令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

イベント名

イベントの概要

開催期日

会場

①10月31日（土）11:00～16:30
②11月 1日（日）11:00～16:30
③11月 7日（土）11:00～16:30
④11月 8日（日）11:00～16:30

主催（・共催）

問い合わせ先

リンク先

①小樽市 ウイングベイ小樽
②旭川市 A.s.h「アッシュビ
ル」
北海道
③岩見沢市 であえーる岩 ※委託事業者 株式会社
見沢
電通北海道
④札幌市 イオンモール札幌
発寒

介護のしごと バスツアー
運営事務局（ブロス株式会
リンク先はこちら
社内）
TEL： 011-242-7575

北海道

介護のしごとトークイベ ・トークイベント（介護のしごと魅力トークセッ
ント
ション、展示体験コーナー）

北海道

①10月24日（土）9:00～16:00
②11月14日（土）・12月9日
・バスツアー（介護事業所を訪問し、事業所内
介護のしごとバスツアー
（水） 9:00～16:00
の見学と業務の説明・体験・交流）
③11月28日（土）9:00～16:00
④12月 5日（土）9:00～16:00

【集合場所】
①檜山振興局
②札幌駅
③小樽駅
④岩見沢駅

北海道
※委託事業者 株式会社
電通北海道

介護のしごと バスツアー
運営事務局（ブロス株式会
リンク先はこちら
社内）
TEL： 011-242-7575

青森県

〇知事からの応援メッセージ
令和2年度青森県新介 〇メッセージカード交付
護職員応援イベント
〇講演＆ワーク
『介護現場でイキイキ働けるコツ教えます！』

ウエディングプラザアラスカ
4階 ダイヤモンド
(青森県青森市新町1丁目
11-22)

青森県

公益社団法人青森県老人
福祉協会
TEL 017-731-3755

リンク先はこちら

青森県

あおもり介護の魅力発
信フェスティバル2020×
〇参加型介護福祉系謎解きイベント
MysticMinds(ミステッィク
マインズ)

11月15日(日)
10：00～15：00

公益社団法人青森県老人
サンロード青森
公益社団法人青森県老人
福祉協会
(青森県青森市緑3丁目9-2) 福祉協会
TEL 017-731-3755

リンク先はこちら

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

〇トークセッション
〇福祉〇✖クイズ・介護レクリエーション体験
〇パネル展示ブース
〇ミニ講座「介護と防災を考える」

10月31日(土)
10：00～16：00

ELM(エルムの街)
本館2階エルムホール
（青森県五所川原市大字唐
笠柳字藤巻517-1）

弘前医療福祉大学短期大
弘前医療福祉大学短期大
学部
学部
TEL 0172-27-1001

リンク先はこちら

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

〇トークセッション
〇福祉〇✖クイズ・介護レクリエーション体験
〇パネル展示ブース
〇ミニ講座「介護と防災を考える」

11月7日(土)・8日(日)
10：00～16：00

イオンタウン弘前樋の口
ライトオン前特設会場
（青森県弘前市大字樋の口
2-9-6）

弘前医療福祉大学短期大
弘前医療福祉大学短期大
学部
学部
TEL 0172-27-1001

リンク先はこちら

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

〇トークセッション
〇福祉〇✖クイズ・介護レクリエーション体験
〇パネル展示ブース
〇ミニ講座「介護と防災を考える」

11月14日(土)・15日(日)
10：00～16：00

マエダガーラモール
弘前医療福祉大学短期大
1階特設会場
弘前医療福祉大学短期大
学部
（青森県青森市三好2丁目3- 学部
TEL 0172-27-1001
19）

リンク先はこちら

【延期】 詳細はHPにて
11月10日(火)
13：30～16：30
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令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
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

リンク先

青森県

〇ステップ①
令和2年10月21日(水)
〇ステップ①：高齢者を理解し、体験しよう！
〇ステップ②
〇ステップ②：対人コミュニケーションを身に
R2知ろう学ぼう♯介護
令和2年11月4日(水)
つけよう！
(福祉施設就労支援・体
〇ステップ③
〇ステップ③：介護技術のコツを学ぼう！
験講習会)
令和2年11月18日(水)
〇ステップ④：介護現場への就職は難しい
〇ステップ④
の？
令和2年12月2日(水)
※全日程 9：50～12：00

