令和元度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

【6月】
都道府県 種類
名

名称

会場

問合せ先

北海道/ 職場説 令和元年度 第１回
令和元年6月19日（水）
旭川
明会
ふくしのお仕事のつど 10:00～13:30
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 http://www.asahikawa-shakyo.or.jp
・就職応援セミナー
0166-23-0138
・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

宮城県

職場説 福祉のしごと面談会
明・面接
会

仙台市中小企業活性化セン 宮城県福祉人材セン
ター多目的ホール（仙台市青 ター
葉区中央1-3-1 アエル5階） 022-262-9777

栃木県

職場説 福祉のお仕事就職フェ 令和元年6月29日（土）
明・面接 ア（安足）
13:00～16:00
会

群馬県/高 職場説 子育て中の方の就職
崎
明・面接 面接会
会
inソシアス

開催日時

令和元年6月7日（金）
10:00～15:40

令和元年6月18日（火）
10:00～12:00

佐野市総合福祉センター
（佐野市大橋町3212-27）

ホームページURL

主な内容

http://www.miyagi-sfk.net/
・講話
・面談・相談会
・福祉人材センターコーナー
（総合相談，求職登録）
・ハローワークコーナー
・保育士・保育所支援センターコーナー

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

高崎市市民活動センターソシ 高崎市福祉人材バンク http://takasakiアス
027-324-2761
shakyo.or.jp/
(高崎市足門町1669-2)

求人ブースを設置する法人 共催団体
の種類

後援団体

社会福祉法人他

全国社会福祉協議会

厚生労働省

社会福祉法人，医療法人
ほか

全国社会福祉協議会

厚生労働省
宮城県，仙台市
【協力】
仙台公共職業安定所
宮城県保育士・保育所支援センター
公益社団法人宮城県看護協会
公益財団法人介護労働安定センター宮城支部

社会福祉法人、医療法人
ほか

栃木県

・個別相談
・福祉のお仕事相談コーナー
・ハローワークお仕事相談コーナー
・保育所情報コーナー

社会福祉法人、医療法人、 高崎市
株式会社、ＮＰＯ法人、有 高崎公共職業安定所
限会社

埼玉県

職場説 福祉の仕事就職フェア 令和元年6月8日（土）
明・面接
12:00～15:30
会

パレスホテル大宮
埼玉福祉人材センター http://jinzai.fukushi-saitama.or.jp/
・事業所との面談コーナー
（さいたま市大宮区桜木町1- 048－833－8033
・相談コーナー
7-5）
・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、 埼玉県
特定非営利活動法人、株 全国社会福祉協議会
式会社ほか

厚生労働省
ハローワーク大宮

千葉県

職場説 令和元年度第1回福祉 令和元年6月9日（日）
明会
のしごと就職フェア・in 13:00～16:00
ちば

ペリエホール
（ 千葉市中央区 ）

千葉県社会福祉協議会 http://chibakenshakyo.net/
・福祉のしごと就職ガイダンス
千葉県福祉人材セン
・福祉施設・事業所と合同面談会
ター
・各種相談コーナー
043-441-6301

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

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

東京都

職場説 地域密着面接会
明・面接
会

北とぴあ 13F飛鳥ホール
（北区王子1-11-1）

北区社協
03-3906-2352

社会福祉法人、株式会社、 【主催】北区、社会福祉法人 北区社会福祉協議
医療法人ほか
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

就職支援ガイダンス
横浜市教育会館（横浜市西
区紅葉ヶ丘53）

かながわ福祉人材セン http://www.kfjc.jp/
ター
045-312-4816

令和元年6月21日（金）
11:00～15:00

神奈川県 職場説 第1回福祉のしごとフェ 令和元年6月1日（土）
明・面接 ア
就職支援ガイダンス
会
10:30～12:00
就職相談会 13:00～16:00

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

・福祉のしごと就職ガイダンス
・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、 神奈川県、社会福祉法人 川崎市社会福祉協議
医療法人、営利法人等の 会・川崎市福祉人材バンク、 神奈川県社会福
社会福祉施設
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
一般社団法人 神奈川県専修学校各種学校協会

