令和元年度「介護の日」関連イベント一覧

（10/29時点 都道府県福祉人材センター把握分）

都道府県
イベント名
イベントの概要
開催期日
北海道
介護のしごとトークイベ ・トークイベント（介護のしごとトークショー、介護のしごと魅力トー 令和元年
ント
クセッション、展示体験コーナー）
①11月2日(土)11:00～
16:30
②11月9日(土)11:00～
16:30
③11月10日(日)11:00
～16:30
④11月11日(月)11:00
～16:30

会場
主催（・共催）
①釧路市 イオンモール 北海道
釧路昭和
※委託事業者 株式会社
②函館市 函館 蔦屋書 電通北海道
店
③札幌市 イオンモール
札幌苗穂
④苫小牧市 イオンモー
ル苫小牧

問い合わせ先
URL
北海道保健福祉部福 https://kitanokai
祉局地域福祉課福祉 go.net/
人材グループ
TEL： 011-204-5268
（直通）

北海道

介護のしごとバスツアー ・バスツアー（各エリア 市内近郊2ヵ所の介護事業所を訪問。介
護事業所内の見学と業務の説明・体験・交流）

令和元年
①10月5日(土)9:00～
釧路駅
②10月19日(土) 9:00
～ 函館駅
③10月26日(土)9:00～
苫小牧駅
④11月27日(水)9:00～
札幌駅

【集合場所】
①釧路駅
②函館駅
③苫小牧駅
④札幌駅

北海道
※委託事業者 株式会社
電通北海道

介護のしごと バスツ https://kitanokai
アー運営事務局（ブロ go.net/
ス株式会社内）
TEL： 011-242-7575

北海道

介護・看護就職デイ

令和元年11月6日(水) 札幌パークホテル
13：00～16：00
地下2階パークプラザ

厚生労働省北海道労働
局、札幌・札幌東・札幌北
公共職業安定所

ハローワーク札幌 人
材確保対策コーナー
TEL： 011-562-0101
（34＃）

青森県

青森県新介護職員応援 ○知事からの応援メッセージ
令和元年11月6日(水) 青森国際ホテル 本館3 青森県
イベント
・メッセージカード交付
13：00～16：00
階 萬葉の間
・写真撮影
（青森県 青森市 新町1○講演＆ワーク『自分の強みを活かして「笑顔」と「生きがい」を生
6-18）
み出す技術』

青森県

あおもり介護の魅力発
信
フェスティバル2019
KAI♡GOフェス

○ステージイベント
・キッズ＆シニア思ひ出ファッションショーほか
○フロアイベント
・車いすでサンロードツアーほか

令和元年11月17日(日) サンロード青森 １階 サ 公益社団法人青森県老人 公益社団法人青森県 http://www.aom
ori-roukyo.or.jp/
12：00～14：00
ンホール
福祉協会
老人福祉協会
（青森県青森市緑3丁目
TEL017-731-3755
9-2）

青森県

介護♡フェスタ
介護福祉の魅力発信
啓発・体験型イベント

○トークセッション
○福祉○×クイズ大会
○介護福祉機器・用品体験・相談コーナー

令和元年11月2日(土) ELM(エルムの街)本館２ 弘前医療福祉大学短期大 弘前医療福祉大学短 http://www.hiros
akiuhw.jp/
10：00～16：00
階エルムホール
学部
期大学部
（青森県五所川原市大字
TEL0172-27-1001
唐笠柳字藤巻517-1）

・介護・看護人材合同面接会
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https://jsite.mhl
w.go.jp/hokkaido
hellowork/list/sa
pporo/shisetsu/
seityoubunya/_1
19771_00003.ht
ml

公益社団法人青森県 http://www.aom
ori-roukyo.or.jp/
老人福祉協会
TEL017-731-3755

都道府県
イベント名
青森県
介護♡フェスタ
介護福祉の魅力発信
啓発・体験型イベント

イベントの概要
○トークセッション
○福祉○×クイズ大会
○介護福祉機器・用品体験・相談コーナー

開催期日
令和元年11月9日(土）
令和元年11月10日
(日）
10：00～16：00

会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
イオンタウン弘前樋の口 弘前医療福祉大学短期大 弘前医療福祉大学短 http://www.hiros
akiuhw.jp/
ライトオン前特設会場
学部
期大学部
（青森県弘前市大字樋の
TEL0172-27-1001
口2-9-6）

令和元年11月16日
(土）
令和元年11月17日
(日）
10：00～16：00

マエダ ガーラモール１ 弘前医療福祉大学短期大 弘前医療福祉大学短 http://www.hiros
akiuhw.jp/
階 特設会場
学部
期大学部
（青森県青森市三好2丁
TEL0172-27-1001
目3-19）

青森県

介護♡フェスタ
介護福祉の魅力発信
啓発・体験型イベント

○トークセッション
○福祉○×クイズ大会
○介護福祉機器・用品体験・相談コーナー

岩手県

介護の日フェスタ

・「介護の日」クリアファイルの配布・バルーンアート作成実演、配 令和元年11月10日(日) イオンモール盛岡南
布
10：00～16：00
（盛岡市本宮7-1-1）
・介助犬 ぼくたちのお仕事コーナー
・介護のこと、福祉・介護のお仕事相談コーナー
・高齢者疑似体験コーナー
・福祉用具＆介護機器展示コーナー
・「かいごふくしの作文コンクール」入賞作品展示

宮城県

福祉のしごと面談会ｉｎ
塩釜

宮城県

一般社団法人岩手県介護
福祉士会（共催：岩手県介
護福祉士養成施設協会、
一般社団法人岩手県社会
福祉士会、岩手県介護支
援専門員協会）

一般社団法人岩手県 http://www.iwat
介護福祉士会事務局 e-shakyo.or.jp/
（社会福祉法人岩手県
社会福祉協議会 福
祉人材研修部内）
TEL：019-637-4527

・福祉施設就職相談
・看護協会相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー

令和元年11月5日(火) 宮城県職業能力開発促 ハローワーク塩釜 ・ 宮城
13：00～15：00
進センター
県社会福祉協議会 （宮城
県福祉人材センター）
（・公益社団法人宮城県看
護協会）

http://www.miya
ハローワーク塩釜
gi-sfk.net/job
Ｔｅｌ 022- 362- 3361
宮城県福祉人材セン
ター
Tel 022－262－9777

福祉のしごと面談会ｉｎ
大崎

・福祉施設就職相談
・看護協会相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー

令和元年11月6日(水) 大崎市古川保健福祉プ ハローワーク古川・宮城県
13：00～15：00
ラザ（ｆプラザ）
社会福祉協議会 （宮城県
福祉人材センター）
（・公益社団法人宮城県看
護協会）

http://www.miya
ハローワーク古川
Ｔｅｌ 0229－22－2305 gi-sfk.net/job
宮城県福祉人材セン
ター
Tel 022－262－9777

宮城県

福祉のしごと面談会ｉｎ
石巻

・福祉施設就職相談
・看護協会相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー

令和元年11月8日(金) 石巻市総合体育館
13：00～15：00

ハローワーク石巻・宮城県
社会福祉協議会 （宮城県
福祉人材センター）
（・公益社団法人宮城県看
護協会）

http://www.miya
ハローワーク石巻
Tel 0225－95－0158 gi-sfk.net/job
宮城県福祉人材セン
ター
Tel 022－262－9777

宮城県

福祉のしごと面談会ｉｎ
大河原

・福祉施設就職相談
・看護協会相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー

令和元年11月14日(木) 大河原町駅前コミュニ
13：30～15：30
ティセンターオーガ

ハローワーク大河原・ハ
ローワーク白石・宮城県社
会福祉協議会 （宮城県福
祉人材センター）
（・公益社団法人宮城県看
護協会）

ハローワーク大河原 http://www.miya
Tel 0224－53－1042 gi-sfk.net/job
宮城県福祉人材セン
ター
Tel 022－262－9777

宮城県

福祉のしごと面談会ｉｎ
気仙沼

・福祉施設就職相談
・看護協会相談コーナー
・ハローワーク相談コーナー
・福祉人材センター相談コーナー

令和元年11月19日(火) ハロ－ワーク気仙沼
13：30～15：00

ハローワーク気仙沼・宮城
県社会福祉協議会（宮城
県福祉人材センター）
（・公益社団法人宮城県看
護協会）

ハローワーク気仙沼 http://www.miya
Tel 0226－24－1716 gi-sfk.net/job
宮城県福祉人材セン
ター
Tel 022－262－9777
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都道府県
イベント名
イベントの概要
宮城県
介護のおしごとツアー相 ・社会福祉法人2ヶ所の施設を3か所見学する
談会
・その後希望者はハローワーク仙台で個別総談

開催期日
会場
令和元年11月13日(水) ハローワーク仙台
13：00～16：10
（他見学先2法人）

県内外の24事業社の出展によるロボット展、「介護サービス事業 令和元年11月11日(月) 秋田ビューホテル
所認証評価制度」の認証法人による「介護のお仕事相談会」の実 13：00～16：00
4階 飛翔の間
施。
秋田市中通2-6-1

主催（・共催）
問い合わせ先
ハローワーク仙台・人材総 ハローワーク仙台
合支援コーナー
Tel 022－299－8820
宮城県福祉人材センター 宮城県福祉人材セン
ター
Tel 022－262－9777

秋田県

2019ＡＫＩＴＡ 介護ロ
ボット展

山形県

福祉のしごとフェア2019 就職面談会の他、介護の仕事の魅力を伝えるトークショーや福祉 令和元年11月6日(水) 山形国際交流プラザ「山 【主催】
山形県福祉人材セン https://www.ym
gt-shakyo.info/
介護就職デイ就職面談 の仕事写真展、介護食体験コーナー、福祉機器展示体験コー
12:30～16:00
形ビッグウイング」（山形 ・山形労働局、ハローワー ター
会
ナー、ふれあいマーケット等を開催
市平久保100）
クやまがた、むらやま、さ 電話023-633-7739
がえ
ハローワークやまがた
・山形県
電話023-684-1521
・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

福祉のしごと就職フェア 就職面談会の他、介護の仕事の魅力を伝えるトークショーを開催 令和元年11月8日(金) グランドホクヨウ米沢（米 【主催】
山形県福祉人材セン
米沢
12:30～15:30
沢市金池2丁目3-7）
・山形県福祉人材センター ター
就職面接会
・ハローワーク米沢
電話023-633-7739
・山形労働局
ハローワーク米沢
・介護労働安定センター山 電話0238-22-8155
形支所
【共催】
山形県ナースセンター

https://www.ym
gt-shakyo.info/

山形県

福祉のしごとフェアin新 就職面談会の他、介護の仕事の魅力を伝えるトークショーや介護 令和元年11月20日(水) ハローワーク新庄（新庄 【主催】
庄 就職面談会
食体験コーナー、認知症カフェ、ふれあいマーケット等を開催
13:30～16:00
市東谷地田町6-4新庄合 ・山形県福祉人材センター
同庁舎内）
・ハローワーク新庄
【共催】
もがみ介護人材確保促進
ネットワーク協議会・公益
財団法人介護労働安定セ
ンター山形支所
公益社団法人山形県看護
協会・山形県ナースセン
ター

山形県福祉人材セン
ター
電話023-633-7739
ハローワーク新庄
電話0233-22-8609

https://www.ym
gt-shakyo.info/

福島県

介護の日記念フォーラ
ム2019
介護セミナー

社会福祉法人福島県
社会福祉協議会 介
護実習・普及センター
TEL0243-23-8306
FAX0243-62-4633

http://www.fuku
shimakenshakyo.
or.jp/1000/1103
nihonnmatsu.htm

・映画上映「ピア～まちをつなぐもの～」（厚生労働省推薦）
・介護なんでも相談！…介護福祉士による実技アドバイス
・介護福祉士によるハンドケア体験
・福祉・介護のお仕事相談
・福祉機器・介護支援ロボットの体験

秋田県、秋田労働局

URL

令和元年11月30日(土) 福島県男女共生センター 主催：社会福祉法人福島
10：00～15：00
（二本松市郭内1丁目
県社会福祉協議会
196-1）
共催：一般社団法人福島
県介護福祉士会
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秋田県健康福祉部長 https://www.pre
f.akita.lg.jp/page
寿社会課
s/archive/45174
018-860-1363