県民福祉プラザ
2階多目的室2A・3階介護実
習室
青森県福祉人材センター
（青森県青森市中央3丁目
20-30）

青森県福祉人材センター
TEL 017-777-0012

岩手県

「介護の日」フェスタ

福祉・介護に関する展示、資料配架

11月7日（土）

「イオンモール盛岡南」
盛岡市本宮7丁目1-1

岩手県介護福祉士会

岩手県介護福祉士会
TEL：019-637-4527
FAX：019-637-9612

宮城県

福祉のしごと面談会ｉｎ
塩釜

・求人事業所との個別面談
・福祉人材センター相談コーナー

11月4日(水)
13：00～15：00

ハローワーク塩釜
（塩釜市港町1-4-1 マリン
ゲート塩釜3階）

ハローワーク塩釜
宮城県福祉人材センター

ハローワーク塩釜
022-362-3361
宮城県福祉人材センター
022-262-9777

リンク先はこちら

福祉のしごと面談会ｉｎ
気仙沼

・求人事業所との個別面談
・ナース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
・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

11月6日(金)
13：30～15：00

ハローワーク気仙沼
ハロ－ワーク気仙沼
宮城県福祉人材センター
（気仙沼市古町3-3-8 気仙 （協力・宮城県看護協会，宮
沼駅前プラザ2階）
城県保育協議会）

ハローワーク気仙沼
0226-24-1716
宮城県福祉人材センター
022-262-9777

リンク先はこちら

宮城県福祉人材センター
022-262-9777

リンク先はこちら

宮城県

宮城県

宮城県

宮城県

宮城県

リンク先はこちら

福祉のしごと面談会ｉｎ
大河原

・求人事業所との個別面談
・福祉人材センター相談コーナー

11月19日(木)
13：30～15：30

大河原町駅前コミュニティセ
ンター オーガ2階イベント
ホール
宮城県福祉人材センター
（大河原町大谷字町向1264）

福祉のしごと面談会ｉｎ
石巻

・求人事業所との個別面談
・ナース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
・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

11月20日(金)
10：00～12：00
13：30～15：30

ハローワーク石巻
（石巻市泉町4-1-18）

ハローワーク石巻
宮城県福祉人材センター
（協力・宮城県看護協会，宮
城県保育協議会）

ハローワーク石巻
0225-95-0158
宮城県福祉人材センター
022-262-9777

リンク先はこちら

福祉のしごと面談会ｉｎ
大崎

・求人事業所との個別面談
・ナース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
・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

11月27日(金)
13：00～15：00

大崎市古川保健福祉プラ
ザ・ｆプラザ 2階多目的ホー
ル
（大崎市古川三日町2-5-1）

ハローワーク古川
宮城県福祉人材センター
（協力・宮城県看護協会，宮
城県保育協議会）

ハローワーク古川
0229-22-2305
宮城県福祉人材センター
022-262-9777

リンク先はこちら

福祉のしごとフェア

・求人事業所とのミニ面談会
・介護職・保育職セミナー
・介護・医療・保育のお仕事相談会

ハローワーク仙台 人材総合
支援コーナー
宮城県福祉人材センター
（協力・宮城県看護協会，宮
城県保育協議会）

ハローワーク仙台 人材総
合支援コーナー
022-299-8820
宮城県福祉人材センター
022-262-9777

リンク先はこちら

11月9日(月)～11月27日(金)
ハローワーク仙台
平日のみ
（仙台市宮城野区榴岡4-2-3
９：３0～12：00
仙台MTビル5階）
13：30～16：00
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令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

イベント名

イベントの概要

開催期日

会場

11月9日（月）
第一部12：30～14：00
第二部14：30～16：00
各部先着50名

主催（・共催）

問い合わせ先

山形ビッグウイング
（山形市平久保100）

山形労働局、ハローワーク
やまがた、ハローワークむ
山形県福祉人材センター
らやま、ハローワークさが
電話023-633-7739
え、山形県、山形県福祉人
ハローワークやまがた
材センター、介護労働安定
電話023-684-1521
センター山形支所、山形県
ナースセンター