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
株式会社等民間企業他

厚生労働省

就職相談会
日石横浜ビル（横浜市中区
桜木町1-1-8）

神奈川県 職場説 第1回
令和元年6月28日（金)
川崎市 明・面接 福祉のお仕事就職・転 13：30～16：30
会
職フェア

川崎市高津市民館 12階
川崎市福祉人材バンク http://www.csw・福祉分野への就職希望者と施設
（川崎市高津区溝口1-4-1ノ 044-739-8726
kawasaki.or.jp/jinzai/ の人事担当者との直接面談
クティ２）
・福祉専門相談
・就職活動一般に関する相談
・川崎市看護協会の就職相談

令和元度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

新潟県

面接会 福祉のしごと就職フェ
アin長岡

令和元年6月1日(土)
14：00～16：00

ハイブ長岡
(長岡市千秋3丁目315-11)

新潟県社会福祉協議会 http://www.fukushinii ・法人・事業所ブース
新潟県福祉人材セン
gata.or.jp/
・福祉人材センターブース
ター
025-281-5523
・就活支援セミナー
「受かる面接のポイント」

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
ハローワーク長岡
長岡市社会福祉協議会

新潟県

面接会 福祉のしごと就職フェ
アin上越

令和元年6月8日(土)
14：00～16：00

上越市民プラザ
(上越市土橋1914-3)

新潟県社会福祉協議会 http://www.fukushinii ・法人・事業所ブース
新潟県福祉人材セン
gata.or.jp/
・福祉人材センターブース
ター
025-281-5523
・就活支援セミナー
「受かる面接のポイント」

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
ハローワーク上越
上越市社会福祉協議会

石川県

職場説 福祉・介護の就職フェ
明会
ア

令和元年6月16日（日）
12:30～16:00

石川県地場産業振興セン
ター本館
（金沢市鞍月2-1）

石川県福祉の仕事マッ http://www.iskチングサポートセンター shakyo.or.jp
076-234-1151

福井県

職場説 ふくい福祉就職フェア
明・面接
会

令和元年6月9日（日）
12:30～15:30

福井県産業会館 2号館展示 福井県福祉人材セン
場（福井市下六条町103）
ター
0776-21-2294

福井県

1法人PRタイム
社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
2合同就職面談会
NPO法人ほか
金沢公共職業安定所
(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

厚生労働省

http://www.f-shakyo.or.jp
・求人事業所との個別面談
・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

社会福祉法人他

・福井公共職業安定所
・福井県

・福井労働局

職場説 れいなん福祉就職フェ 令和元年6月16日（日）
明・面接 アin敦賀
13:00～15:30
会

敦賀市福祉総合センター あ 嶺南福祉人材バンク無 http://www.f-shakyo.or.jp
・求人事業所との個別面談
いあいプラザ（敦賀市東洋町 料職業紹介所 TEL
・福祉の仕事･資格相談コーナー
4-1）
0770-52-7833
・ハローワーク相談コーナー

社会福祉法人他

・ハローワーク敦賀
・福井県

・福井県看護協会
・福井労働局
・ハローワーク小浜

岐阜県

職場説 福祉の仕事就職県外ミ 令和元年6月20日（木）
明・面接 ニフェア
13:30～16:00
会

日本福祉大学 美浜キャンパ
ス
（愛知県知多郡美浜町 奥田
会下前35-6)

社会福祉法人ほか（予定） 岐阜県
日本福祉大学

厚生労働省

静岡県

職場説 2019年度SHIZUOKA福 ①令和元年6月9日(日)
明・面接 祉の就職＆進学フェア 13:00～16:00
会
②令和元年6月15日(土)
13:00～16:00
③令和元年6月23日（日）
13:00～16:30

①ﾌﾟﾗｻ ｳﾞｪﾙﾃﾞ（沼津市大手 静岡県社会福祉人材セ http://www.shizuoka-wel.jp/
・事業所担当者との相談会
町1-1-4）
ンター
・各種相談コーナー
②ｱｸﾄｼﾃｨ浜松（浜松市板屋 054-271-2110
・福祉養成校情報コーナー
町111-1）
・福祉に関する催し
③ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ（静岡市駿河区東
静岡2-3-1）

社会福祉法人、医療法人
ほか

厚生労働省

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 出張福祉職場相談会 令和元年6月18日（火）
松市
明会
in総合産業展示館・北 9:30～11:30
館