都道府県
イベント名
イベントの概要
茨城県
いばらき介護フェス２０１ ・映画上映「ピア～まちをつなぐもの～」
９
・映画監督及び脚本家トークショー
・茨城県「介護の日」作文コンクール／老施協介護の日写真コン
クール表彰式

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
令和元年11月10日(日) ユナイテッド・シネマ水戸 茨城県老人福祉施設協議 茨城県老人福祉施設 http://www.jsiba
raki.jp
会
協議会
TEL：029-241-8529
FAX:029-241-4456

栃木県

第11回「介護の日」フェ ・カイゴ！キラキラ音楽祭2019
令和元年11月9日(土) 栃木県庁
栃木県・（一社）栃木県老 栃木県高齢対策課
スティバル in けんちょう ・老施協表彰式
10:00～15:00
（宇都宮市塙田1-1-20） 人福祉施設協議会
TEL 028-623-3147
・第１７回とちぎ福祉機器展（介護ロボット、福祉車両の展示・実演
【共催：（一社）日本福祉用 （一社）栃木県老人福
等）
具供給協会北関東支部栃 祉施設協議会
・宇都宮餃子などのご当地グルメ販売、園児等によるダンスの催
木県ブロック、（一社）栃木 TEL 028-666-1294
し
県医師会、（一社）栃木県
・各団体による体験、相談、PRコーナー
介護福祉士会、（公社）栃
木県看護協会、（一社）栃
木県言語聴覚士会、栃木
県高齢者福祉協会、（一
社）栃木県作業療法士会、
（一社）栃木県歯科医師
会、（福）栃木県社会福祉
協議会（福祉人材・研修セ
ンター）、（公財）栃木県ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材センター連合会、
（一社）栃木県薬剤師会、
栃木県有料老人ホーム連
絡協議会、（一社）栃木県
理学療法士会、（一財）栃
木県老人クラブ連合会、と
ちぎセルプセンター、（公
社）日本介護福祉士養成
施設協会栃木県支部、（公
社）認知症の人と家族の会
栃木県支部、（株）アール・
ティー・シー】

栃木県

はじめてみよう！介護 ・プレゼンテーション
のしごと就職説明会＆ ・面接会
面接会（宇都宮、那須
烏山、鹿沼、真岡、日光
地区合同）

令和元年11月7日(木) 栃木県青年会館
12:30～16:00
（コンセーレ）大ホール
（宇都宮市駒生町１－１
－６）

栃木県

介護就職デイ（佐野）

・合同就職面接会
・福祉のお仕事相談会

令和元年11月8日(金) 佐野市役所 １階 市民 ハローワーク佐野・佐野市 ハローワーク佐野
13：30～16：00
活動スペース
産業立市推進課
ＴＥＬ ０２８3-22-6260
（佐野市高砂町1）
佐野市産業立市推進
課
TEL 0283-20-3040

栃木県

介護就職デイ（矢板）

・合同就職面接会
・福祉のお仕事相談会

令和元年11月5日(火) ハローワーク矢板 会議 ハローワーク矢板
13：30～16：00
室
（矢板市末広町3-2）
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ハローワーク宇都宮・那須 ハローワーク宇都宮
烏山・鹿沼・真岡・日光、
TEL 028-638-0369
（公財）介護労働安定セン
ター、（福）栃木県社会福
祉協議会（福祉人材・研修
センター）

ハローワーク矢板
ＴＥＬ ０２８７-４３-０１
２１

http://www.pref.
tochigi.lg.jp/e03/
kouhou/2019110
9kaigonohi.html

都道府県
イベント名
栃木県
介護就職デイ（小山）

イベントの概要
・合同就職面接会
・福祉のお仕事相談会

開催期日
会場
主催（・共催）
令和元年11月8日(金) ハローワーク小山 会議 ハローワーク小山
10：00～16：00
室
（雄山氏喜沢1475 おや
まゆうえんハーヴェスト
ウォーク内）

問い合わせ先
ハローワーク小山
職業相談部門
TEL 0285-22-1524

栃木県

介護就職デイ（黒磯）

・合同就職面接会
・福祉のお仕事相談会

令和元年11月12日(火) ハローワーク黒磯
ハローワーク黒磯
9：00～12：00
（那須塩原市共墾社1191）

ハローワーク黒磯
TEL 0287-62-0144

栃木県

介護就職デイ（黒磯）

・合同就職面接会
・福祉のお仕事相談会

令和元年11月26日(火) ハローワーク黒磯
ハローワーク黒磯
9：00～12：00
（那須塩原市共墾社1191）

ハローワーク黒磯
TEL 0287-62-0144

栃木県

介護就職デイ（足利）

・合同就職面接会
・福祉のお仕事相談会

令和元年11月13日(水) 足利公共職業安定所
ハローワーク足利
13：30～16：00
会議室
（足利市丸山町688-14）

ハローワーク足利
TEL 0284-41-3178

栃木県

介護就職デイ（大田原） ・合同就職面接会
・福祉のお仕事相談会

令和元年11月18日(月) 大田原公共職業安定所 ハローワーク大田原
13：00～16：00
会議室
（大田原市紫塚1-14-2）

大田原公共職業安定
所 職業相談部門
TEL 0287-22-2268

群馬県

ぐんま介護フェス２０１９ ・ステージイベント
・体験型イベントコーナー
・介護のお仕事紹介コーナー
・介護なんでも相談コーナー

令和元年11月10日(日) イオンモール高崎
群馬県
10:00～17:00
群馬県高崎市棟高町１４
００番地

群馬県健康福祉部介 －
護高齢課
027-226-2565

埼玉県

介護の学校 in 埼玉
2019

令和元年11月2日（土） 文京学院大学ふじみ野
9:50～16:35
キャンパス
（ふじみ野市亀久保
1196）

埼玉県

介護就職デイ ミニ面接 面接会（人材センター 相談ブース対応）
会

令和元年11月6日（水） ハローワーク春日部
ハローワーク春日部
14:00～16:00
別棟 雇用保険説明会
場
（春日部市下大増新田６
１－３）

ハローワーク春日部
職業相談第一部門
電話：048-736-7611

埼玉県

介護就職デイ 就職面
接会

令和元年11月8日（金） セミナー：埼玉県立職業 ハローワーク大宮
13:00～16:00
能力開発センター １階
セミナー室
面接会：埼玉県立職業能
力開発センター ３階視
聴覚室
（さいたま市北区櫛引町
2-499-11）

ハローワーク大宮
人材確保・就職支援
コーナー
電話：048-667-8609
（41＃）

・介護福祉に関する講座
・介護施設、介護機器等の紹介等

セミナー（人材センター・介護の魅力ＰＲ隊）、面接会（人材セン
ター 相談ブース対応）
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URL

埼玉県介護福祉士会
埼玉県介護福祉士養 https://peraichi.
com/landing_pag
埼玉県介護福祉士養成校 成校連絡協議会
es/view/kaigono
連絡協議会
メール：
saiyoukyou@urawa.ac.j gakko2019
p
（メールのみ）

都道府県
イベント名
イベントの概要
埼玉県
介護就職デイ ミニ面接 面接会（人材センター 相談ブース対応）
会

開催期日
令和元年11月11日
（月）
14：00～16：00

会場
ハローワーク行田
2階 会議室
（行田市長野943）

主催（・共催）
ハローワーク行田

問い合わせ先
ハローワーク行田
職業相談部門
電話：048-556-3151

埼玉県

介護就職デイ
セミナー（人材センター・介護の魅力ＰＲ隊）、面接会（人材セン
福祉の仕事就職面接会 ター・介護の魅力ＰＲ隊 相談ブース対応）

令和元年11月12日
（火）
12:00～16:00

ウェスタ川越
１階 多目的ホール
（川越市新宿町１－１７
－１７）

ハローワーク川越
埼玉県社会福祉協議会
川越市・坂戸市・鶴ヶ島
市、富士見市、ふじみ野市

ハローワーク川越
人材確保・就職支援
コーナー
電話：049-242-0197
（43♯）

埼玉県

介護就職デイ ミニ面接 面接会（人材センター 相談ブース対応）
会

令和元年11月13日
（水）
13:30～15:30

ハローワーク越谷
４階会議室
（越谷市東越谷１－５－
６）

ハローワーク越谷

ハローワーク越谷
紹介担当
電話：048-969－8609

埼玉県

介護就職デイ 就職面
接会

セミナー（人材センター）、面接会（人材センター・介護の魅力ＰＲ
隊 相談ブース対応）

令和元年11月15日
（金）
13:00～16:00

川口駅前市民ホール フ ハローワーク川口
レンディア
ハローワーク王子
（川口市川口１－１－１
キュポ・ラ本館棟４階）

ハローワーク川口
職業相談部門福祉人
材コーナー
電話：048-251-2901
（46＃）

埼玉県

介護就職デイ

面接会

令和元年11月15日
（金）
14:00～16:00

ハローワーク熊谷
セミナールーム
（熊谷市箱田5-6-2）

ハローワーク熊谷
埼玉県社会福祉協議会
埼玉県看護協会

ハローワーク熊谷
人材確保・就職支援
コーナー
電話：048-522-5656
（41♯）

千葉県

福祉の魅力つたえま
す！
「福祉人材確保・定着
フォーラム2019」

○トークショー
令和元年12月8日(日) イオンモール幕張新都心 千葉県社会福祉協議会
介護職員初任者研修の資格を所有しているお笑い芸人“レギュ 13:00～18:00
グランドコート
千葉県
ラー”等によるトークショー
○疑似体験会
高齢者疑似体験セットや車椅子、アイマスク・白杖等による身体
が不自由な方の体験
○ペーパークラフトコーナー
千葉県福祉人材センターマスコットキャラクターのペーパークラフ
ト体験
○千葉県福祉人材センター相談ブース
福祉のおしごとに関する相談を受付

千葉県福祉人材セン
ター
TEL043-222-1294

・有料介護サービス事業所表彰
・基調講演
・バリアフェスタコンサート
・関係団体ブース

神奈川県 介護フェア in かなが
わ

神奈川県 介護就職デイ「かわさき 就職面接会
介護就職面接会」
専門相談コーナー

令和元年11月2日(土) 新都市ホール
10：00～16：00

神奈川県

045-227--0812

令和元年11月13日(水) 川崎公共職業安定所
13:30～16:00

ハローワーク川崎

044-244-8609
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URL

http://www.pref.
kanagawa.jp/doc
s/n7j/cnt/f5351
24/

都道府県
イベント名
神奈川県 介護デー

イベントの概要
就職面接会
専門相談コーナー

開催期日
会場
令和元年11月11日(月) 藤沢公共職業安定所

主催（・共催）
ハローワーク藤沢

問い合わせ先
0466-23-8609

ハローワーク厚木

046-296-8609

神奈川県 介護就職デイ

就職面接会
専門相談コーナー

令和元年11月15日(金) 厚木公共職業安定所

神奈川県 介護就職面接会

就職面接会
専門相談コーナー

令和元年11月13日(水) 小田原公共職業安定所 ハローワーク小田原

0465-23-8609

神奈川県 介護就職デイ面接会

就職面接会
専門相談コーナー

令和元年11月27日(水) 横須賀商工会議所

046-824-8609

ハローワーク横須賀

新潟県

介護の日県民のつどい ・介護福祉士会による認知症サポーター養成講座、フットケア
(福祉・介護・健康フェア ・介護福祉士養成施設協会による介護の日ポスターコンテスト
2019と同時開催)
・各種団体による相談コーナー

令和元年11月17日(日) 新潟トキメッセ
新潟県介護福祉士会
025-281-5523
新潟市中央区万代島6-1 日本介護福祉士養成施設
協会関東信越ブロック新潟
県部会
新潟県社会福祉協議会

富山県

令和元年度「介護の日」
キャンペーン活動～い
い日、いい日 介護の
日inとやま2019～「介護
の日」フェスティバル

・ステージ発表
・福祉・介護の相談コーナー
・展示体験コーナー
・企業によるブース出展
・ふれあいコーナー

令和元年11月10日(日) 富山市まちなか賑わい 「介護の日」inとやま実行
10:30～15:00
広場「グランドプラザ」（富 委員会
山県富山市総曲輪三丁
目8番39号）