リンク先はこちら

リンク先はこちら

リンク先はこちら

山形県

福祉のしごとフェア2020 面談コーナー、就職相談コーナー、しごとの悩
介護就職デイ就職面談 み相談コーナー、再就職誦備金貸付案内コー
会
ナー、事業所紹介ムービー

山形県

面談会（予約制、面談時間は１回あたり１５分
以内、複数のブースで面談可能）、福祉のし
福祉のしごと 就職フェ ごと就職相談コーナー、看護のしごと相談
11月13日（金）13：00～15：30
ア(米沢)
コーナー、ハローワーク相談コーナー、仕事
の悩み相談コーナー、ＫＡｉＧＯ ＰＲｉＤＥ動画
上映＆写真展

グランドホクヨウ
（米沢市金池2丁目3－7）

ハローワーク米沢、山形労
山形県福祉人材センター
働局、山形県福祉人材セ
電話023-633-7739
ンター、介護労働安定セン
ハローワーク米沢
ター山形支所、（共催 山
電話0238-22-8155
形県ナースセンター）

埼玉県

福祉の仕事 地域就職
相談会
・求人事業所との個別面談
本庄会場

本庄市民文化会館
（埼玉県本庄市北堀1422番
地3）

埼玉県
埼玉県社会福祉協議会
（・本庄市社会福祉協議
会）

埼玉県

介護就職デイ 就職面
接会

11月11日(水)
12:00～14：15

面接会（人材センター・介護の魅力ＰＲ隊 相
談ブース対応）

11月12日（木）
13:30～16:00

川口駅前市民ホール フレン
ディア
ハローワーク川口
（川口市川口１－１－１
ハローワーク王子
キュ・ポラ本館棟４階）
パレスホテル大宮
埼玉県
(さいたま市大宮区桜木町1- 埼玉県社会福祉協議会
7-5)
（・全国社会福祉協議会）

埼玉県社会福祉協議会
福祉人材センター
電話：048-833-8033
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
＃）
埼玉県社会福祉協議会
福祉人材センター
電話：048-833-8033

埼玉県

福祉の仕事就職フェア

・求人事業所との個別面談

11月16日(月)
12：00～15：30

埼玉県

福祉の仕事 地域就職
・求人事業所との個別面談
相談会 所沢会場

11月27日(金)
12:00～14:15

所沢市こどもと福祉の未来
館
（所沢市泉町１８６１番地の
１）

埼玉県

社会福祉施設職場ミニ
・求人事業所との個別面談
説明会＆最新介護機器
・介護機器の展示・体験
体験 inすこやかプラザ

11月27日（金）
13：00～16：30

埼玉県社会福祉協議会
彩の国すこやかプラザ
埼玉県埼玉県社会福祉協 福祉人材センター
(さいたま市浦和区針ヶ谷4議会
電話：048-833-8034
2-65)

新潟県

・認知症サポーター養成講座
・介護福祉士養成施設写真展示
介護の日県民のつどい ・栄養、看護に関する展示（案）
・介護予防等に関する展示（案）
・就職相談

新潟日報メディアシップ 20
階そらの広場
新潟市中央区万代3-1-1

11月14日(土)
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リンク先

埼玉県
埼玉県社会福祉協議会
（・所沢市社会福祉協議
会）

埼玉県社会福祉協議会
福祉人材センター
電話：048-833-8033

・新潟県
・新潟県介護福祉士会
・日本介護福祉士養成施 新潟県福祉人材センター
設協会 関東信越ブロック 025-281-5523
新潟県部会
・新潟県福祉人材センター

リンク先はこちら

リンク先はこちら

リンク先はこちら

リンク先はこちら

令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

イベント名

イベントの概要

富山県

第７回富山県介護職員
応援事業表彰式及び令
県内で活躍する中堅介護職員の表彰及び県
和２年度富山県ホーム
民から応募のあった介護川柳入賞者の表
ヘルパー協議会 介護
彰、記念講演
川柳募集事業入賞者表
彰式