総合産業展示館・北館
浜松市東区流通元町20-2
3階6号室

浜松福祉人材バンク
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 福祉職場説明会
松市
明会

令和元年6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 福祉職場説明会
松市
明会

令和元年6月21日（金）
9:00～11:30

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 福祉職場説明会
松市
明会

令和元年6月27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

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
052-212-5519
052-212-5520

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

社会福祉法人、医療法人
ほか

静岡県・浜 職場説 福祉職場説明会
松市
明会

愛知県

令和元年6月13日（木）
9:30～11:30

職場説 福祉・介護の就職総合 令和元年6月23日(日)
明会
フェア
13:00～16:00

岐阜県社会福祉協議会
福祉人材総合支援セン
ター
058-276-2510

福祉事業所と学生による座説会
合同面接会

・職場説明会
・相談コーナー
・求職登録コーナー

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）

全国社会福祉協議会

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

令和元度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

愛知県

職場説 福祉・介護の就職総合 令和元年6月29日(土)
明会
フェア
13:00～16:00

ウインクあいち
愛知県福祉人材セン
(愛知県名古屋市中村区名駅 ター
４丁目４−３８)
052-212-5519
052-212-5520

滋賀県

職場説 カイゴとフクシ就職フェ ①令和元年6月1日(土)
明会
アinしが
12:30～16:30
②令和元年6月16日(日)
12:30～16:30

①ビバシティ彦根
(彦根市竹ヶ鼻町43-1)
②コラボしが21
(大津市打出浜2-1)

滋賀県介護・福祉人材 人材センターHPhttps://fukushi.shiga.jp/
・出展法人リレープレゼン
フェア特設サイトhttps://fair.fukushi.shiga.jp/
社会福祉法人、医療法人
センター
・法人説明会(ブースごと)
ほか
077-567-3925
・相談コーナー

大阪府

職場説明・面接会
介護のしごと就職相談 令和元年6月19日（水）
会＆面接会
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 http://www.osakafus ①出展法人面接ブース
ター
yakyo.or.jp/fcenter/ ②福祉のお仕事相談コーナー
06-6762-9006
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、 大阪労働局、ハローワーク堺、大阪市
株式会社 ほか

大阪府総合労働事務所（協力）

兵庫県

職場説 令和元年度 第1回福 令和元年6月29日（土）
明会
祉の就職総合フェア in 13:00～17:00
HYOGO

神戸国際展示場3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）

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
兵庫労働局

令和元年6月15日（土）
13:00～16:00

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 http://www.wakayam ・就職セミナー
会 和歌山県福祉人材 akenshakyo.or.jp
・個別面談会
センター
・相談コーナー
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）

令和元年6月1日（土）
12:00～15:00

くにびきメッセ
（松江市学園南1-2-1）

島根県福祉人材セン
ター
0852-32-5957

https://www.shimane ・福祉のプロフェッショナルトークセッション
-fjc.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
島根県保育協議会
島根県労働者福祉協議会
島根県シルバー人材センター連合会
島根県老人福祉施設協議会
しまね小規模ケア連絡会
島根県救護施設協議会
島根県身体障害者施設協会
島根県母子生活支援施設運営協議会
島根県社会福祉法人経営者協議会
島根総合福祉専門学校
島根県立大学短期大学部
山陰中央専門大学校
トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校
出雲コアカレッジ、六日市医療技術専門学校
松江総合医療専門学校、出雲医療看護専門学校
島根リハビリテーション学院
松江市、出雲市、浜田市、山陰中央新報社

https://www.shimane ・就職ガイダンス
-fjc.com/
・保育所と学生の相談コーナー

社会福祉法人等設置の保 （本センターとともに主催）島根県
育園

なし

社会福祉法人、医療法人
ほか

山口公共職業安定所
山口しごとセンター

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
（一財）山口県保育協会

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
営利法人ほか
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