富山県

人材マッチングフェア

合同就職面接会

令和元年11月8日(金) 新川文化ホール （富山 富山労働局、ハローワーク ハローワーク魚津
13:20～15：30
県魚津市宮津110）
魚津・滑川
（0765-24-0365）、ハ
ローワーク滑川（076475-0324）

富山県

人材マッチングフェア

合同就職面接会

令和元年11月13日(水) 高岡テクノドーム （富山 富山労働局、ハローワーク ハローワーク高岡
13:30～16:00
県高岡市二塚322-5）
高岡・砺波・小矢部・氷見、 （0766-21-1515）
高岡市

富山県

介護・看護の仕事説明 ・福祉・介護のお仕事就職支援セミナー、参加企業によるお仕事
会
説明・個別面談会

令和元年11月22日(金) 砺波農村環境改善セン 富山労働局、ハローワーク ハローワーク砺波
14:00～16:00
ター （富山県砺波市花 砺波、砺波市、南砺市、小 （0763-32-2914）
園町1-32）
矢部市

石川県

福祉のお仕事グッドマッ ・出展法人ＰＲタイム
チング面談会（高齢者） ・面談会
・相談コーナー

令和元年10月29日(火) 石川県本多の森庁舎内 石川県
10:00～12:00
会議室
石川県福祉の仕事マッチ
（金沢市石引4-17-1）
ングサポートセンター
（共催）ハローワーク金沢・
七尾・白山
7

URL

https://www.fkkf
airniigata.jp/niigata
/

実行委員長（特別養護
老人ホームつまま園
鎌仲耕平）0766-724165

石川県福祉の仕事
マッチングサポートセ
ンター
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

https://www.isk
-shakyo.or.jp/

都道府県
イベント名
石川県
福祉のお仕事グッドマッ ・出展法人ＰＲタイム
チング面談会（高齢者） ・面談会
・相談コーナー

イベントの概要

開催期日
会場
主催（・共催）
令和元年10月29日(火) 石川県本多の森庁舎内 石川県
13:30～15:30
会議室
石川県福祉の仕事マッチ
（金沢市石引4-17-1）
ングサポートセンター
（共催）ハローワーク金沢・
七尾・白山

問い合わせ先
石川県福祉の仕事
マッチングサポートセ
ンター
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

URL
https://www.isk
-shakyo.or.jp/

石川県

福祉のお仕事グッドマッ ・出展法人ＰＲタイム
チング面談会（全分野） ・面談会
・相談コーナー

令和元年11月9日(土) 白山市福祉ふれあいセ
13:30～15:30
ンター
（白山市倉光8丁目16−
1）

石川県
石川県福祉の仕事マッチ
ングサポートセンター
（共催）ハローワーク金沢・
七尾・白山

石川県福祉の仕事
マッチングサポートセ
ンター
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

https://www.isk
-shakyo.or.jp/

石川県

福祉のお仕事グッドマッ ・出展法人ＰＲタイム
チング面談会（全分野） ・面談会
・相談コーナー

令和元年11月16日(土) かほく市七塚健康福祉セ 石川県
13:30～15:30
ンター
石川県福祉の仕事マッチ
（かほく市遠塚ロ52−10） ングサポートセンター
（共催）ハローワーク金沢・
七尾・白山

石川県福祉の仕事
マッチングサポートセ
ンター
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

https://www.isk
-shakyo.or.jp/

石川県

いしかわ介護フェスタ

・介護技能グランプリ
・介護ロボット・福祉機器展示コーナー
・介護の情報発信コーナー
・介護団体紹介コーナー 等
・学校紹介コーナー

令和元年10月12日(土) 石川県産業展示館 1号 いしかわ介護フェスタ実行 石川県健康福祉部長
10:00～16:00
館
委員会
寿社会課
（金沢市袋畠町南193）
TEL 076-225-1416
FAX 076-225-1418

石川県

介護施設見学会

・介護施設の見学

令和元年10月24日(木) 特別養護老人ホーム・養 石川県
13:30～14:30
護老人ホームあっとほー 石川県福祉の仕事マッチ
む若葉
ングサポートセンター
（共催）ハローワーク七尾

石川県福祉の仕事
マッチングサポートセ
ンター
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

石川県

介護施設見学会

・介護施設の見学

令和元年10月30日(水) 特別養護老人ホーム中
13:30～14:30
央金沢朱鷺の苑

石川県福祉の仕事
マッチングサポートセ
ンター
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

福井県

介護「まるかじり！」フェ ・介護食体験、和菓子作り体験
スタ2019
・アロマハンドマッサージ
・介護相談ブース
・福祉・介護のお仕事紹介ｺｰﾅｰ

石川県
石川県福祉の仕事マッチ
ングサポートセンター
（共催）ハローワーク金沢・
七尾・白山

http://www.pref.i
shikawa.lg.jp/ans
in/kaigofesta.ht
ml

令和元年11月17日(日) ハピテラス（福井市中央1 福井県介護人材確保対策 福井県健康福祉部長 http://www.pref.
10:30～16:00
丁目）
協議会、福井県
寿福祉課介護保険支 fukui.jp/doc/kou
rei/index.html
援G 0776-20-0331
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都道府県
イベント名
山梨県
いいじゃん福祉
知ってなっとくセミナー
＆施設見学会

イベントの概要
◇福祉・介護のしごとを知ろう
福祉のしごととは!?福祉を知るセミナーと福祉用具を使った介護
体験も行います!!
◇福祉トーク＆施設見学会
２つの施設を見学してお話を伺います!!

開催期日
会場
主催（・共催）
セミナー＆介護体験
山梨県福祉プラザ１Ｆ
山梨県社会福祉協議会
令和元年11月6日(水) 介護実習普及センター
（山梨県甲府市北新1-212）
福祉トーク＆施設見学
会
社会福祉法人日新会
令和元年11月10日(日) ロイヤルあかし
（甲府市上町2473）
山梨県社会福祉事業団
きぼうの家
（甲府市西油川町117-1）

問い合わせ先
山梨県社会福祉協議
会
山梨県福祉人材セン
ター
055-254-8654

URL
http://www.yfukushi.or.jp/ren
ew/work_learn/i
mg/1_fukushi_job
/jinzai_center/6/
6-01.pdf

岐阜県

来て見てふれて
ふくしワールド

ショッピングセンターで、福祉の体験イベント（音楽療法、介護食、 令和元年11月10日(日) イオンモール各務原
岐阜県
058-278-2510
自助具作成、人形劇等）を行い、関心を高めてもらう
岐阜県各務原市那加萱 岐阜県社会福祉協議会
場町３丁目８番地
岐阜県福祉人材総合支援
センター

静岡県

介護就職デイ2019 ～
福祉のしごとの相談会
～

セミナー、就職相談会

令和元年11月20日(水) プラサ ヴェルデ コンベ 静岡県社会福祉人セン
ンションホールA
ター、ハローワーク沼津・
御殿場・三島・富士

静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaセンター東部支所
wel.jp/job/event
055-952-2942
/30mini-kigyou/

静岡県

ミニ就職相談会

セミナー、就職相談会

令和元年11月21日(木) シズウエル（県総合社会 静岡県、静岡県社会福祉
福祉会館）
人センター

静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaセンター
wel.jp/job/semin
054-271-2110
ar/

静岡県

ハローワーク浜松会場 事業所ごとに面談ブースを設置して事業所の担当者と求職者が
での福祉職場相談会
個別に面談し、事業所の概要などの説明や相談を行う。

令和元年11月8日
(金)、
11月11日(月)～15日
(木)

静岡県

ハローワーク静岡出張 セミナー、就職相談会
相談会

令和元年11月27日(水) ハローワーク静岡

静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク静岡
センター
wel.jp/job/hellow
054-271-2110
ork/

静岡県

ハローワーク清水出張 セミナー、就職相談会
相談会

令和元年11月5日(火) ハローワーク清水

静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク清水
センター
wel.jp/job/hellow
054-271-2110
ork/

静岡県

ハローワーク島田出張 セミナー、就職相談会
相談会

令和元年11月26日(火) ハローワーク島田

静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク島田
センター
wel.jp/job/hellow
054-271-2110
ork/
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ハローワーク浜松、3階、 浜松市（福祉人材バンク）、 浜松市福祉人材バン
会議室
ハローワーク浜松、静岡県 ク（053-458-9205）
社会福祉人材センター
ハローワーク浜松
（053-541-7385）

http://www.winc.
or.jp/

http://goo.gl/SF
LtLB

都道府県
イベント名
静岡県
ハローワーク掛川出張 セミナー、就職相談会
相談会

イベントの概要

開催期日
会場
令和元年11月27日(水) ハローワーク掛川

主催（・共催）
問い合わせ先
URL
静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク掛川
センター
wel.jp/job/hellow
054-271-2110
ork/

静岡県

ハローワーク焼津出張 セミナー、就職相談会
相談会
ハローワーク榛原出張
相談会

令和元年11月13日(水) ハローワーク焼津
静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaハローワーク榛原出張所 ター、ハローワーク焼津・ センター
wel.jp/job/hellow
榛原出張所
054-271-2110
ork/

静岡県

ハローワーク富士宮出 セミナー、就職相談会
張相談会

令和元年11月13日(水) ハローワーク富士宮

静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク富士宮 センター東部支所
wel.jp/job/hellow
055-952-2942
ork/

静岡県

ハローワーク沼津出張 セミナー、就職相談会
相談会

令和元年11月7日(木) ハローワーク沼津

静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク沼津
センター東部支所
wel.jp/job/hellow
055-952-2942
ork/

静岡県

ハローワーク三島出張 セミナー、就職相談会
相談会

令和元年11月12日(火) ハローワーク三島

静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク三島
センター東部支所
wel.jp/job/hellow
055-952-2942
ork/

静岡県

ハローワーク下田出張 セミナー、就職相談会
相談会

令和元年11月26日(火) ハローワーク下田

静岡県社会福祉人材セン 静岡県社会福祉人材 http://www.shiz
uokaター、ハローワーク下田
センター東部支所
wel.jp/job/hellow
055-952-2942
ork/

愛知県

介護の日フェア2019

◇ステージ
令和元年11月10日(日) イオンモール木曽川
・オープニングセレモニー ・歯科医芸人トークショー ・健康イス 13:30～17：00
（一宮市木曽川町）
体操 ・FEN-Girlsによる介護・介護職の魅力トーク＆ライブショー
・＠FM公開録音トーク＆ライブ
◇ブース展示
・共催、協力等の団体用ブース
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愛知県

愛知県健康福祉部地 http://www.pref.
aichi.jp/chiikifuk
域福祉課
電話 052-954-6814 ushi/

都道府県
イベント名
三重県
みえ介護フェア2019

イベントの概要
「ステージイベント」
・認知症フレンドリーキッズ講座＆ＶＲ体験
・介護ロボット紹介・体験
・介護技術デモンストレーション
・ビンゴ大会
「ブース体験」
・介護食の展示・試食
・健康測定
「イオンシネマ」
上映 ばあばは、だいじょうぶ
公演 安藤和津
施設見学、体験、介護相談、府民の皆さんを対象とした体験教
室、講座、講演会など

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
令和元年11月17日(日) イオンモール鈴鹿
主催/三重県・三重県社会 059-227-5160
三重県鈴鹿市庄野羽山4 福祉協議会
丁目1-2
協力/介護人材確保対策
連携推進協議会団体

URL
http://www.miew
el.-1.com/jinzai/

令和元年11月1日（金） 各社会福祉施設
～12月15日（日）

京都府社会福祉施設協議 075-252-6292
会

http://www.kyos
hakyo.or.jp

きょうと介護・福祉ジョブ
ネット

075-252-6298

http://fukujob.ky
oshakyo.or.jp/

http://fukujob.ky
oshakyo.or.jp/

京都府

社会福祉施設オープ
ン・デイ

京都府

外国人介護人材の受入 介護施設等における外国人材の受入れに関する制度の動向を学 令和元年11月5日(火) ハートピア京都3階大会
に係るセミナー
び、先進的に取り組んでいる事例を通して、外国人の方々の受入 13：00～15：00
議室
れについて考えます。

