平成30年度

職場説明会・合同面接会

2～3月開催予定

【2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

後援団体

北海道/札
幌市

職場説明会

第３回福祉職場説
明会

平成31年2月2日(土)
10：30～16：00

アスティ45
（札幌市中央区北4条西5丁
目）

北海道福祉人材センター
011-272-6662

http://hfjc.jp/

・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

社会福祉法人

・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

・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/旭
川市

職場説明会

平成30年度 第2回 平成31年2月15日(金)
ふくしのお仕事のつ 10:30～14:00
どい

アートホテル旭川
（旭川市7条通6丁目）

旭川市福祉人材バンク
0166-23-0138

http://www.asahikawa-shakyo.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

社会福祉法人他

全国社会福祉協議会

厚生労働省

北海道/釧
路

職場説明会

平成30年度 福祉
職場説明会

平成31年2月9日(土)
10:30～14:00

釧路市交流プラザさいわい
(釧路市幸町9丁目１番地)

釧路市福祉人材バンク
0154-24-1686

青森県

職場説明会

平成30年度「福祉の 平成31年2月9日(土)
仕事相談フェア」
12：30～15：15

県民福祉プラザ
（青森市中央3丁目20-30）

青森県福祉人材センター
TEL 017-777-0012
FAX 017-777-0015

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

福島県

職場説明会

平成30年度第2回福 平成31年2月10日(日)
祉の職場合同就職 12：30～16：00
説明会

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.fukushimak ・就職体験談
社会福祉法人、医療法人
enshakyo.or.jp/
・施設・事業所PR
ほか
・施設面談コーナー
・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

厚生労働省福島労働局
県内各ハローワーク
公益財団法人介護労働安定センター

福島県

職場説明会

平成30年度第2回福 平成31年2月17日(日)
祉の職場合同就職 12：30～16：00
説明会

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.fukushimakenshakyo.or.jp/
・就職体験談
社会福祉法人、医療法人
・施設・事業所PR
ほか
・施設面談コーナー
・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

厚生労働省福島労働局
県内各ハローワーク
公益財団法人介護労働安定センター

栃木県

職場説明会

エリア別 福祉のお 平成31年2月16日(土)
仕事就職フェア（全 13：00～15：31
域）

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
028-643-5623

http://www.tochigikenshakyo.jp/jinzai/event.html
・合同相談会
・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

ミニMini就職面接会 平成31年2月20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）

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

群馬県／高 面接会
崎市

・求職者に対する、求人事業による ・社会福祉法人 ・医療法
説明会
人 ・株式会社 ・他

社会福祉法人
医療法人
株式会社等

社会福祉法人北海道社会福祉協議会

青森公共職業安定所
社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
弘前福祉人材バンク
社会福祉法人八戸市社会福祉協議会
八戸福祉人材バンク

青森労働局、青森県教育委員会
公益社団法人青森県私学協会
公益社団法人青森県老人福祉協会
一般社団法人青森県保育連合会
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
公益財団法人介護労働安定センター青森支部

平成30年度

職場説明会・合同面接会

千葉県

職場説明会

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

東京都

2～3月開催予定

平成30年度福祉の 平成31年2月14日(木)
しごとミニ就職フェア 14:00～16:30

ペリエホールＡＢルーム
千葉県福祉人材センター
（千葉市中央区新千葉1-1-1 043-222-1294
ペリエ千葉7F）

http://www.chibakenshakyo.net
･個別面談会：各社会福祉施設等の 社会福祉法人、医療法人、
採用担当者と参加者との対面方式 NPO法人、株式会社、有限
により求人内容や職場説明などを 会社ほか
行う。
・就職相談：福祉や雇用に関する専
門職員が仕事についてのさまざま
な相談に応じる。

平成31年2月9日(土)
13:00～15:30

かがやきプラザ
（千代田区九段南1-6-10）

千代田区社協
03-6265-6560

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

社会福祉法人、株式会社、 【主催】
千代田区
医療法人ほか
社会福祉法人千代田区社会福祉協議会 か
がやきプラザ研修センター
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】ハローワーク飯田橋

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成31年2月8日(金)
13:30～16:00

西東京市役所田無庁舎
（西東京市南町5-6-13）

西東京市社協
042-438-3774

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

社会福祉法人、株式会社、 【主催】
医療法人ほか
社会福祉法人西東京市社会福祉協議会
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】西東京市 ハローワーク三鷹

