ＜尼崎会場＞
兵庫県福祉人材センター
説明会
13：00～16：00
尼崎市中小企業センター1階 078-271-3881（直通）
ホール
（尼崎市昭和通2-6-68）

・合同説明会
・相談コーナー
・人材センター相談コーナー

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
公益社団法人三重県看護協会
三重県私立保育連盟

大阪府総合労働事務所（協力）

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
明石市社会福祉協議会
兵庫労働局

平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

和歌山県 職場説明会

平成30年度第2回福祉・
介護・保育の就職フェア
わかやま

和歌山市JAビル

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

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）

和歌山県 面接会
／紀南地
区

福祉・介護・保育のしごと 平成30年11月23日(日)
相談・面接会
13：00～15：00

新宮市ユーアイホテル
(新宮市井の沢3-12）

紀南福祉人材バンク
0739-26-4918

http://www.tanabeshisyakyo.jp

・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

厚生労働省

島根県

福祉・保育の仕事就職・
転職フェア

島根県福祉人材センター
0852-32-5957

https://www.shimanefjc.com/

・個別就職面談コーナー
・各種相談コーナー
・福祉の仕事説明コーナー

社会福祉法人、医療法人、 （本センターとともに主催）島根県、島根労働局
NPO、有限会社、株式会社
等

公益財団法人ふるさと島根定住財団
公益社団法人島根県看護協会
島根県老人福祉施設協議会
島根県老人保健施設協会
しまね小規模ケア連絡会
島根県保育協議会
島根県児童入所施設協議会
島根県母子生活支援施設運営協議会
島根県知的障害者福祉協会
島根県身体障害者施設協議会
島根県救護施設協議会
島根県社会福祉法人経営者協議会
島根県労働者福祉協議会（ミドル・シニア仕事セン
ター）
島根県シルバー人材センター連合会
山陰中央新報社

福岡県福祉人材センター http://www.kitaq092-584-3310
shakyo.or.jp
北九州市福祉人材バンク
093-881-0901

・求職者と求人事業所との面談
・求職相談
・福祉の資格相談
・求職登録
・ハローワーク相談
（・介護労働安定センター相談）

社会福祉法人、医療法人
等

全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター
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
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）

厚生労働省
福岡労働局 北九州地域ハローワーク

長崎県/ 職場説明・面 福祉・介護の就職合同面 平成30年11月7日（水） 江迎公共職業安定所
佐世保市 接会
談会
<午前の部>10:30～12:30 （佐世保市江迎町長坂182～福祉・介護の就職総合 <午後の部>13:30～15:30 4）
フェア2018《秋》江迎会場
～

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
ほか

江迎公共職業安定所
佐世保公共職業安定所
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
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

熊本県

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

・職場説明会
・合同面接会

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

職場説明会

福岡県／ 面接会
北九州市

平成30年11月12日(月)
13:00～16:00

平成30年11月23日（金） くにびきメッセ
13:00～15:30
（松江市学園南1-2-1）

福祉のしごと合同就職面 平成30年11月27日(火)
談会ｉｎ北九州
13:00～16：00

職場説明・面 保育士就職面接会
接会
＆ガイダンス２０１８

平成30年11月11日(日)
13：30～15：30

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）

KKRホテル熊本
（熊本市中央区千葉城町331）

全国社会福祉協議会
和歌山県
和歌山県社会福祉協議会
新宮公共職業安定所

平成30年度

職場説明会・合同面接会

10～11月開催予定

熊本県

職場説明・面 福祉の職場説明会と就職 平成30年11月4日(日)
接会
面談会
12：20～16：30

熊本県総合福祉センター
（熊本市中央区南千反畑町
3-7）

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

・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
（相談コーナー）

社会福祉法人、医療法人
等

熊本労働局
熊本公共職業安定所

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

大分県

職場説明会

日出町保健福祉センター
（速見郡日出町藤原）

大分県福祉人材センター
097-552-7000

https://www.okk.or.jp

・就職面談コーナー・相談コーナー・ 社会福祉法人、医療法人
情報コーナー
ほか

別府公共職業安定所

杵築市、国東市、日出町
杵築市社会福祉協議会
国東市社会福祉協議会
日出町社会福祉協議会

平成30年11月24日（土） 薩摩川内市総合福祉会館
13：00～16：00
（薩摩川内市永利町4１07－
１）

鹿児島県福祉人材・研修
センター
099-258-7888

http://www.kaken-shakyo.jp ・就職面接会
・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

社会福祉法人ほか

川内公共職業安定所
出水公共職業安定所
伊集院公共職業安定所
川内公共職業安定所宮之城出張所
国分公共職業安定所大口出張所
薩摩川内市
薩摩川内市社会福祉協議会

阿久根市，出水市，さつま町，長島町，
阿久根市社会福祉協議会
出水市社会福祉協議会
さつま町社会福祉協議会
長島町社会福祉協議会
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

平成30年11月20日(火)
12:30～17:00

沖縄県福祉人材研修セン http://www.okishakyo.or.jp
ター
098-882-5703

社会福祉法人、医療法人
ほか

全国社会福祉協議会
沖縄県
沖縄労働局（ハローワーク）

厚生労働省
沖縄県看護協会
沖縄県キャリアセンター
沖縄県大学就職指導研究協議会
沖縄県専修学校各種学校協会
沖縄県女性就業・労働相談センター

鹿児島県 面接会

沖縄県

速見・杵築・国東地域 福 平成30年11月17日(土)
祉のしごと就職フェア
13:00～15:00

北薩地域就職面談会

職場説明・面 福祉の職場説明会
接会

空手会館
(豊見城市 豊見城854-1）

・職場説明会
・相談コーナー
・職場体験申込み
・就職応援セミナー
・事業所プレゼンテーション