京都府

福知山市介護･福祉職
場就職フェア

福知山市内で仕事をお探しの方なら参加ＯＫ！未経験や中高年 令和元年11月10日(日) 市民交流プラザふくちや 主催 福知山市高齢者福 0773-24-7013
の方、転職をお考えの方大歓迎です。
ま 3階 市民交流スペー 祉課、福知山市民間社会 0773-23-3335
ス
福祉施設連絡協議会
協力 京都府福祉人材・研
修センター

兵庫県

ひょうごパラスポーツ
フェスティバル
（ISPO2019関連イベン
ト）

①パラリンピアンによるトークショー
②パラスポーツ体験
パフォーマンスショー
展示コーナー

①令和元年10月5日
(土)
14:00～15:30

ワールド記念ホール
兵庫県
(神戸市中央区港島中町
6-12-2)

②令和元年10月6日
(日)
11:00～16:00
兵庫県

介護・医療ロボット見本 ●世界の義肢装具・介護ロボット・福祉用具等の展示
市
（ISPO2019関連イベン
ト）

令和元年10月5日(土) 神戸国際展示場
国際義肢装具協会、日本
～
(神戸市中央区港島中町 学術会議
8日(火)
6-11-1)
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兵庫県ユニバーサル
推進課
TEL:078-362-9418
FAX:078-362-9040
Email:universal@pref.h
yogo.lg.jp
ISPO2019運営事務局
(日本コンベンション
サービス神戸支社)
FAX:078-303-3760
Email:ispo2019@conve
ntion.co.jp

都道府県
イベント名
兵庫県
ISPO 2019
第17回 国際技師装具
協会世界大会

兵庫県

イベントの概要
開催期日
会場
主催（・共催）
●義肢装具関連技術の向上と教育の普及・標準化を目指して行 令和元年10月5日(土） 神戸コンベンションセン 国際義肢装具協会、日本
う学術会議にあわせて以下のイベントを実施
～
ター神戸コンベンションセ 学術会議
① ひょうごパラスポーツフェスティバル
8日(火）
ンター
② 介護・医療ロボット見本市

社会福祉士による
●社会福祉士による無料相談会
まちかど福祉、介護無 ●チラシ配布
料相談会・活動展示会 ●パネル展示
①神戸刑務所『ひょうご矯正展』への出展

①令和元年10月12日
(土）
②令和元年10月13日
(日）

①神戸刑務所 内 展示 一般社団法人
場
兵庫県社会福祉士会
（内野外テント特設ブー
ス）
（明石市大久保町森田
120）

③令和元年11月2日
(土）10：00～14：00

②洲本市総合福祉会館
（洲本市山手2丁目2−
26）

②ふれ愛まつり2019への出展
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/25/6736.html

問い合わせ先
①について
兵庫県健康福祉部障
害福祉局ユニバーサ
ル推進課
tel 078-362-9418
②について
第17回国際義肢装具
協会世界大会
（ISPO2019）事前参加
登録係
tel 078-303-1101

一般社団法人
兵庫県社会福祉士会
TEL：078-265-1330

④ひめじ福祉まつりへの出展
④令和元年11月3日
(日）10：00～15：00
⑤令和元年11月23日
（土・祝）
10：00～16：00

③コープ柏原
（丹波市柏原町母坪335
－1）
（コモーレ丹波の森内）
④姫路城 大手前公園西
側グリーンゾーン
（姫路市本町大手前公園
68番地）
⑤デュオ神戸 採光ドー
ム
（神戸市中央区相生町3
丁目2−1）

兵庫県

福祉の就職説明会
in ＨＹＯＧＯ

●求職者と求人事業所との合同就職説明会
●一部の会場にはハローワーク、生きがいしごとサポートセン
ター、兵庫県児童養護連絡協議会・兵庫県乳児院連盟の相談
ブース有

＜尼崎会場＞
令和元年10月12日
（土）

尼崎市中小企業センター (福)兵庫県社会福祉協議
1階ホール
会 福祉人材センター
（尼崎市昭和通2-6-68）

※時間はいずれの日
程も13：00～16：00

＜明石会場＞
10月26日（土）、27日
（日）
あかし市民広場
（明石市大明石町1-6-1
パピオス明石2階）
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(福)兵庫県社会福祉
協議会 福祉人材セン
ター
TEL:078-271-3881

URL

都道府県
イベント名
兵庫県
ふれあいリハフェスタ
in西播磨２０１９

イベントの概要
●地域交流イベント
ステージプログラムや模擬店、お楽しみ抽選会など実施。
センター利用者と地域の方々との交流を図る。
女子プロサッカーチームＡＳハリマアルビオンも参加。

開催期日
令和元年10月13日
（日）10:00～16:00

会場
主催（・共催）
問い合わせ先
兵庫県立西播磨総合リ 兵庫県立西播磨総合リハ 兵庫県立西播磨総合
ハビリテーションセンター ビリテーションセンター
リハビリテーションセン
（たつの市新宮町光都1ター内総務部 地域支
7-1）
援・研修交流課
TEL:0791-58-1050

兵庫県

令和元年度 兵庫県身 ●施設利用者の作品展示・授産品販売
体障害者支援施設協議 絵画・詩・短歌・俳句・書道・手芸・工芸等
会 合同作品展
●障害者施設の紹介コーナー
●福祉現場・利用者（障害者）からのメッセージ展示

令和元年10月14日
（月）～10月18日（金）

兵庫県民会館２Ｆ 中展 兵庫県身体障害者支援施 兵庫県身体障害者支
示室
設協議会
援施設協議会（リバ
（神戸市中央区下山手通
ティ神戸内）
4丁目16-3 ）
TEL：078-977-2271

兵庫県

ハローワーク尼崎
●介護職の基本を学ぶ
介護職にチャレンジセミ ●介護現場の声を聞いてもらう
ナー

令和元年10月16日
（水）10：00～11：45

ハローワーク尼崎 大会 ハローワーク尼崎
議室
（尼崎市西大物町12－41
アマゴッタ２Ｆ）

兵庫県

地域公開セミナー

令和元年10月17日
（木）13：30～15：30

朝陽ケ丘荘 研修室
（佐用町平福138－1）

兵庫県

ハローワーク神戸
●求職者と介護・看護の求人事業所４社との就職相談（面接）会 令和元年10月17日
介護・看護の就職相談 ●兵庫県社会福祉協議会 福祉人材センターの相談ブース有
（木）14:00～16:00
（面接）会
（入・退室自由）

兵庫県

兵庫ランニングアカデ ●パラリンピック金メダリストによる講演会
ミー2019 公開セミナー 「パラリンピックへの情熱 - Passion for Paralympics - 」
講師：ハインリッヒ・ポポフ氏
リオパラリンピック走幅跳
クラスT42金メダリスト

●園芸療法の作業体験

ハローワーク尼崎
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:06-7664-8607

（福）兵庫県社会福祉事業 （福）兵庫県社会福祉
団朝陽ケ丘荘
事業団朝陽ケ丘荘
TEL：0790-83-2008

ハローワーク神戸 ５階 ハローワーク神戸
会議室
(神戸市中央区相生町１
丁目３番１号)

令和元年10月18日(金) 神戸学院大学ポートアイ 兵庫県立福祉のまちづくり
17:15～18:30
ランドキャンパスB号館 研究所
104
共催：神戸学院大学など
(神戸市中央区港島1-13)

ハローワーク神戸
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:078-362-4602
兵庫ランニングアカデ http://www.assi
ミー事務局(兵庫県立 stech.hwc.or.jp/
福祉のまちづくり研究
所内)
Emailrunningacademy@
assistech.hwc.or.jp

兵庫県

HOTジョブミーティング

●介護事業所３社による施設説明
●ミニ面談会

令和元年10月18日
（金）13：00～15：00
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アステ川西 ルーム1
（川西市栄町25－1）

URL

ハローワーク伊丹

ハローワーク伊丹
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:072-772-8616

都道府県
イベント名
イベントの概要
兵庫県
ななくさ
●地域交流イベント
地域交流フェスタ
：見学、相談ブース、福祉機器の展示などもあり。
～福祉をもっと身近に
講演会・音楽祭・お楽しみ抽選会などを実施。
地域と共に歩みます～

開催期日
令和元年10月19日
（土）11:00～16:00

会場
特別養護老人ホームな
なくさ白寿荘
西宮市山口町下山口
1650番地26

兵庫県

第35回出石精和園祭

令和元年10月20日
（日）10：30～14：00

出石精和園児童寮・第２ (福)兵庫県社会福祉事業
成人寮グランド
団 出石精和園
(豊岡市出石町宮内
1031)

(福)兵庫県社会福祉
事業団 出石精和園
TEL：0796-52-4811

兵庫県

ハローワーク明石
●未経験者向けのセミナー
介護職未経験者のため 介護の基本の「キ!!」学びませんか
のセミナー
「応募書類の書き方」「面接の受け方」の基本
介護職・基本の「キ!!」

令和元年10月21日
（月）10：00～11：30

ハローワーク明石 ２階
大会議室
（明石市大明石町2-337）

ハローワーク明石人材
支援総合コーナー
TEL.078-912-2305

兵庫県

あわじ荘地域交流セミ
ナー

令和元年10月23日
（水）13：30～15：00

あわじ荘 内
(福)兵庫県社会福祉事業
(淡路市野島貴船229-1) 団 あわじ荘

(福)兵庫県社会福祉
事業団 あわじ荘
TEL:0799-82-1950

兵庫県

ハローワーク神戸
●認知症について正しく理解するための研修です。認知症の症状 令和元年10月23日
認知症サポーター養成 や認知症の方への接し方等を学ぶことができます。
（水）13:00～14:00
講座

ハローワーク神戸 ５階
会議室
(神戸市中央区相生町1
丁目3番1号)

ハローワーク神戸

ハローワーク神戸
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:078-362-4602

兵庫県

HOTジョブミーティング

●介護事業所３社による施設説明
●ミニ面談会

令和元年10月24日
（木）
10：00～12：00

ハローワーク伊丹2階会 ハローワーク伊丹
議室
（伊丹市昆陽1－1－6）

ハローワーク伊丹
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:072-772-8616

兵庫県

ことぶき苑祭

●地域ボランティアによる踊り等のアトラクション
●お茶席等の開設
●利用者作品展示、販売
●介護用品の展示
●関連施設（事業所）からの物品販売等

令和元年10月26日
（土）10:30～14:30

ことぶき苑
（豊岡市日高町祢布
1304）

兵庫県

第14回 五色精光園祭

●地域ボランティアアトラクション
●利用者・職員有志アトラクション
●ミニコンサート
●各事業所パネル展示
●各作業所生産品
●保護者会バザー

令和元年10月26日
（土）10:30～14:30

障害者支援施設 五色精 (福)兵庫県社会福祉事業
光園 成人寮
団 五色精光園
(洲本市五色町広石北
847)

●ステージ発表
●アトラクション
●バザー
●各種模擬店

●テーマ
「笑いは最良の薬！
～笑って元気にいつまでも～」
講師：ｍｏｔｔｏひょうご事務局長
栗木 剛 氏
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主催（・共催）
問い合わせ先
特別養護老人ホームななく 特別養護老人ホーム
さ白寿荘
ななくさ白寿荘
078-903-1665

ハローワーク明石

（福）兵庫県社会福祉事業 （福）兵庫県社会福祉
団
事業団
ことぶき苑
TEL：0796-42-0430

(福)兵庫県社会福祉
事業団 五色精光園
TEL：0799-35-0231

URL

http://www.nan
akusa.or.jp

都道府県
イベント名
兵庫県
コープ祭り

イベントの概要
●地域の祭りに参加し回転焼き販売１個50円

開催期日
令和元年10月27日
（日）10:00～14:00

会場
主催（・共催）
たつの市龍野町島田10 障害者支援施設アルーラ
－1コープ龍野店

問い合わせ先
障害者支援施設ア
ルーラ
TEL:0791－75-1562

兵庫県

ハローワーク姫路
●施設見学と介護の仕事のお話
介護・看護の職場見学 ●施設スタッフとの懇談・意見交換
会

令和元年10月29日
（火）14：00～15：30

医療法人社団綱島会
ハローワーク姫路
・老人保健施設つなしま
・サービス付き高齢者向
け住宅コウセイケアホー
ム
（姫路市御立西1－23－
9）

ハローワーク姫路
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:079-222-4431

兵庫県

福祉のしごと職場見学
バスツアー

令和元年①10月29日
（火）
8：10～17：30
②令和元年11月20日
（水）
9：10～16：20

協和学園、むれさき苑
(福)兵庫県社会福祉協議
汐江ふたば保育園、メイ 会
ンストリーム協会

(福)兵庫県社会福祉
協議会 福祉人材セン
ター
TEL:078-271-3881

●福祉施設での職場見学会

URL

③令和元年12月4日
（水）9：00～16：30
常寿園、スプリングテ
ラス明舞
④令和元年12月19日
（木）9：00～17：25
障害者支援センター・
ぶったぁ、フ
ローラせいだん