東京都

職場説明・面 福祉の仕事就職
接会
フォーラムin立川

平成31年2月11日(月･
祝)
12:30～16:00

立川グランドホテル
（立川市曙町 2-14-16）

東京都福祉人材センター
多摩支所
042-595-8422

http://www.tcsw.tvac. ・相談・面接会
or.jp/jinzai/
・就職セミナー リレートーク
・なんでも相談コーナー

社会福祉法人、株式会社、
医療法人ほか

神奈川県

職場説明・面 保育のしごと就職支 平成31年2月5日(火)
接会
援セミナー＆就職相 11：00～12：30
談会
就職支援セミナー
13:00～15:30
合同就職相談会

杜のホール はしもと
かながわ保育士・保育所
（相模原市緑区橋本3-28-1） 支援センター
045-320-0505

新潟県

面接会

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

福祉のしごと就職
フェアin新潟

平成31年2月2日(土)
14:00～16:00

・就職支援セミナー
・合同就職相談会

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

社会福祉法人、株式会社
等

千葉市
千葉労働局
千葉公共職業安定所
千葉南公共職業安定所
NHK千葉放送局
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

立川市
社会福祉法人立川市社会福祉協議会
ハローワーク立川

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須
賀市

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
「就職活動に必要なコミュニケーショ
ン力」

静岡県

職場説明・面 福祉の就職＆進学 平成31年2月24日(日)
接会
フェア in静岡2019 13:00～16:00

アクトシティ浜松
（浜松市板屋町111-1）

静岡県社会福祉人材セン http://www.shizuoka- ・事業所担当者との相談会
ター
wel.jp/job/
・各種相談コーナー
054-271-2110
・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
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（①のみ）

静岡県/浜
松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成31年2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

静岡県/浜
松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成31年2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

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/浜
松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成31年2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

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/浜
松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成31年2月22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

厚生労働省

平成30年度

職場説明会・合同面接会
就活スタートアップ
フェア

2～3月開催予定

京都府

職場説明会

平成31年2月3日(日)
13:00～16:00

大阪府

職場説明・面接会
介護のしごと就職相 平成31年2月6日（水）
談会＆面接会
13:00～16:00

A＆Hホール
大阪福祉人材支援セン
(豊中市新千里東町1丁目5-3 ター
千里朝日阪急ビル4階)
06-6762-9006

大阪府

職場説明・面接会
介護のしごと就職相 平成31年2月22日（金）
談会＆面接会
13:30～16:30

枚方市市民会館
(枚方市岡東町8-33)

和歌山市

職場説明会

福祉のしごと就職相 平成31年2月15日(金)
談会
13：00～14：30

メルパルク京都4階
（ＪＲ京都駅前）

京都府福祉人材・研修セン http://fukujob.kyoshak ・職場、仕事説明会
ター
yo.or.jp/
075-252-6297

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

http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/
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
など

大阪労働局、ハローワーク池田

大阪府総合労働事務所（協力）

http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/
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
など

大阪労働局、ハローワーク枚方、枚方市

大阪府総合労働事務所（協力）

和歌山市民会館 市民ホール 和歌山県福祉人材セン
(和歌山市伝法橋南ノ丁7)
ター(ハートワーク)
073-435-5211

http://www.tanabeshi- ・個別面談コーナー
syakyo.jp

社会福祉法人、医療法人
他

全国社会福祉協議会

厚生労働省
和歌山市
和歌山公共職業安定所
一般社団法人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
和歌山県立保育所連合会、和歌山県看護協会

大阪福祉人材支援セン
ター
06-6762-9006

【主催}】
和歌山県
和歌山県社会福祉協議会

和歌山県／ 職場説明会
紀南地区

介護未経験の中高 平成31年2月10日(日)
年齢等就職相談会 13：00～15：30

紀南文化会館 4階小ホール 紀南福祉人材バンク
(田辺市新屋敷町1番地)
0739-26-4918

http://www.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
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／ 職場説明会
紀南地区

福祉・介護・保育の 平成31年2月10日(日)
しごとフェア
13：00～15：30

紀南文化会館 4階小ホール 紀南福祉人材バンク
(田辺市新屋敷町1番地)
0739-26-4918

http://www.tanabeshi- ・個別面談コーナー
社会福祉法人、医療法人
syakyo.jp
・相談コーナー・バンク登録コー
他
ナー
・求人事業所のプレゼンテーション