石川県

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

石川県

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

石川県

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

石川県

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

三重県

特設サイトを開設し、実施。
（特設サイトコンテンツ）
・特別講演会「愛し方はみんな違う。悔しくても
情けなくても私は愛したい」女優 渡辺 えり
氏
・オンライン上映会①「ケアニン～こころに咲く
Web版 みえ介護フェア 花～」
2020
・オンライン上映会②「僕とケアニンとおばあ
「観て、聴いて、参加し ちゃんたちと。」
て 介護を知ろう」
・みえ介護技術コンテスト
・輝く未来のケアニンたち！
・福祉・介護を学ぶ高校生の声
・福祉・介護機器、介護ロボット等の紹介
・のぞいてみよう介護のお仕事
・わたしの介護フォトコンテスト

開催期日

会場

主催（・共催）

問い合わせ先

リンク先

主催：富山県福祉人材確
保対策会議
共催：富山県ホームヘル
パー協議会

富山県社会福祉協議会
（富山県健康・福祉人材セ
ンター）TEL076-432-6156

七尾サンライフプラザ
（七尾市本府中町ヲ38）

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・小松・白山

石川県福祉の仕事マッチン
グサポートセンター
リンク先はこちら
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

こまつ芸術劇場うらら
（小松市土居原町710）

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・小松・白山

石川県福祉の仕事マッチン
グサポートセンター
リンク先はこちら
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

11月15日（日）
13:00～15:00

白山市民交流センター
（白山市倉光2丁目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・小松・白山

石川県福祉の仕事マッチン
グサポートセンター
リンク先はこちら
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

12月10日（木）
13:00～15:00

石川県
石川県本多の森庁舎内会議 石川県福祉の仕事マッチ
室
ングサポートセンター
（金沢市石引4-17-1）
（共催）ハローワーク金沢・
七尾・小松・白山

石川県福祉の仕事マッチン
グサポートセンター
リンク先はこちら
TEL 076-234-1151
FAX 076-234-1153

特設サイト上で開催

社会福祉法人三重県社会
福祉協議会
三重県福祉人材センター

富山県民会館304号室
富山市新総曲輪4-18

11月7日（土）
10：00～12：00

（被表彰者、関係者のみ入場
可）

10月4日（日）
13:00～15:00

10月17日（土）
13:00～15:00

特設サイト公開期間
11月9日(月)～15日(日)

https://mie-kaigofair.jp/

三重県
三重県社会福祉協議会

059-227-5160
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リンク先はこちら

令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
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

公益財団法人介護労働安定
センター滋賀支所
公益財団法人介護労働安
11月1日(日)～11月30日(月)
公益財団法人介護労働安
大津市中央３丁目１-８大津
定センター
8:30～17:00
定センター
第一生命ビル10階
077-527-2029

リンク先

滋賀県

介護ウインド開設

介護労働に関する相談窓口オープン

滋賀県

介護の日啓発取組

ホームページにより介護に関する啓発を行う

ふく・楽ＣＡＦÉ

Ｚｏｏｍを利用したオンラインまたは対面式で、
「子育ての先輩」が、職場の紹介や子育ての
中の様々な働き方、キャリアアップについて紹
介する。

11月10日(火)
10:30～11:30

滋賀マザーズジョブステー
ション草津駅前
滋賀県介護・福祉人材セン
草津市大路１丁目１-１エル 滋賀県介護・福祉人材セン
ター
リンク先はこちら
ティ932 ３階
ター
077-567-3925
（オンライン参加は自宅等か
ら）

滋賀県

職場ガイダンスと就職
説明会

職場ガイダンスは各圏域のハローワークと連
携し、介護・福祉の仕事は初めてという方に
向け、福祉職場の種類や福祉の資格につい
て説明する。職場ガイダンスに続き、福祉の
職場に関心を持つ求職者に対し、福祉事業
所の職員による就職説明会を実施する。