兵庫県

ハローワーク
●求職者と介護・看護関係の求人事業所26社（予定）との就職相 令和元年11月1日（金） クリスタルホール
ハローワーク神戸
神戸・明石・灘・西神
談（面接）会
13:30～16:00
(神戸市中央区東川崎町
介護就職デイ（面接会） ●兵庫県社会福祉協議会 福祉人材センター、兵庫県看護協会 （入・退室自由 受付終 1-1-3
ナースセンター、介護労働安定センター兵庫支所、介護労働懇談 了15:30）
クリスタルタワー3階)
会、ハローワーク神戸職業訓練コーナーの相談ブース有

兵庫県

介護の日イベント

●終末期ケア普及フォーラム
講演：「死の授業～誰にでもおとずれる最期（死）をどうむかえま
すか？～」
講師：医療法人社団裕和会理事長、長尾クリニック院長 長尾
和宏氏

ハローワーク神戸
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:078-362-4602

令和元年11月2日（土） ニチイ学館神戸アイラン 一般社団法人兵庫県老人 一般社団法人兵庫県 http://www.hyo
12：00～17:00
ドセンター
福祉事業協会
老人福祉事業協会
go-kenroukyo.jp
（神戸市中央区港島南町
TEL:078-291-6822
7-1-5）

●介護技術コンテスト
出 場 者：10名
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都道府県
イベント名
兵庫県
第45回清水が丘学園祭 ●アトラクション
●バザー
●各種模擬店

イベントの概要

開催期日
会場
主催（・共催）
令和元年11月3日（日・ 兵庫県立清水が丘学園 兵庫県立清水が丘学園
祝）10：00～15：00
内
(明石市魚住町清水
2744)

URL

兵庫県

第４回「杭瀬ふれあい祭」●地域自治会３団体と障害者事業所杭瀬福成園・あいあいとの 令和元年11月3日（日） 社会福祉法人福成会
共催の秋の大イベント
11:00～15:00
杭瀬福成園周辺
・つきたてのもち、カレーにフランクフルトなど人気の定番メニュー
（尼崎市杭瀬本町3-5・輪投げやくじ引き、バルーンアートなどの地域の子供から大人も
17）
楽しめるゲーム
・地域の高校吹奏楽部等によるステージ
・落ち着いた雰囲気の茶道やラストには豪華な景品が当たる大抽
選会

兵庫県

2019たつの市民祭り
・宿禰楽座

●地域の祭りに参加し回転焼き販売１個50円

令和元年11月3日（日） たつの市役所横中川原 障害者支援施設アルーラ
10：00～15:00
グラウンド東側

兵庫県

介護労働相談窓口
『介護ｳｲﾝﾄﾞ』
介護事業所/介護労働
者
の相談窓口

●相談窓口
介護事業所の運営管理・雇用管理改善・能力開発に関する相
談。
相談事例：人事管理・教育制度・労務管理（時間管理・安全衛生
管理）などに関する専門家（社会保険労務士や介護事業運営管
理者・経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）による相談をお受けします。

令和元年11月4日（月）
～11月17日（日）
受付は土・日・祝を除く
9:00～17:00
相談日時は応相談
まずは電話でお問い合
わせ下さい。
相談日時等を調整させ
て頂きます。

公益財団法人介護労働安 介護労働安定センター http://www.kaig
定センター
兵庫支所
oTEL:078-242-5322
center.or.jp/shib
u/hyogo

兵庫県

ハローワーク姫路
●求職者と求人事業所との合同就職面接会
介護就職デイ（面接会） ●兵庫県福祉人材センターによる
「福祉のお仕事なんでも相談」

令和元年11月5日（火） ハローワーク姫路
13：30～15：30
（姫路市北条字中道２５
０）

ハローワーク姫路

ハローワーク姫路
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:079-222-4431

兵庫県

介護体験セミナー

令和元年11月7日（木） ハローワーク伊丹2階会 ハローワーク伊丹
13：30～15：50
議室
（伊丹市昆陽1－1－6）

ハローワーク伊丹
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:072-772-8616

兵庫県

第9回 C-1グランプリ ●介護の現場で働く介護職員の日ごろの取り組み事例を発表す 令和元年11月9日（土）
事例コンテスト
るイベント
13：00～16：00
～介護をもっと楽しもう 発表テーマ「利用者さんと介護職員が笑顔になった事例」
～

●介護分野の仕事、職業訓練校について講演
●車椅子・疑似装具を使用した介護体験
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社会福祉法人福成会

問い合わせ先
兵庫県立清水が丘学
園
TEL：078-943-0501

兵庫県福祉センター1F (一社)兵庫県介護福祉士
多目的ホール
会
（神戸市中央区坂口通21-1）

社会福祉法人福成会
杭瀬福成園・あいあい
TEL:06-6481-9797

障害者支援施設ア
ルーラ
TEL:0791－75-1562

(一社)兵庫県介護福
祉士会
事務局
TEL:078-242-7011

都道府県
イベント名
兵庫県
アルーラ収穫文化祭

イベントの概要

開催期日
●フードコーナー
令和元年11月10日
炊き込みご飯、フランクフルト、焼きそばなどの模擬店。農園や紙 （日）10:00～14:00
すき等の作業班による製品販売
●ステージ
つるかめ鍼灸整骨院様によるつるかめ体操、地元保育園様によ
る太鼓演奏、餅まきなど。
●展示コーナー
社会福法人アルーラの活動を知ってもらうための紹介コーナーと
アンケート、地元小学生様の習字展示

会場
主催（・共催）
たつの市新宮町千本2294－1
障害者支援施設アルーラ

問い合わせ先
障害者支援施設ア
ルーラ
TEL:0791－75-1562

兵庫県

ハローワーク西脇
介護就職デイ
（面接会）

●求職者と求人事業所との合同
就職面接会
●職業訓練相談コーナーも設置

令和元年11月14日
（木）13：30～15：00

加西市健康福祉会館
(加西市北条町古坂
1072-14)

ハローワーク西脇

ハローワーク西脇
専門援助・求人部門
TEL:0795-22-3181

兵庫県

ハローワーク洲本
介護就職デイ
（面接会）

●求職者と求人事業所との合同就職面接会
●兵庫県福祉人材センターによる相談

令和元年11月14日
（木）
第一部
10：00～11：30
第二部
13：30～15：00

洲本総合庁舎3階会議室 ハローワーク洲本
(洲本市塩屋2-4-5)

ハローワーク洲本
職業相談・求人部門
TEL:0799-22-0620

兵庫県

ハローワーク豊岡
介護就職デイ
（面接会）

●求職者と求人事業所との合同就職面接会

令和元年11月中旬
（日時未定）

ハローワーク豊岡

兵庫県

令和元年度「看護フェア」テーマ「共に支えあう未来へ」
令和元年11月16日(土) 兵庫県看護協会会館
（公社）兵庫県看護協会
開会式 10：00
10：00～15：30
（神戸市中央区下山手通
●フレイル予防
5-6-24）
・+10分エクササイズ（プラス・テン体操）10：15/12：30/13：30
・医療職団体による測定・相談コーナー（頸動脈超音波測定、オー
ラルフレイルチェック、聴こえと飲み込みの簡易測定、筋力測定、
物忘れ相談プログラム）10：30～15：30
・１日まちの保健室（足ゆびトレーニング、身長・血圧・血管年齢・
体組成測定・健康相談）
●相談コーナー：介護・認知症相談
●減災コーナー：減災教育、災害時非常食
●自助具の展示、介護用品展示
●パン・クッキー販売

（公社）兵庫県看護協 URL:https://ww
会兵庫県ナースセン w.hna.or.jp
ター
TEL:078-341-0240

兵庫県

第14回ふれあい交流ま ●模擬店
つり
●アトラクション

（社福）ヨハネ会 障害
者支援施設ヨゼフ寮
（担当：橘・森田）
TEL：078-958-0109

令和元年11月17日
(日）11：00～14：00
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障害者支援施設ヨゼフ寮 （社福）ヨハネ会

URL

ハローワーク豊岡
職業相談部門
TEL：0796-23-3101

都道府県
イベント名
イベントの概要
兵庫県
ハローワーク尼崎
●介護器具を使用した介護セミナー
介護就職デイ
●求職者と求人事業所との合同就職面接会
（体験セミナー及び面接
会）

開催期日
会場
主催（・共催）
令和元年11月20日(水) ハローワーク尼崎 大会 ハローワーク尼崎
10：00～12：00
議室
13：30～15：30
（尼崎市西大物町12-41
アマゴッタ２Ｆ）

問い合わせ先
ハローワーク尼崎
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:06-7664-8607

兵庫県

ハローワーク篠山
介護就職デイ
セミナー・面接会

令和元年11月22日
（金）13：00～16：00

ハローワーク篠山2階会 ハローワーク篠山
議室
（丹波篠山市郡家40311）

ハローワーク篠山
職業相談部門
TEL：079-552-0092

兵庫県

介護就職セミナー＆相 ●介護事業所11社によるプレゼンテーション
談面接会
●求職者と求人事業所との説明会、相談・面接会

令和元年11月25日
（月）
13：00～16：00

東リ いたみホール
ハローワーク伊丹
（伊丹市宮ノ前1－1－3）

ハローワーク伊丹
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:072-772-8616

兵庫県

能力開発啓発セミナー ＊2日間とも内容は同じです。
『人材育成のためのセミナー
組織におけるメンバーシップの築き方』
講師：野尻信一郎氏
特別養護老人ホーム 塩屋さくら苑
施設長

令和元年11月26日
（火）13:30～16:00

姫路会場：姫路・西はり 公益財団法人 介護労働安 介護労働安定センター
ま地場産業センター601 定センター
兵庫支所
号室（姫路市南駅前123)
TEL:078-242-5322
12月3日（火）13:30～
16:00
神戸会場：三宮コンベン
ションセンター503号室
（神戸市中央区磯部通22-10ﾜﾝﾉｯﾄﾄﾚｰｽﾞﾋﾞﾙ）

兵庫県

ハローワーク姫路
●施設見学と介護の仕事のお話
介護・看護の職場見学 ●施設スタッフとの懇談・意見交換
会

令和元年11月26日
（火）14：00～15：30

株式会社ライフアシスト ハローワーク姫路
・介護付有料老人ホーム
アーバンリビング今宿
（姫路市西今宿2－2－
38）

ハローワーク姫路
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:079-222-4431

兵庫県

ハローワーク神戸
●求職者と障害者(児)支援業務の求人事業所４～５社との就職
障害者(児)支援の就職 相談（面接）会
相談（面接）会
●兵庫県社会福祉協議会 福祉人材センターの相談ブース有

令和元年11月28日
（木）14:00～16:00
（入・退室自由 ）

ハローワーク神戸 ５階 ハローワーク神戸
会議室
(神戸市中央区相生町１
丁目３番１号)

ハローワーク神戸
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:078-362-4602

兵庫県

ハローワーク神戸
介護体験セミナー

●介護の仕事内容についての説明と車イス、ベッド介助、装具を 令和元年12月3日（火） ハローワーク神戸 ５階 ハローワーク神戸
つけた高齢者体験
14:00～16:00
会議室
(神戸市中央区相生町１
丁目３番１号)