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

岡山ロイヤルホテル
（岡山市北区絵図町2-4）

http://www.fukushiokayama.or.jp/
・福祉の職場１分プレゼンテーショ 社会福祉法人、医療法人
ン
ほか
・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

･社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社 等

【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

佐賀公共職業安定所(ハローワーク佐賀)
佐賀新卒者等人材確保対策推進本部

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

岡山県

職場説明・面 福祉の就職総合
接会
フェア
岡山冬

広島県／呉 職場説明会
市

くれ福祉の職場説
明会

平成31年2月9日（土）
12:00～16:00

平成31年2月24日(日)
呉市総合体育館
12:30～13:40 セミナー
（オークアリーナ）
13:30～15:30 職場説明 呉市広大新開1-7-1
会

岡山県福祉人材センター
086-226-3507

（社福）呉市社会福祉協議 http://www.kureshakyo.jp/
・求人面談コーナー
会 くれ福祉人材バンク
・各種相談コーナー
0823-21-5013
・資料、閲覧コーナー
・求職登録コーナー
・セミナー開催
「自分にあった福祉職場の選び方」

佐賀県

職場説明・面 FUKUSHI就職フェア 平成31年2月5日(火)
接会
inSAGA
13：00～15：30
－平成30年度 第2
回福祉マンパワー
合同就職面談会－

ガーデンテラス佐賀ホテル＆ 佐賀県福祉人材･研修セン http://www.sagaken-shakyo.or.jp
・個別面談会
マリトピア
ター
・相談コーナー
（佐賀市新栄東3丁目7-8）
0952-28-3406

社会福祉法人、医療法人
ほか

長崎県

職場説明・面 平成30年度 福祉・ 平成31年2月16日(土)
接会
介護の就職合同面 13:00～16:00
談会《冬》

長崎県総合福祉センター
（長崎市茂里町3-24）

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

長崎県社会福祉協議会 福 http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp
・合同面談会
祉人材研修センター
・各種相談コーナー
095-846-8656

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

平成30年度

職場説明会・合同面接会

2～3月開催予定

長崎県/佐
世保市

職場説明・面 福祉・介護の就職合 平成31年2月18日(月)
佐世保市労働福祉センター
接会
同面談会
<午後の部>13：30～15： （佐世保市稲荷町2-28）
～福祉・介護の就職 30
総合フェア2018《冬》 <夜間の部>17：00～19：
佐世保会場～
00

佐世保福祉人材バンク
http://www.sasebo-shakyo.or.jp/
・合同面談会
0956-24-1184（直通）
・関係機関による相談コーナー
0956-23-3174（社協代表）

社会福祉法人、医療法人
ほか

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、
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

熊本県

面接会

福祉のお仕事ミニ面 平成31年2月2日(土)
接会
14:00～15:30

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-kumamoto.or.jp
・ミニ面接会
ター
・相談コーナー
096-322-8077

社会福祉法人等

熊本公共職業安定所

熊本県、熊本市

大分県

職場説明会

2019年春大分・別 平成31年2月9日(土)
府地域 福祉のしご 13:00～15:00
と就職フェア

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
097-552-7000
（大分市明野東3-4-1）

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

大分公共職業安定所
別府公共職業安定所
大分県看護協会
介護労働安定センター大分支部
大分県保育連合会

平成30年度

職場説明会・合同面接会

2～3月開催予定

【3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

岩手県

職場説明会

第2回 福祉の就職
総合フェア

平成31年3月10日(日)
11：00～16：00

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
福祉人材研修部
岩手県福祉人材センター
019-637-4522（代表）

http://www.iwate【特別企画】
社会福祉法人、医療法人、 岩手労働局
shakyo.or.jp/jinzai/inde ○福祉施設・事業所PRタイム
NPO法人、株式会社、有限 全国社会福祉協議会
x.html
【福祉の就職総合フェア】
会社ほか
○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