和歌山県 職場説 令和元年度第1回福
明会
祉・介護・保育の就職
フェアわかやま

島根県

職場説 福祉・保育の就職フェ
明会
アしまね

島根県

職場説 令和元年度県外保育 令和元年6月19日（水）
明会
士養成校における学生 12:50～16:00
と県内保育所との就職
相談会

山口短期大学
島根県福祉人材セン
(山口県山口市吉田1677-1) ター
0852-32-5957

山口県

職場説 令和元年度（2019年
令和元年6月29日（土）
明・面接 度）福祉のしごと・保育 12:30～15:30
会
のしごと就職フェア

ホテル かめ福
（山口市湯田温泉４－５）

香川県

職場説 福祉のしごとサポート
明会
フェア
-丸亀会場-

オークラホテル丸亀
香川県福祉人材セン
(丸亀市富士見町3－3－50) ター
087-833-0250

令和元年6月25日（火）
13:00～15:00

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

http//www.hyogowel.or.jp

山口県社会福祉協議会
山口県福祉人材セン
http://yamaguchiター
fjc.jp/
083-922-6200

・職場説明会
・相談コーナー
・求職登録コーナー

・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

（合同面談会）
各福祉施設・事業所・保育所
（相談コーナー）
山口公共職業安定所
山口県福祉人材センター
山口しごとセンター

http://www.kagawake ・求人コーナー
n-shakyo.or.jp
・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
ほか

全国社会福祉協議会

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

滋賀県

令和元度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

愛媛県

職場説 福祉就職セミナー2019 令和元年6月2日（日）
明会
（福祉の就職総合フェ 11:00～16:30
ア2019）＆福祉・介護
のジョブフェス2019

松山市総合コミュニティセン
ター「企画展示ホール」

長崎

職場説 令和元年度 福祉・介 令和元年6月15日（土）
明・面接 護の就職合同面談会 13:00～16:00
会
《夏》

熊本県

職場説 保育士就職面談会
明・面接 2019
会

熊本県

愛媛県福祉人材セン
ター
089-921-5344

http://www.11294.ne ・求人事業所面談コーナー
t/
・福祉人材センター登録受付コーナー
・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
・福祉のお仕事説明会
・履歴書写真撮影等

社会福祉法人、医療法人、 全国社会福祉協議会
営利法人ほか

・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）

長崎県総合福祉センター 5 長崎県社会福祉協議会 http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp
・合同面談会
階大会議室
福祉人材研修センター
・各種相談コーナー
（長崎市茂里町3-24）
095-846-8656

長崎県内で福祉施設・事業 長崎公共職業安定所
所を運営する法人

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
長崎県ひとり親家庭等自立促進センター
ながさき生涯現役応援センター

令和元年6月23日（日）
13:30～15:30

KKRホテル熊本
（熊本市中央区千葉城町331）

熊本県福祉人材・研修 http://www.fukushi- ・合同面談会
センター
kumamoto.or.jp
096-322-8077

社会福祉法人、株式会社
等

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会
一般社団法人熊本市保育園連盟

職場説 福祉・介護人材合同面 令和元年6月30日（日）
明・面接 談会2019
14:00～16:00
会

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 http://www.fukushi- ・職場説明会
センター
kumamoto.or.jp
（プレゼンテーション）
096-322-8077
・合同面談会
・相談コーナー

社会福祉法人、医療法人、 熊本労働局
株式会社 等
熊本公共職業安定所

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

令和元度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

【7月】
都道府県 種類
名

名称

開催日時

会場

問合せ先

ホームページURL

主な内容

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

http://www.aosyakyo.or.jp
個別面談・相談会

求人ブースを設置する法人の種 共催団体
類

後援団体

社会福祉法人
医療法人
株式会社等

公益社団法人青森県老人福祉協会
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

青森県

職場説 令和元年度「第1回 福 令和元年7月3日(水)
明会
祉の仕事相談フェア」 10：00～13：00

駅前スクウェア
(青森市新町1丁目3番7号)

岩手県

職場説 第1回 介護・保育・福 令和元年7月27日（土）
明会
祉の就職相談会
11：45～15：00

ふれあいランド岩手 体育館 岩手県社会福祉協議会 http://www.iwate（盛岡市三本柳8-1-3）
福祉人材研修部
shakyo.or.jp/jinzai/inde
（岩手県福祉人材セン x.html
ター）
019-637-4522（代表）

秋田県

職場説 第1回ふくしのしごと総 令和元年7月21日（日）
明・面接 合フェアin秋田
10:30～15：30
会

秋田ビューホテル
（秋田市中通2-6-1）

秋田県福祉保健人材・ http://www.akitakensha ・求人事業所との個別面談コーナー
研修センター
kyo.or.jp/
・求職相談コーナー
018-864-2880
http://kaigo.akitakensh ・資格取得情報コーナー
akyo.or.jp/
・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