ハローワーク神戸
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:078-362-4602

●介護体験セミナー
●事業所説明会
●求職者と求人事業所との合同就職面接会

18

URL

http://www.kaig
ocenter.or.jp/shib
u/hyogo

都道府県
イベント名
イベントの概要
兵庫県
介護職再就職支援講習 資格は持っているけれど介護職復帰への不安や迷いがあるとい
う方に、介護技術（実技）・基本介護知識を再び習得し、再就職を
目指して頂く講習です。
実技：体位変換・移乗、衣服の着脱、排泄
知識：介護保険制度、記録の書き方、認知症

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
第1回令和元年12月 6 西宮市民会館大会議場 公益財団法人介護労働安 介護労働安定センター http://www.kaig
日（金）
101
定センター
兵庫支所
o第2回令和元年12月13 (西宮市六湛寺町10-11)
TEL:078-242-5321
center.or.jp/shib
日（金）
u/hyogo
第3回令和元年12月16
日（月）
いずれも13:00～16:00

兵庫県

三木精愛園セミナー

「企業を支える職場定着支援②」
～北播磨モデルの実践～
●第一部
講演「企業が求める支援とは」
講師 ウエルシアオアシス(株)
営業本部長 森田 道明 氏
●第二部
パネルディスカッション「企業を支える
職場定着支援②」
パネラー
こもれび サービス管理責任者
原田 太郎 氏
三木精愛園 職場適応援助者
寅屋 淳平 氏
コーディネーター
北播磨障害者就業･生活支援センター
主任就業支援担当者
森 一人 氏

令和元年12月11日
（水）13:30～16：30

コープこうべ 協同学苑 (福)兵庫県社会福祉事業
（三木市志染町青山7-1- 団 三木精愛園
4）

(福)兵庫県社会福祉
事業団 三木精愛園
℡：0794-85-8791

兵庫県

HOTジョブミーティング

●介護事業所３社による施設説明
●ミニ面談会

令和元年12月12日
（木）
10：00～12：00

ハローワーク伊丹2階会 ハローワーク伊丹
議室
(伊丹市昆陽1－1－6）

ハローワーク伊丹
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:072-772-8616

兵庫県

雇用管理責任者講習

働きやすい職場づくりのため、雇用管理について学んで頂く講習 令和元年12月16日
です。『介護雇用管理改善等計画』においては、事業所での雇用 （月）13:30～16:40
管理責任者の選任・明示が重要であるとされています。
今回のテーマは『人事管理』です。

兵庫県

ハローワーク神戸
●求職者と介護・看護の求人事業所４社との就職相談（面接）会 令和元年12月17日
介護・看護の就職相談 ●兵庫県社会福祉協議会 福祉人材センターの相談ブース有
（火）14:00～16:00
（面接）会
（入・退室自由）
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姫路・西はりま地場産業 公益財団法人介護労働安 介護労働安定センター http://www.kaig
センター401号室（姫路市 定センター
兵庫支所
o南駅前123)
TEL:078-242-5322
center.or.jp/shib
u/hyogo

ハローワーク神戸 ５階 ハローワーク神戸
会議室
(神戸市中央区相生町１
丁目３番１号)

ハローワーク神戸
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:078-362-4602

都道府県
イベント名
イベントの概要
兵庫県
ハローワーク姫路
●施設見学と介護の仕事のお話
介護・看護の職場見学 ●施設スタッフとの懇談・意見交換
会

奈良県

なら介護の日2019

開催期日
令和元年12月18日
（水）14：00～15：30

会場
主催（・共催）
ケアパートナー株式会社 ハローワーク神戸
・ケアパートナー広畑
（姫路市広畑区小坂89－
1）

問い合わせ先
ハローワーク姫路
人材支援総合コー
ナー（福祉、建設、警
備、運輸分野）
TEL:079-222-4431

URL

・介護フェア
令和元年11月10日(日) なら100年会館・中ホー 奈良介護の日実行委員会 奈良県長寿・福祉人材 http://nara1111.
info/index.htm
（介護なんでも相談、福祉用品相談・展示コーナー、介護食試食 11:30～16:30
ル
確保対策課
コーナー）
（奈良市三条宮前町7-1）
TEL：0742-27-8041
・イベントステージ
（奈良介護大賞2019の発表・表彰、親守歌・歌会2019、映画上映
と講演）

和歌山県 6th介護の日オープン
フォーラム
みんなで考えよう 介護
のこと
～まだ間に合う！今日
から始める認知症予防

認知症は今や誰もが罹りうる国民病。認知症の予防や進行の抑 令和元年11月11日(月) 県民交流プラザ和歌山
制について正しく知り、学び会う機会です。①認知症ってどんな病
ビッグ愛 １Ｆ大ホール
気？②リハビリと介護ケアについて③落合恵子氏特別講演「母に
（和歌山市手平2-1-2）
歌う子守唄」

一般社団法人和歌山県老 一般社団法人和歌山 http://waroushi.
人福祉施設協議会
県老人福祉施設協議 or.jp/
会
電話073-435-5227

和歌山県 『がんばらない介護』
～介護で心が折れそう
なとき、気持ちが軽くな
るヒント～

介護をする方が助けを求める方法、周囲の人たちから“応援され 令和元年11月23日(土) 和歌山商工会議所 4F 和歌山県訪問介護事業所 和歌山県訪問介護事
るコミュニケーション”をとる方法など、経験談を交えた一般向け
大ホール（和歌山市西汀 協議会
業所協議会（事務局：
講演会。
丁36）
和歌山県福祉人材セ
講師： 橋中 今日子 氏（介護者メンタルケア協会代表、理学療法
ンター内）電話073士、メンタルコーチ）
435-5211

和歌山県 「紀州夢祭り」「まっせは 啓発物品の配布等、「介護の日」及び和歌山県訪問介護事業所
しもと柿祭り」への参加 協議会のＰＲ
及び街頭啓発

令和元年9月8日(日） 県内各地
11月4日(日)、11日(日)

和歌山県訪問介護事業所 和歌山県訪問介護事
協議会
業所協議会（事務局：
和歌山県福祉人材セ
ンター内）電話073435-5211

和歌山県 令和元年度第2回福祉・ 介護等福祉分野の合同就職説明会、就職等に関する相談コー
介護・保育の就職フェア ナー
わかやま

令和元年11月16日(土) 県民交流プラザ和歌山
ビッグ愛 １Ｆ大ホール
（和歌山市手平2-1-2）

社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
会福祉協議会
県社会福祉協議会
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
ンター
電話073-435-5211

和歌山県 福祉の仕事就職相談
会・面接会

介護等福祉分野の合同就職説明会・面接会、就職等に関する相 令和元年11月22日(金) 新宮市役所別館 大会 社会福祉法人田辺市社会 社会福祉法人田辺市
談コーナー
議室
福祉協議会
社会福祉協議会 紀
（和歌山県新宮市春日1南福祉人材バンク
1）
電話0739-26-4918

http://tanabeshi
syakyo.jp/chiiki_ji
nzai/

和歌山県 福祉のしごと応援セミ
ナー

再就職希望者等に対する基本的な介護技術講習会

http://tanabeshi
syakyo.jp/chiiki_ji
nzai/

令和元年11月22日(金) 新宮市役所別館 大会 社会福祉法人田辺市社会 社会福祉法人田辺市
議室
福祉協議会
社会福祉協議会 紀
（和歌山県新宮市春日1南福祉人材バンク
1）
電話0739-26-4918
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都道府県
イベント名
和歌山県 福祉のお仕事応援カ
フェ

イベントの概要
介護の仕事に関する情報提供、不安や疑問を専門家とともに解
決の糸口を探る

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
令和元年11月25日(日) 和歌山ビッグ愛 ７F共同 社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
会議室１（和歌山市手平 会福祉協議会
県社会福祉協議会
2-1-2）
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
ンター
電話073-435-5211

和歌山県 潜在介護職員再就職支 介護サービスの知識や基本の介護技術の再確認を通じ、有資格 令和元年11月26日(火) 和歌山ビッグ愛 8F801
援研修会
者等の再就職を支援
会議室
（和歌山市手平2-1-2）

社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
会福祉協議会
県社会福祉協議会
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
ンター
電話073-435-5211

和歌山県 福祉の仕事就職相談会 介護等福祉分野への就職のための情報提供
in岩出

令和元年11月29日(金) 岩出市総合保健福祉セ 社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
ンター（あいあいセン
会福祉協議会
県社会福祉協議会
ター） 3F視聴覚室
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
（和歌山県岩出市金池
ンター
92）
電話073-435-5211

和歌山県 橋本・伊都就職フェアに 介護の仕事及び介護に関する相談・広報・啓発
おける福祉・介護の相
談コーナー和歌山県岩
出市金池９２

令和元年11月2日(土) 橋本商工会館（「橋本・伊 社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
都就職フェア」会場内） 会福祉協議会
県社会福祉協議会
（和歌山県橋本市市脇1和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
3-18）
ンター
電話073-435-5211

和歌山県 福祉・介護のお仕事出
張相談

令和元年11月5日(火) ハローワーク新宮
社会福祉法人田辺市社会 社会福祉法人田辺市
（和歌山県新宮市神倉4- 福祉協議会
社会福祉協議会 紀
2-4）
南福祉人材バンク
電話0739-26-4918

介護等福祉分野への就職のための情報提供

http://tanabeshi
syakyo.jp/chiiki_ji
nzai/

和歌山県 那賀振興局における福 介護等福祉分野への就職のための情報提供
祉・介護の相談コー
ナー

令和元年11月5日(火) 那賀振興局 １F C会議 社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
室
会福祉協議会
県社会福祉協議会
（和歌山県岩出市高塚２
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
０９）
ンター
電話073-435-5211

和歌山県 ハローワーク御坊にお
ける福祉・介護の相談
コーナー

令和元年11月20日(水) ハローワーク御坊
社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
（和歌山県御坊市湯川町 会福祉協議会
県社会福祉協議会
財部９４３）
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
ンター
電話073-435-5211

介護等福祉分野への就職のための情報提供

和歌山県 福祉人材センター「介護 パネル展示、資料・啓発物品の配付
の日」しごとＰＲコーナー

令和元年11月23日(土) 和歌山ビッグホエール
（「人権フェスタ2019」会
場内）
（和歌山市手平2-1-1）

和歌山県 かつらぎ町人権フェス 介護等福祉分野への就職のための情報提供
ティバルにおける福祉・
介護のお仕事出張相談

令和元年10月24日(木) かつらぎ町総合文化会 社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
館 展示ホール
会福祉協議会
県社会福祉協議会
（和歌山県伊都郡かつら
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
ぎ町丁ノ町2454）
ンター
電話073-435-5211
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社会福祉法人和歌山県社 社会福祉法人和歌山 https://wakayam
akenshakyo.or.jp
会福祉協議会
県社会福祉協議会
和歌山県福祉人材セ /~jinzai/
ンター
電話073-435-5211

都道府県
イベント名
イベントの概要
開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
鳥取県
いきいき長寿の祭典介 ゆるスポーツ大運動会や「感謝の手紙」「介護エピソード」コンテス 令和元年11月9日（土） 鳥取県民体育館 サブア 鳥取県・介護のイメージ変 一般社団法人鳥取県 https://tottori護フェア2019
トなどを通じて県民に介護を身近に感じてもらい、介護のしごとの １0:00～16:00（予定） リーナ（鳥取県鳥取市布 革プロジェクト実行委員会 介護福祉士会事務局 kaigo.com/
魅力を発信する
勢１４６−１）
電話0857-59-6336

鳥取県

介護就職デイ（福祉分 福祉分野の事業説明会・就職面接会
野の事業説明会・就職
面接会）

令和元年10月17日(木) とりぎん文化会館 展示 鳥取公共職業安定所（ハ
13:30～16:00
室（鳥取市尚徳町101-5） ローワーク鳥取）

ハローワーク鳥取 福
祉人材コーナー
0857-23-2021（部門
コード41#）

鳥取県

福祉関係就職説明会
（介護就職デイ）

福祉分野の事業説明会・就職面接会

令和元年11月13日(水) 米子コンベンションセン 米子公共職業安定所（ハ
13:30～15:30
タービッグシップ 1階
ローワーク米子）
情報プラザ（米子市末広
町294）

ハローワーク米子 福 https://jsite.mhl
w.go.jp/tottori祉人材コーナー
hellowork/list/yo
0859-33-3911
nago.html