厚生労働省
岩手県介護福祉士養成施設協会

秋田県

職場説明・面 福祉・介護・保育の 平成31年3月18日（月）
接会
しごとフェアin秋田

秋田ビューホテル
（秋田市中通２丁目６−１）

秋田県福祉保健人材・研
修センター
018-864-2880

http://www.akitakensh
akyo.or.jp/
http://kaigo.akitakensh
akyo.or.jp/

・参加事業所ＰＲプレゼンテーション 社会福祉法人、医療法人
・求人事業所との個別面談コーナー ほか
・求職相談コーナー
・福祉の仕事相談・求職登録コー
ナー

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
秋田県老人福祉施設協議会
秋田県知的障害者福祉協会
秋田県認知症グループホーム連絡協議会
秋田県保育協議会

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

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

群馬県／高 面接会
崎市

ミニMini就職面接会 平成31年3月20日(水)
10：30～12：00

主な内容

（設置主体）

共催団体

【主催】
秋田県
秋田労働局
秋田県社会福祉協議会
【共催】
全国社会福祉協議会
ハローワーク秋田
秋田県社会福祉法人経営者協議会

後援団体

群馬県／太 職場説明・面 ミニ就職面接会
田市
接会

平成31年3月3日(日)
13：30～15：30

館林市文化会館
(館林市城町3-1)

埼玉県

職場説明・面 福祉の仕事就職
接会
フェア

平成31年3月9日（土）
12:00～15:30

ソニックシティビル
埼玉県福祉人材センター
地下1階 展示場
048-833-8033
（さいたま市大宮区桜木町17-5）

http://www.fukushi・事業所との面談コーナー
社会福祉法人 医療法人、 埼玉県
saitama.or.jp/site/tale ・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
nt-center/
・オリエンテーション、就職支援講座 式会社ほか

厚生労働省、さいたま市、ハローワーク大宮、社会福祉法人さ
いたま市社会福祉協議会

埼玉県

職場説明・面 福祉の仕事就職
接会
フェア

平成31年3月10日（日）
13：00～15：30

ソニックシティビル
埼玉県福祉人材センター
地下1階 展示場
048-833-8033
（さいたま市大宮区桜木町17-5）

http://www.fukushi・事業所との面談コーナー
社会福祉法人 医療法人、 埼玉県
saitama.or.jp/site/tale ・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
nt-center/
・2020年3月卒業予定の方向け福 式会社ほか
祉業界就活オープニングセミナーと
同会場開催

厚生労働省、さいたま市、ハローワーク大宮、社会福祉法人さ
いたま市社会福祉協議会

東京都

職場説明・面 福祉の仕事就職
接会
フォーラム

平成31年3月3日(日)
12:30～16:30

NSイベントホール
（新宿区西新宿2-4-1）

東京都福祉人材センター
03-5211-2860

・職員採用に関するブース型説明
会
・福祉業界セミナー
・福祉の仕事相談コーナー

社会福祉法人、株式会社、
医療法人ほか

神奈川県

職場説明・面 保育のしごと就職支 平成31年3月1日(金)
接会
援セミナー＆就職相 11：00～12：30
談会
就職支援セミナー
13:00～15:30
合同就職相談会

茅ヶ崎文化会館
（茅ヶ崎市茅ヶ崎-1-1 ）

かながわ保育士・保育所
支援センター
045-320-0505

・就職支援セミナー
・合同就職相談会

社会福祉法人、株式会社
等

新潟県

職場説明会

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

福祉のしごと就活さ 平成31年3月3日(日)
ぽーとセミナー&就 13:45～16:00
職説明会

http://www.fukushiniig ・法人・事業所ブース
ata.or.jp/
・福祉人材センターブース
・就活さぽーとセミナー
「施設訪問時や面接で役立つマ
ナー講座」10:00～12:00

社会福祉法人・医療法人・
株式会社等

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須
賀市

平成30年度

職場説明会・合同面接会

福井県／嶺 職場説明・面 れいなん福祉就職
南地区
接会
フェアin敦賀‶春”

2～3月開催予定

平成31年3月3日（日）
13:00～15:30

敦賀市福祉総合センター「あ 敦賀市社会福祉協議会
http://sturugashishaky ・参加事業所リレーＰＲ
いあいプラザ」
嶺南福祉人材バンク無料 o.ec-net.jp/
・福祉の職場説明・面談会
(敦賀市東洋町4-1)
職業紹介所
個別面談コーナー
0770-22-3133
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

社会福祉法人、医療法人
ほか

福井県
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・ 平成31年3月1日(金)
接会
就職面接会
13：00～16：00