福島県

職場説 福祉の職場合同就職
明会
説明会

令和元年7月7日（日）
12:30～16:00

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
024-521-5662

https://f-fjc.com/

・就職体験談
社会福祉法人、医療法人ほか
・施設・事業所PR
・施設面談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・介護労働安定センター相談コーナー
・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 福祉の職場合同就職
明会
説明会

令和元年7月15日（月）
12:30～16:00

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
024-521-5662

https://f-fjc.com/

・就職体験談
社会福祉法人、医療法人ほか
・施設・事業所PR
・施設面談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・介護労働安定センター相談コーナー
・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 福祉の職場合同就職
明会
説明会

令和元年7月21日（日）
12:30～16:00

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
024-521-5662

https://f-fjc.com/

・就職体験談
社会福祉法人、医療法人ほか
・施設・事業所PR
・施設面談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・介護労働安定センター相談コーナー
・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 福祉の職場合同就職
明会
説明会

令和元年7月27日（土）
12:30～16:00

いわき産業創造館（LATOV) 福島県福祉人材セン
（いわき市平字田町120）
ター
024-521-5662

https://f-fjc.com/

・就職体験談
社会福祉法人、医療法人ほか
・施設・事業所PR
・施設面談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・介護労働安定センター相談コーナー
・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 福祉のお仕事就職フェ 令和元年7月13日（土）
明・面接 ア2019・夏
12:30～16:00
会

とちぎ福祉プラザ
（宇都宮市若草1-10-6）

栃木県福祉人材・研修 http://www.tochigikens ・職場説明会
センター
hakyo.jp/
・合同面接会
028-643-5622
・相談コーナー

社会福祉法人、医療法人ほか

栃木県

栃木県

職場説 保育のお仕事就職フェ 令和元年7月14日（日）
明・面接 ア2019・夏
10:30～15:00
会

とちぎ福祉プラザ
（宇都宮市若草1-10-6）

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

社会福祉法人、医療法人ほか

栃木県

【福祉の就職総合フェア】
社会福祉法人、医療法人、NPO
○福祉施設・事業所PRタイム
法人、株式会社、有限会社ほか
○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

社会福祉法人、医療法人ほか

岩手県

厚生労働省
岩手労働局
全国社会福祉協議会

全国社会福祉協議会
秋田労働局
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

令和元度

群馬県

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

面接会 福祉ハートフルフェア２ 令和元年7月20日（土）
０１９
13:00～16:00
（福祉人材確保就職相
談会）

群馬県／ 職場説 福祉のお仕事相談会
太田市 明会

令和元年7月27日（土）
13:00～15:00

群馬県農協ビル
群馬県福祉マンパワー http://www.g-shakyo.or.jp
・合同面接会
（前橋市亀里町１３１０番地） センター027-255-6600
・福祉の仕事相談コーナー

社会福祉法人、医療法人ほか

太田市社会教育総合セン
ター
（太田市熊野町23-19)

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

・群馬労働局
・群馬県
・公共職業安定所
・介護労働安定センター群馬支所

埼玉県

職場説 福祉の仕事 地域就職 令和元年7月8日（月）
明・面接 相談会（密着型）久喜 12:00～15:00
会
会場

久喜市総合文化会館
埼玉福祉人材センター http://jinzai.fukushi-saitama.or.jp/
・事業所との面談コーナー
（埼玉県久喜市下早見140番 048-833-8033
・相談コーナー
地）
・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 埼玉県、社会福祉法人久喜市社会福祉協議
非営利活動法人、株式会社ほか 会

埼玉県

職場説 福祉の仕事 地域就職 令和元年7月21日（日）
明・面接 相談会（密着型）飯能 12:00～15:00
会
会場

飯能市市民活動センター
（飯能市栄町24-4）

埼玉福祉人材センター http://jinzai.fukushi048-833-8033
saitama.or.jp/

社会福祉法人 医療法人、特定 埼玉県、社会福祉法人飯能市社会福祉協議
非営利活動法人、株式会社ほか 会

東京都

職場説 地域密着面接会
明・面接
会

令和元年7月6日（土）
11:00～16:00

としまセンタースクエア 1階
（豊島区南池袋2-45-1）

豊島区民社協
03-3981-2930

新潟県

職場説 福祉のしごと就職フェ
明・面接 アin新潟
会

令和元年7月7日(日)
14:30～16:00

ラマダホテル新潟
新潟県社会福祉協議会 http://www.fukushiniiga ・法人・事業所ブース
(新潟市中央区弁天1丁目2番 新潟県福祉人材セン
ta.or.jp/
・福祉人材センターブース
4号)
ター
025-281-5523