島根県

島根県 介護の日イベ
ント
ここに住んで ここに活
きて
～今、介護の魅力を伝
えたい～in浜田

・各団体取り組み紹介
・非常食試食
・介護ロボット展示
・介護の魅力発信等

令和元年10月20日(日) JR浜田駅周辺
9：30～15:00

主催：島根県／浜田市

0852-22-5798

岡山県

おかやま介護フェア２０ ①映画「ケアニン」上映会
１９
②仮面ライダージオウ＆ビルドショー
③福祉関係団体による出展
・福祉の仕事体験
・カイゴレンジャーショー
・特浴体験＆血管硬度測定
・HAL FIT体験
・福祉事業所による物販
・キッズダンス
④福祉の仕事復職応援セミナー

令和元年11月3日(日・ 岡山ふれあいセンター
祝)
（岡山市中区桑野７１５
12:00～16:00
－２）

岡山県
岡山県福祉・介護人材確
保対策推進協議会
岡山県老人福祉施設協議
会
岡山県介護福祉士会
岡山県社会福祉士会
日本介護福祉士養成施設
協会
岡山県介護福祉士養成校
岡山県老人保健施設協会
岡山県社会福祉協議会

岡山県社会福祉協議 http://www.fuku
shiokayama.or.jp
会
福祉支援部
福祉人材支援班
TEL:086-226-2888
FAX:086-226-3557

広島県

「介護の日」フェスタin広 ・広島県表彰式
島
・トークショー
・おしりたんていショー
・各種セミナー・フォーラム
・福祉機器関連企業展示出展
・介護の日ポスター展示
・グルメコーナー
・からだ測定会 等

令和元年11月 9日(土) 広島県立総合体育館
13:00～16:00
（グリーンアリーナ）
令和元年11月10日(日) 広島市中区基町4-1
10:00～16:00

広島県福祉・介護人材確
保等総合支援協議会・（一
社）日本福祉用具供給協
会広島県ブロック

広島県社会福祉協議 https://www.fuk
ushikaigo.net/
会
社会福祉人材育成セ
ンター
082-254-3415

徳島県

ヌクモリティいっぱい
ＫＡＩＧＯ ＦＥＳＴＡ

令和元年11月10日(日) イオンモール徳島

徳島県老人福祉施設協議 088-625-2040
会

介護の魅力発信など
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https://jsite.mhl
w.go.jp/tottorihellowork/list/to
ttori/kyushokush
a/setsumeikai_se
minar/_119627_0
0011.html

http://erojin.net/

都道府県
イベント名
香川県
介護就職デイ
・面接会
介護のしごと 就職フェ ・相談ブース
ア

高知県

イベントの概要

かいごweek 面接・相談 ・就職相談コーナー
会
※その場で面接申込みも可

開催期日
会場
令和元年11月7日(木) サンメッセ香川 小展示
13:30～15:30
場
高松市林町2217-1

主催（・共催）
香川労働局
県内各ハローワーク
香川県社会福祉協議会
香川県福祉人材センター

令和元年11月5日(火) ハローワーク高知
10:00～11:45
13:30～15:30

主催
高知労働局、公共職業安
定所、高知県地域共同就
職支援センター

2019.11.6～8
13:30～15:30

・ふくおかケアコンテスト2019
・認知症介護事例発表
・KAIGOはじめたきっかけ
・心に残ることば作品展
・特別講演会 他

問い合わせ先
香川県社会福祉協議
会
香川県福祉人材セン
ター
TEL 087-833-0250
FAX 087-861-5622
ハローワーク高知
人材確保コーナー
（ふくし分野）
088-878-5327

共催
高知県、社会福祉法人高
知県社会福祉協議会（高
知県福祉人材センター）、
公益財団法人介護労働安
定センター高知支部

福岡県

ふくおか介護フェスタ
2019

令和元年10月27日(日) 都久志館
福岡県（受託：福岡県介護 ふくおか介護フェスタ
（福岡市中央区天神4－8 福祉士会）
201９事務局
－10）
後援：福岡県社会福祉協 TEL 092-474-7015
議会 他
FAX 092-436-5234

福岡県

認知症あったかホーム ・コンサート
コンサート2019
・講演会 他

令和元年11月24日(日) パピヨン24ガスホール
（福岡市博多区千代117-1）

福岡県

みんなで支えるあった
か介護

・講演会
・研究発表
・各展示・相談コーナー

令和元年11月8日(金) ウェルとばた 中ホール 公益社団法人
公益社団法人
（北九州市戸畑区汐井町 北九州高齢者福祉事業協 北九州高齢者福祉事
1-6）
会
業協会
TEL 093-873-5001
FAX 093-873-5002

佐賀県

さが介護・健康・福祉フェア2019

・在宅介護セミナー
・介護の日記念講演
・手話歌パフォーマンスほか
・正しい歩き方講座
・介護ロボット・福祉用具の展示

令和元年11月10日(日) ゆめプラット小城
佐賀県
（小城市小城町253-21 ） 佐賀新聞社

長崎県

第5回
長崎県老人福祉施設協議会の「介護の日」フォトコンテスト入賞作 令和元年11月17日(日) 長崎県庁
いいね、いいまち、いい 品の展示及び表彰式典や、ＶＲによる認知症体験、アートワーク 11：00～
（長崎市尾上町3-1）
介護
ショップ、最新型福祉用具の体験コーナーなど
inながさき
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福岡県・認知症あったか
ホームコンサート2019実行
委員会
後援：福岡県社会福祉協
議会他

長崎県社会福祉協議会福
祉人材研修センター
長崎県
いいね、いいまち、いい介
護実行委員会

URL
https://jsite.mhl
w.go.jp/kagawaroudoukyoku/

https://jsite.mhl
w.go.jp/kochihellowork/conte
nt/contents/kai
goweekday_2019
1105_08x.pdf

http://www.ｆkaigo.jp

認知症あったかホーム
コンサート実行委員会
事務局
TEL 070-7586-0640
FAX 0944-59-1031

佐賀新聞社営業局「さ
が介護・健康・福祉フェ
ア2019」係
電話番号0952-282141
長崎県社会福祉協議
会福祉人材研修セン
ター
095-846-8656

https://peraichi.
com/landing_pag
es/view/ngskjinz
ai

都道府県
イベント名
熊本県
福祉の就職総合フェア
2019

イベントの概要
・13：00～13：50
職場説明（プレゼンテーション）
・14：00～16：00
合同就職面談会
各種相談コーナー
・就職面接会
・看護、福祉のお仕事相談コーナー

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
熊本県社協、熊本県、熊本
令和元年11月4日（月） ＫＫＲホテル熊本 ２階
熊本県社会福祉協議 http://www.fuku
shi13：00～16：00
（熊本市中央区千葉城町 市、熊本労働局、熊本公共職 会
業安定所、熊本県看護協会、 福祉人材・研修セン
kumamoto.or.jp
3-31）
介護労働安定センター熊本支 ター
部
TEL 096-322-8077
FAX 096-324-5464
令和元年11月7日(木) 天草公共職業安定所
天草公共職業安定所
天草公共職業安定所
11月21日（木）
（ハローワーク天草）
（ハローワーク天草）
9：00～10：30
2階会議室
TEL 0969-22-8609

熊本県

福祉の仕事就職面接
会・相談会

熊本県

2019年秋福祉の仕事面 事業所ごとにブースを設置。
談会
人事担当者が求職者と直接面談。
福祉に関する質問も受け付ける。

令和元年11月7日(木) 球磨公共職業安定所
11月21日（木）
（ハローワーク球磨）
13：30～15：30
１階会議室

球磨公共職業安定所、
熊本県社協

球磨公共職業安定所
（ハローワーク球磨）
TEL 0966-24-8609

熊本県

介護の日 in くまもと

・写真パネル展示
・ムービー上映

令和元年11月10日(日) ・写真パネル展示

介護の日ｉｎくまもと
実行委員会

熊本県健康福祉部長
寿社会局高齢者支援
課企画班
TEL 096-333-2215

①場所：熊本県医師会館
②場所：熊本城観光施設
「城彩苑」
・ムービー上映
場所：熊本城観光施設「城
彩苑」

熊本県

福祉のお仕事説明会
2019

事業所ごとにブースを設置。
人事担当者が求職者と直接面談。
福祉に関する質問も受け付ける。

令和元年11月12日(火) 菊池公共職業安定所
10：00～12：00
（ハローワーク菊池）
２階会議室

菊池公共職業安定所、
熊本県社協

菊池公共職業安定所
（ハローワーク菊池）
TEL 0968-24-8625

熊本県

福祉のお仕事ミニ面接 事業所ごとにブースを設置。
会2019
人事担当者が求職者と直接面談。
福祉に関する質問も受け付ける。

令和元年11月13日(水) 宇城公共職業安定所
9：30～11：30
（ハローワーク宇城）
２階会議室

宇城公共職業安定所、
熊本県社協

宇城公共職業安定所
ハローワーク宇城
TEL 0964-32-8609

熊本県

福祉の仕事就職面談会 事業所ごとにブースを設置。
2019
人事担当者が求職者と直接面談。
福祉に関する質問も受け付ける。

令和元年11月13日(水) 玉名公共職業安定所
13：30～15：30
（ハローワーク玉名）
２階会議室

玉名公共職業安定所、
熊本県社協

玉名公共職業安定所
（ハローワーク玉名）
TEL 0968-72-8609

大分県

センター＄げんきフェア ・講演会（運動による認知症予防）
2019
・介護の日ポスター表彰式・展示
・生活・介護用品アイデア作品展
・福祉施設製品・軽食販売
・元気のための健康チェック
・こどもワークショップ 他

令和元年11月10日(日) 大分県社会福祉介護研 【主催】大分県社会福祉介 TEL097-552-7000
10:00～15:00
修センター
護研修センター（大分県社 FAX097-552-7002
会福祉協議会）
【共催】大分県、県福祉用
具協会、県介護福祉士会、
県社会福祉士会、認知症
の人と家族の会、介護労
働安定センター、県保健医
療団体協議会 他
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https://www.okk
.or.jp

都道府県
イベント名
イベントの概要
開催期日
会場
主催（・共催）
宮崎県
アクティブシニア向け介 【内容】
令和元年10月1日（火） 【体験施設】
宮崎県社協
護職場体験「介護の担 超高齢化社会を迎えている中で、元気なシニアが「介護助手」とし ～11月30日（土）
県内の介護施設25施設
い手体験事業」
て働きながら、社会参加し、いきいきと活躍できる場を作ることを
目的とした介護の職場体験です。
【体験期間】
最大3日間（1日当たり3～5時間）
【参加条件】
介護に関心のある55歳以上の方
＜申込期間：10月31日（木）まで＞

問い合わせ先
宮崎県社会福祉協議
会長寿社会推進セン
ター
TEL：0985-31-9630

宮崎県

介護の魅力発信番組
「ＫＡＩＧＯへＧＯ！シー
ズン2」

宮崎県

宮崎県福祉保健部長 https://www.jiki.j
p/kaigohego/
寿介護課
TEL:0985-26-7059

宮崎県

みやざき・ひなたの介護 【内容】
令和元年11月10日(日) イオンモール宮崎
フェスタ2019
介護の体験やステージイベント等を行い、介護の魅力を県民にＰ 10:00～16:00
Ｒするためのイベントを開催します。
【出展予定団体】
・宮崎県介護福祉士会、介護労働安定センター宮崎支部、ハロー
ワーク宮崎、宮崎県福祉人材センター、宮崎県介護福祉士養成
校連絡会 など

宮崎県

宮崎県福祉保健部長
寿介護課
TEL:0985-26-7059

宮崎県

「いい日いい日」介護の 「みやざき・ひなたの介護フェスタ2019」と同時進行で、介護につ
日広め隊
いて啓蒙活動をチラシ等で行います。

令和元年11月10日(日) イオンモール宮崎

宮崎県介護福祉士会

一般社団法人宮崎県 http://www.miya
kai.jp/
介護福祉士会
ＴＥＬ：0985-22-3710

宮崎県

介護ウインドの開設

介護労働相談窓口として「介護ウインド」を開設します。当セン
ターの介護労働サービスインストラクター及び介護能力開発アド
バイザーが御相談に応じます。カウンセラー、人材育成コンサル
タント等の専門家によるアドバイスを受けることもできます。
（無料）