シルクプラザ
(ホワイトホール飛蝶)
飯田市錦町1-10

長野県社会福祉協議会
福祉人材センター
026-226-7330

http://fukushinagano.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

職場説明・面 福祉の職場説明会・ 平成31年3月5日(火)
接会
就職面接会
13：00～16：00

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

http://fukushinagano.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

職場説明・面 福祉の職場説明会・ 平成31年3月8日(金)
接会
就職面接会
13：00～16：00

メルパルク長野
(長野市鶴賀高畑752-8)

長野県社会福祉協議会
福祉人材センター
026-226-7330

http://fukushinagano.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

職場説明・面 福祉の職場説明会・ 平成31年3月14日(木)
接会
就職面接会
13：00～16：00

ホテルブエナビスタ
(松本市本庄1-2-1)

長野県社会福祉協議会
福祉人材センター
026-226-7330

http://fukushinagano.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

静岡県

職場説明・面 福祉の就職＆進学 ①平成31年3月2日(日)
接会
フェア in静岡2019 13:00～16:00
②平成31年3月16日(土)
13:00～16:00

①グランシップ
静岡県社会福祉人材セン http://www.shizuoka（静岡市駿河区東静岡2-3- ター
wel.jp/job/
1）
054-271-2110
②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
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（①のみ）

静岡県／浜 職場説明会
松市

福祉職場説明会

平成31年3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

静岡県／浜 職場説明会
松市

福祉職場説明会

平成31年3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

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／浜 職場説明会
松市

福祉職場説明会

平成31年3月22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／浜 職場説明会
松市

福祉職場説明会

平成31年3月25日(月)
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

厚生労働省

平成30年度
三重県

職場説明会・合同面接会

2～3月開催予定

職場説明会 福祉の就職ガイダン 平成31年3月10日(日)
ス
13：00～17：00

カイゴとフクシ就職
フェアinしが2019

三重県社会福祉会館3階
三重県福祉人材センター
講堂
059-227-5160
(三重県津市桜橋2丁目131)

①平成31年3月6日(水) ①～③：コラボしが21
②平成31年3月7日(木) （大津市打出浜2-1）
③平成31年3月9日(土)
④平成31年3月14日(木) ④：ペルテフォーリア
（彦根市駅東町18-21）
時間はいずれも
12：30～16:00
就活応援セミナー
(①～③ 11:30～12:15)

滋賀県南部介護・福祉人
材センター
077-567-3925

http://www.miewel-1.com/jinzai/
○福祉職場の就職ガイダンス
・仕事探しの視点について
・高齢、障害、児童、保育、社協
分野の仕事とは
・人材センター相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー

http://www.shigashaky ・法人別ブース説明会
o.jp/
・相談コーナー
・資料配布コーナー
・就活応援セミナー

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

滋賀県

職場説明会

社会福祉法人、医療法人、 滋賀県
株式会社 他

京都府

職場説明・面 第2回ＦＵＫＵＳＨＩ就 平成31年3月3日(日)
接会
職フェアＫＹＯＴＯ
12:00～17:00

京都市勧業館みやこめっせ 京都府福祉人材・研修セン http://fukujob.kyoshak ・合同面接会
（京都市営地下鉄東西線「東 ター
yo.or.jp/
・出展法人リレートーク
山」駅徒歩8分）
075-252-6297
・相談コーナー
・職場説明会

社会福祉法人、医療法人
ほか

大阪府

職場説明会

合同求人説明会「福 平成31年3月9日(土)
祉の就職フェア
12:00～16:00
Spring in OSAKA」 (セミナー10:00～12:00)

インテックス大阪
（大阪市住之江区南港北15-102）

大阪福祉人材支援セン
ター
06-6762-9006

http://www.osakafusya ①個別面談コーナー
kyo.or.jp/fcenter/
②法人案内誌の配布
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

社会福祉法人、医療法人、 大阪市、堺市、東大阪市、
株式会社ほか
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ＮＨＫ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2回 平成31年3月14日(木)
福祉の就職総合
13：00～17：00
フェア in HYOGO