社会福祉法人、医療法人、株式
会社等

富山県

職場説 2019年度 福祉のお仕 令和元年7月20日（土）
明会
事フェアinTOYAMA
12:30～15:30
（福祉・介護）

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 https://www.toyama富山県健康・福祉人材 shakyo.or.jp/jinzai/
センター
076-432-6156

社会福祉法人、医療法人、
NPO法人、株式会社 等

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 2019年度 福祉のお仕 令和元年7月21日（日）
明会
事フェアinTOYAMA
12:30～15:30
（児童・保育）

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 https://www.toyama-shakyo.or.jp/jinzai/
・我が事業所紹介
富山県健康・福祉人材
・事業所選びのポイント紹介
センター
・面談コーナー
076-432-6156
・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 等

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 福祉・介護の就職フェ
明会
ア

令和元年7月21日（日）
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 http://www.iskチングサポートセンター shakyo.or.jp
076-234-1151

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
介護職の相談、図書展示コーナー

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

石川県

職場説 福祉・介護の就職フェ
明会
ア

令和元年7月28日（日）
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 http://www.iskチングサポートセンター shakyo.or.jp
076-234-1151

1合同就職面談会
(1)求人施設面談コーナー
(3)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

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

・事業所との面談コーナー
・相談コーナー
・オリエンテーション、就職支援講座

http://www.tcsw.tvac.o ・相談・面接会
r.jp/jinzai/
・相談コーナー
・お仕事ガイダンス
・出展法人ＰＲ会

・我が事業所紹介
・事業所選びのポイント紹介
・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

【主催】豊島区、東京都高齢者福祉施設協議
会豊島区施設長会、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
【共催】ハローワーク池袋

厚生労働省
全国社会福祉協議会
ハローワーク新潟
新潟市社会福祉協議会

令和元度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

静岡県・浜 職場説 福祉職場説明会
松市
明会

令和元年7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

静岡県・浜 職場説 福祉職場説明会
松市
明会

令和元年7月18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

静岡県・浜 職場説 出張福祉職場相談会
松市
明会
inプレ葉ウォーク浜北

令和元年7月20日（土）
13:30～16:00

プレ葉ウォーク浜北
浜松福祉人材バンク
(浜松市浜北区貴布祢1200) 053-458-9205
プレ葉ホールA・B

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所、
社会福祉法人、医療法人、など

・ハローワーク浜松
・ハローワーク浜北
・静岡県社会福祉人材センター

静岡県・浜 職場説 福祉職場説明会
松市
明会

令和元年7月25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

静岡県・浜 職場説 福祉職場説明会
松市
明会

令和元年7月26日（金）
9:00～11:30

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

三重県

職場説 第１回福祉・保育・看護 令和元年7月21日（日）
明会
の就職フェア
13:00～15:30

メッセウィングみえ
（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

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

職場説明会
各種相談コーナー

社会福祉法人、医療法人
株式会社、NPO等

三重県
三重県私立保育連盟
公益社団法人三重県看護協会

滋賀県

職場説 カイゴとフクシ就職フェ ①令和元年7月6日(土)
明会
アinしが
12：30～16：30
②令和元年7月7日(日)
12：30～16：30

コラボしが21
(大津市打出浜2-1)

滋賀県介護・福祉人材 人材センターHPhttps://fukushi.shiga.jp/
・出展法人リレープレゼン
フェア特設サイトhttps://fair.fukushi.shiga.jp/
社会福祉法人、医療法人 ほか
センター
・法人説明会(ブースごと)
077-567-3925
・相談コーナー

大阪府

職場説 合同求人説明会「福祉 令和元年7月20日（土）
明会
の就職総合フェア2019 12:00～16:00
in OSAKA」
（セミナー10:00～12:00）

インテックス大阪 ２号館
大阪福祉人材支援セン http://www.osakafusya ①個別面談コーナー
（セミナー：国際会議ホール） ター
kyo.or.jp/fcenter/
②法人案内誌の配布
06-6762-9006
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、株式
会社ほか

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

奈良県

職場説 福祉のおしごとフェア
明会
2019

奈良ロイヤルホテル
（奈良市法華寺町254-1）

社会福祉法人、医療法人ほか

全国社会福祉協議会

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

社会福祉法人、医療法人、NPO
法人、株式会社、有限会社ほか

全国社会福祉協議会
和歌山県

厚生労働省
湯浅公共職業安定所
有田川町、有田川町社会福祉協議会
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）