令和元年11月5日(火)
～8日（金）

公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
部
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/

宮崎県

介護の職場環境改善促
進事業職場リーダー養
成講座「業務標準の作
り方」【ケアの統一】

【内容】
業務標準の作り方を学びます。
【対象者】
介護事業所の職場リーダー・管理者（候補者も含む）
【定員】
30名
（無料：事前申込み必要）

令和元年11月7日(木) 小林市八幡原市民総合 公益財団法人介護労働安
13：30～15：00
センター
定センター宮崎支部
（宮崎県小林市 堤１０８
－１）

介護の世界でキラキラと働く職員の仕事とプライベートの姿や、特 放送期間
色ある介護施設等を取材し、介護の「今」を映し出すテレビ番組を 令和元年9月～12月
放送します。
（全15回）
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公益財団法人介護労
働安定センター宮崎支
部
ＴＥＬ：0985-31-0261

URL
https://www.pre
f.miyazaki.lg.jp/c
hoju/kenko/kore
sha/2019072310
2141.html

http://www.kaig
ocenter.or.jp/shib
u/miyazaki/

都道府県
イベント名
宮崎県
介護の職場環境改善促
進事業職場リーダー養
成講座「アンガーマネジ
メントを習得する」【基本
編】

イベントの概要
【内容】
アンガーマネジメントを学びます。
【対象者】
介護事業所の職場リーダー・管理者（候補者も含む）
【定員】
30名
（無料：事前申込み必要）
【内容】
・介護現場での人材育成のための本質を探る
・介護職の魅力を見つけてやりがいに繋げる
・自分自身で介護職の魅力を作り出せる人材育成
【対象者】
介護の事業主・管理者・責任者・介護従事者等
【定員】
50名
（無料：事前申込み必要）

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
令和元年11月12日(火) 社会教育センター【カル 公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
13：30～15：00
チャープラザのべおか】 定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
（宮崎県延岡市本小路39
部
番地1）
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/

宮崎県

能力開発啓発セミナー
「介護現場で人材育成
に必要な要素～相手を
想う気持ちをカタチに
～」

令和元年11月13日(水) JA・AZMホール 別館
公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
9：50～11：50
302研修室
定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
（宮崎県宮崎市霧島1-1部
1）
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/

宮崎県

事業者支援セミナー「歯 【内容】
令和元年11月13日(水) JA・AZMホール 別館
公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
科医師直伝！口腔ケア 口腔ケアがもたらす身体的効果にとどまらず、施設収入アップや 13：30～16：30
302研修室
定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
の理解と実践」
離職防止ももたらす簡単で効果的なケアを学びます。
（宮崎県宮崎市霧島1-1部
【対象者】
1）
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/
介護事業所の経営者、管理者等及び介護労働者
【定員】
50名
（有料：事前申込み必要）

宮崎県

介護の職場環境改善促
進事業職場リーダー養
成講座「業務標準の作
り方」【ケアの統一】

【内容】
業務標準の作り方を学びます。
【対象者】
介護事業所の職場リーダー・管理者（候補者も含む）
【定員】
30名
（無料：事前申込み必要）

宮崎県

離職防止に向けた職場
環境改善セミナー「人材
定着のコツ 気付こう！
『介護のセカイ』の魅力」

【内容】
令和元年11月15日(金) JA・AZMホール 本館大 公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
職員の離職防止に焦点をあて、介護現場で働く職員が働きやす 13：00～16：30
ホール
定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
い魅力的な職場環境作りをするために、職員の定着率アップのた
（宮崎県宮崎市霧島1-1部
めに今できるポイントをわかりやすく解説します。
1）
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/
【対象者】
事業主・管理者・責任者・人事担当者
【定員】
120名
（無料：事前申込み必要）

令和元年11月14日(木) 日向・ひと・ものづくりセ 公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
13：30～15：00
ンター
定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
（宮崎県日向市大字日知
部
屋8097番地2）
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/
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都道府県
イベント名
宮崎県
介護労働講習会
短期専門コース「高齢
者の皮膚トラブル＆ケ
ア」

イベントの概要
【内容】
利用者の皮膚のトラブルの気づきやケアの仕方を学びます。
【対象者】
介護事業所の経営者、管理者等及び介護労働者
【定員】
60名
（有料：事前申込み必要）

宮崎県

介護労働講習会
短期専門コース「認知
機能を高めるレクリエー
ション」

宮崎県

物忘れや介護、生活支 【内容】
援などについての無料 ・認知症を介護する家族の相談
相談
・認知症疾患者当事者の相談
・介護や介護の方法について
・日常生活の支援について
・社会資源の活用について
・ボランティア活動の紹介について
・発掘・地域の課題抽出
・高齢者クラブの支援など
（個別相談は事前連絡要）

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
URL
令和元年11月15日(金) JA・AZMホール 別館
公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
10:00～12:00
202研修室
定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
（宮崎県宮崎市霧島1-1部
1）
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/

【内容】
令和元年11月15日(金) JA・AZMホール 別館
公益財団法人介護労働安 公益財団法人介護労 http://www.kaig
考えて手足を使い脳をトレーニングしながら、認知機能を高めるレ 12：50～14：50
202研修室
定センター宮崎支部
働安定センター宮崎支 ocenter.or.jp/shib
クリエーションを学びます。
（宮崎県宮崎市霧島1-1部
【対象者】
1）
ＴＥＬ：0985-31-0261 u/miyazaki/
介護事業所の経営者、管理者等及び介護労働者
【定員】
60名
（有料：事前申込み必要）
令和元年11月5日（火） 串間市大束支所
串間市・串間市社協
～8日（金）13：30～15： （宮崎県串間市大字奈留
00
5225-1）
串間市市木支所
（宮崎県串間市大字市木
７３７５のロ番地）
串間市都井支所
（宮崎県串間市大字都井
2157）
本城支所
（宮崎県串間市大字本城
6040番地）

串間市社会福祉協議
会
ＴＥＬ：0987-72-6943
串間市医療介護課介
護保険係
ＴＥＬ：0987-72-0333

鹿児島県 福祉職場就職支援講座 福祉職場に就職・復職を希望する方々を対象に，福祉についての 令和元年11月16日(土) かごしま県民交流セン
理解を深めてもらうとともに,福祉職場で働くために必要な知識や 13:15～16:30
ター
技術などを学ぶための講座を開催する。
令和元年11月23日(土)
13:15～16:30

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協 http://www.kake
n鹿児島県社会福祉協議会 議会
shakyo.jp/jinzai/
（福祉人材・研修センター） 福祉人材・研修セン
r1.sienkouzatiras
ター
i.pdf
099-258-7888
099-250-9363

鹿児島県 介護の入門的研修

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協 http://www.kake
n鹿児島県社会福祉協議会 議会
shakyo.jp/jinzai/
（福祉人材・研修センター） 福祉人材・研修セン
r01_kaigonyumon
ター
.html
099-258-7888
099-250-9363

介護未経験者が介護に関する基本的な知識や介護業務に携わ 令和元年11月 9日(土) かごしま県民交流セン
る上で身につけておくべき基本的な技術を学ぶための研修を実
08:30～17:00
ター
施する。
11月17日(日)
08:30～17:00
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都道府県
イベント名
イベントの概要
鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

開催期日
会場
令和元年11月5日(火) ハローワーク指宿
10：30～15:00

主催（・共催）
問い合わせ先
ハローワーク指宿
ハローワーク指宿
鹿児島県社会福祉協議会 0993-22-4135
（福祉人材・研修センター） 0993-22-2437

鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

令和元年11月6日(水) ハローワーク大隅
9:30～12:00

ハローワーク大隅
ハローワーク大隅
鹿児島県社会福祉協議会 099-482-1265
（福祉人材・研修センター） 099-482-2141

鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

令和元年11月7日(木)
10:30～15:00

鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

令和元年11月7日(木)
10:00～15:00

鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

令和元年11月12日(火)
10:30～15:00

鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

令和元年11月12日(火)
14：00～16:00

鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

令和元年11月13日(水)
10：00～15:00

鹿児島県 福祉・介護の出張就職 ・福祉・介護の職場へ就職を希望する方向けの社会福祉協議会
相談
福祉人材・研修センターによる出張就職相談

令和元年11月14日(木)
10:00～12:00
（予約制）

沖縄県

第13回「介護の日」講演 介護講談
会

令和元年11月15日(金)
14：00～16：00

沖縄県

「介護の日」イベント

令和元年11月11日(月) 沖縄県総合福祉センター 沖縄県介護福祉士会
12：20～16：40
（那覇市首里石嶺町4373-1）

・映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映会
・語り合い
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URL
http://www.kake
nshakyo.jp/jinzai/j
innzai_informatio
n.html

http://www.kake
nshakyo.jp/jinzai/j
innzai_informatio
n.html
http://www.kake
ハローワーク川内
ハローワーク川内
ハローワーク川内
n鹿児島県社会福祉協議会 0996-22-8609
shakyo.jp/jinzai/j
（福祉人材・研修センター） 0996-22-1607
innzai_informatio
n.html
http://www.kake
ハローワーク鹿屋
ハローワーク鹿屋
ハローワーク鹿屋
n鹿児島県社会福祉協議会 0994-42-4135
shakyo.jp/jinzai/j
（福祉人材・研修センター） 0994-44-9546
innzai_informatio
n.html
ハローワーク加世田
ハローワーク加世田
ハローワーク加世田 http://www.kake
n鹿児島県社会福祉協議会 0993-53-5111
shakyo.jp/jinzai/j
（福祉人材・研修センター） 0993-53-2449
innzai_informatio
n.html
http://www.kake
ハローワーク名瀬
ハローワーク名瀬
ハローワーク名瀬
n鹿児島県社会福祉協議会 0997-52-4611
shakyo.jp/jinzai/j
（福祉人材・研修センター） 0997-52-4602
innzai_informatio
n.html
http://www.kake
ハローワーク国分
ハローワーク国分
ハローワーク国分
n鹿児島県社会福祉協議会 0995-45-5311
shakyo.jp/jinzai/j
（福祉人材・研修センター） 0995-46-5706
innzai_informatio
n.html
ハローワーク宮之城
ハローワーク宮之城
ハローワーク宮之城 http://www.kake
n鹿児島県社会福祉協議会 0996-53-0153
shakyo.jp/jinzai/j
（福祉人材・研修センター） 0996-52-3554
innzai_informatio
n.html
さわふじ未来ホール
沖縄県社協
沖縄県社会福祉協議 http://www.okis
（西原町与那城140番地 （沖縄県、西原町、西原町 会 沖縄県介護実習・ hakyo.or.jp/kaigo
zisyu/
1）
社協）
普及センター
TEL 098-882-1484
FAX 098-882-1486

沖縄県介護福祉士会 https://okikai.co
m/
事務局
TEL 098-887-3344
FAX 098-887-3391
MAIL
okikaigo@gmail.com

都道府県
イベント名
沖縄県
介護フェスタ2019

沖縄県

介護ウィンド開設

イベントの概要
・介護体験
・ラジオ番組内での公開生放送

・介護労働に関する相談窓口の開設
・セミナー・講習会の開催
・介護ロボットの展示・デモ体験（11月29日）

開催期日
会場
主催（・共催）
問い合わせ先
令和元年11月8日(金) サンエー那覇メインプレ 沖縄県介護福祉士養成校 沖縄アカデミー専門学
13：00～20：00
イス2F オープンモール 連絡会
校
（那覇市おもろまち4-4ソーシャルワーク専門
9）
学校
沖縄福祉保育専門学
校
沖縄リハビリテーショ
ン福祉学院
令和元年11月1日(金)
～11月30日（土）
※土日祝日除く
8：30～17：30
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・介護労働安定センター 介護労働安定センター沖
沖縄支部
縄支部
（那覇市前島3-25-5 とま
りんアネックスビル1階）
・ハローワーク那覇 人材
確保・就職支援コーナー
（那覇市おもろまち1-325 1階）

介護労働安定センター
沖縄支部
TEL 098-869-5617
FAX 098-869-5618

URL

http://www.kaig
ocenter.or.jp/shib
u/okinawa/2019
/007379.html