神戸国際展示場1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

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
株式会社等
兵庫県

厚生労働省
兵庫労働局

奈良県

職場説明会

福祉のおしごとフェ 平成31年3月16日(土)
ア2019
11:00～16:00

ジェイテクトアリーナ奈良
（橿原市畝傍町51）

奈良県福祉人材センター
0744－29－0160

http://www.narashakyo.jp

・就職説明会ブース
社会福祉法人、医療法人
・業界体験ブース
ほか
・セミナーブース
・福祉のお仕事総合相談コーナー
・資格取得相談コーナー
・奈良県 福祉・介護事業所認証制
度コーナー
・求職登録コーナー
・関連情報コーナー
・授産品販売
・ｷｯｽﾞﾙｰﾑ、ｶﾌｪコーナー

和歌山県

職場説明会

平成30年度第3回福 平成31年3月7日(木)
祉・介護・保育の就 13:00～16:00
職フェアわかやま

和歌山県JAビル
(和歌山市美園町5-1-1)

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

福祉職場就職フェア実行委員会

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
NPO法人、株式会社、有限 和歌山県
会社ほか

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

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）

平成30年度

職場説明会・合同面接会

鳥取県

職場説明会

広島県

2～3月開催予定

福祉・保育の就職 平成31年3月3日(日)
フェア＆ガイダンス 13:00～16:30
2018春

倉吉体育文化会館
（倉吉市山根529-2）

鳥取県福祉人材センター http://www.torikensha 福祉職場説明・面談コーナー
（鳥取県社会福祉協議会） kyo.jp/fukushi/index.ht プレゼンテーション
0857-59-6336
ml
資料情報コーナー
福祉の就職セミナー
履歴書用写真撮影コーナー

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
株式会社等

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

職場説明・面 春の福祉就職総合 平成31年3月9日（土）
接会
フェア
10：00～15：00

広島県立広島産業会館（東
展示館）
(広島市南区比治山本町1218)

広島県社会福祉人材育成 http://www.fukushikaig ・求人面談コーナー
センター
o.net/
・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
【求職者】082-256-4848
センター関連資料）

・社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社
等

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
（公社）広島県看護協会

徳島県

職場説明会

ＪＲホテルクレメント徳島
(徳島県徳島市寺島本町西
1-61)

徳島県福祉人材センター
アイネット
088-625-2040

・福祉施設の魅力説明会
・福祉に関する個別相談

社会福祉法人、医療法人、 徳島県
ＮＰＯ、株式会社、有限会
社ほか

徳島県市町村社会福祉協議会職員連絡会
ＮＰＯとくしま障害者授産支援協議会
徳島県私立保育園連盟
徳島県児童養護施設協議会
徳島県社会福祉法人経営者協議会
徳島県老人福祉施設協議会
徳島県知的障害者福祉協会
徳島県老人保健施設協議会
徳島県身体障害者施設協議会
公益社団法人徳島県看護協会・徳島県ナースセンター
徳島労働局
各公共職業安定所
鳴門教育大学
四国大学
四国大学短期大学部
徳島文理大学
徳島文理大学短期大学部
専門学校穴吹福祉医療カレッジ
専門学校健祥会学園
徳島大学
四国放送、エフエム徳島
徳島新聞社
朝日新聞徳島総局
共同通信社徳島支局
産経新聞社徳島支局
時事通信社徳島支局
毎日新聞徳島支局
読売新聞徳島支局

福岡県

職場説明・面 福祉のしごと就職
接会
フェア2019 in
FUKUOKA

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
・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
ほか

・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

福祉就職転職フェア 平成31年3月12日(火)
13：00～16：00

平成31年3月9日(土)
11：00～16：00

http://www.fukushakyo.jp/jinzai/

全国社会福祉協議会

・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

平成30年度

職場説明会・合同面接会

2～3月開催予定

宮崎県

職場説明会

福祉の仕事就職説 平成31年3月13日(水)
明会
13:20～16:00

宮崎観光ホテル 東館2階
紅日向、初雁
（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. ・職場の魅力リレートーク
or.jp/job/index.html
・個別面談
・各種相談コーナー

社会福祉事業所等

宮崎県

宮崎労働局
各公共職業安定所
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
宮崎県看護協会
宮崎県社会福祉士会
宮崎県介護福祉士会
宮崎県保育士支援センター
みやざきシニア活躍推進協議会
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

鹿児島県

面接会

福祉の職場・就職面 平成31年3月2日(土)
談会
13：00～16：00

かごしま県民交流センター
(鹿児島市山下町14-50）

鹿児島県福祉人材・研修
センター
099-258-7888

http://www.kakenshakyo.jp

社会福祉法人ほか

鹿児島公共職業安定所

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

・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