令和元年7月14日（日）
10:30～16:30

和歌山県 職場説 令和元年度第1回福祉 令和元年7月10日（水）
明会
のしごと就職相談会in 15:00～16:30
ありだがわ（仮称）

奈良県福祉人材セン
ター
0744-29-0160

http://www.nara-shakyo.jp
・就職セミナー
・事業所との面談コーナー
・福祉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・就職活動メイク体験
・履歴書写真撮影会

有田川町地域交流センター 和歌山県社会福祉協議 http://www.wakayamak ・個別面談会
ALEC
会 和歌山県福祉人材 enshakyo.or.jp
・相談コーナー
(有田郡有田川町下津野704) センター
073-435-5211

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

令和元度

職場説明会・合同面接会

6～7月開催予定

島根県

職場説 令和元年度県外保育 令和元年7月3日（水）
明会
士養成校における学生 15:00～17:10
と県内保育所との就職
相談会

倉吉体育文化会館
(鳥取県倉吉市山根529-2)

島根県福祉人材セン
ター
0852-32-5957

https://www.shimane- ・就職ガイダンス
fjc.com/
・保育所と学生の相談コーナー

社会福祉法人等設置の保育園

（本センターとともに主催）島根県

なし

島根県

職場説 令和元年度県外保育 令和元年7月3日（水）
明会
士養成校における学生 14:45～16:15
と県内保育所との就職
相談会

広島文化学園大学
(広島県呉市1-1-1 )

島根県福祉人材セン
ター
0852-32-5957

https://www.shimane- ・就職ガイダンス
fjc.com/
・保育所と学生の相談コーナー

社会福祉法人等設置の保育園

（本センターとともに主催）島根県

なし

島根県

職場説 令和元年度県外保育 令和元年7月11日（木）
明会
士養成校における学生 16:00～17:30
と県内保育所との就職
相談会

美作大学
(岡山県津山市北園町50)

島根県福祉人材セン
ター
0852-32-5957

https://www.shimane- ・就職ガイダンス
fjc.com/
・保育所と学生の相談コーナー

社会福祉法人等設置の保育園

（本センターとともに主催）島根県

なし

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

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
※セミナー開催（内容未定）

･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

http://www.kagawaken- ・福祉の職場説明会プレゼンテーション
shakyo.or.jp
・求人コーナー
・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

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

社会福祉法人、医療法人、株式
会社、ＮＰＯ法人 ほか

・ハローワーク高知 （高知公共職業安定所） 高知市
・高知県ナースセンター （公益社団法人高知 各テレビ放送局
県看護協会）
高知新聞社
医療福祉専門職要請校 など

社会福祉法人、医療法人ほか

佐賀県
佐賀公共職業安定所(ハローワーク佐賀)
佐賀新卒者等就職応援本部

広島県／ 職場説 くれ福祉の職場説明会 令和元年7月27日（土）
呉市
明会
13:30～15:30

香川県

職場説 福祉の職場説明会
令和元年7月24日（水）
明会
－福祉の就職総合フェ 10:00～16:00
ア2019ー

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

高知県

職場説 ふくし総合フェア（仮）
明会
上記新設イベントのコ
ンテンツの一つとして
2019年度第１回ふくし
総合フェアを開催

高知ぢばさんセンター
（高知市布師田3992-2）

高知県社会福祉協議会 http://www.fukushi088-844-3511
jinzai.com/

佐賀県

令和元年7月12日（金）
13:30～17:00
令和元年7月13日（土）
10：00～17：00
令和元年7月14日（日）
10：00～15：00
※3日間開催

職場説 FUKUSHI就職フェア
令和元年7月10日(水）
明・面接 inSAGA
13:00～15:30
会
－2019年度 第1回福
祉マンパワー合同就職
面談会－

その他コンテンツについ
ては、高知県及び高知
ふくし機器展実行委員
会2019事務局まで。

佐賀県総合体育館大競技場 佐賀県福祉人材･研修
(佐賀市日の出1-21-15）
センター0952－28－
3406

就職フェアブースのコーナーについて
・求人コーナー
・資料コーナー
・就職サポートコーナー
・特設ステージ
など

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

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