11月11日(水)
13:00～15:00

ハローワーク甲賀
滋賀県介護・福祉人材セン
滋賀県介護・福祉人材セン
甲賀市水口町本町３丁目１ター
リンク先はこちら
ター
16
077-567-3925

滋賀県

かいご・ふくし就職説明 長浜市と米原市の介護・福祉サービス事業所
会
がブースを出展し、職場説明を行う。

11月14日(土)
14:00～16:00

長浜市民交流センター
長浜市地福寺町４-36

滋賀県湖北介護・福祉人
材センター

滋賀県

介護のお仕事フェス
2020

11月28日(土)
13:00～17:00

栗東芸術文化会館さきら
栗東市綣２丁目１-28

栗東市、草津市、守山市、
栗東市
野洲市、滋賀県南部介護
077-553-1234（代表）
サービス事業者協議会

滋賀県

兵庫県

福祉のしごと職場見学
バスツアー

湖南圏域に事業所を有する20法人がブース
を出展し、施設で働く職員が面接し、直接相
談や質問に答える。リモートでの実施も検討
中

●福祉施設での職場見学会

11月4日(水)～11月17日(火) 長浜市ホームページ

長浜市

①特別養護老人ホーム常寿
園、ふぁ～みんの里明石
②さくら工房、セ・ラ・ヴィ
③赤穂精華園、特別養護老
人ホームネバーランド
(福)兵庫県社会福祉協議
④オアシス千歳、カネディア
会
ンヒル
⑤ライフゆう・シーズゆう、児
童発達支援センターおかば
学園・障害者支援施設ひだ
まり園

①10月31日(土）
12：30～17：00
②11月17日（火）
8：45～12：45
③11月24日（火）
12：45～17：15
④11月28日（土）
12：45～17：15
⑤12月1日（火）
12：45～17：00
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長浜市
0749-62-4111（代表）

滋賀県湖北介護・福祉人
材センター
0749-64-5125

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

リンク先はこちら

リンク先はこちら

リンク先はこちら

リンク先はこちら

令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

イベント名

イベントの概要

開催期日

会場

●吉本お笑いレク講演
講演：「レギュラーの知っておきたい介護の
話」
講師：吉本芸人 レギュラー
兵庫県

介護の日イベント

兵庫県

ハローワーク洲本
介護就職デイ
（面接会）

兵庫県

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

●人生の最終段階に向けての県民フォーラ
ム
講演：「写真講演：家族を看取る～地域での看
取りの現場から」
講師：写真家 ジャーナリスト 國森 康弘 氏
●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コー
ナー

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
和歌山県
援研修会
確認を通じ、有資格者等の再就職を支援

介護等福祉分野の就職説明会により就職の
福祉・介護・保育のしご
和歌山県
ための情報提供と介護に関する広報・啓発を
と就職相談会・面接会
実施

ワークプラザ紀ノ川にお
和歌山県 ける保育(福祉・介護)の 介護等福祉分野への就職のための情報提供
相談コーナー

令和2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
和歌山県 介護・保育の就職フェア
に関する相談コーナー
わかやま

ハローワーク新宮にお
和歌山県 ける福祉・介護のお仕
事出張相談

介護等福祉分野への就職のための情報提供

主催（・共催）

問い合わせ先

神戸ハーバーランド ホテル
一般社団法人兵庫県老人
クラウンパレス神戸
一般社団法人兵庫県老人 福祉事業協会
（神戸市中央区東川崎町1- 福祉事業協会
TEL:078-291-2455
3-5）

11月11日（水）
13：00～16：15

11月16日（月）
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
(洲本市塩屋2-4-5)

11月16日（月）
13：00～15：30

ハローワーク姫路
（姫路市北条字中道２５０）

ハローワーク洲本

ハローワーク洲本
職業相談・求人部門
TEL:0799-22-0620

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

リンク先

リンク先はこちら

10月30日(金)

社会福祉法人和歌山県社
和歌山ビッグ愛 8F801会議
社会福祉法人和歌山県社 会福祉協議会 和歌山県
室
会福祉協議会
福祉人材センター
（和歌山市手平2-1-2）
電話073-435-5211

11月1日(日)

社会福祉法人田辺市社会
新宮市役所別館 大会議室 社会福祉法人田辺市社会 福祉協議会 紀南福祉人
（和歌山県新宮市春日1-1） 福祉協議会
材バンク
電話0739-26-4918

11月11日(水)

社会福祉法人和歌山県社
ワークプラザ紀ノ川
社会福祉法人和歌山県社 会福祉協議会 和歌山県
（和歌山県岩出市野上野97） 会福祉協議会
福祉人材センター
電話073-435-5211

リンク先はこちら

11月14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県社 会福祉協議会 和歌山県
会福祉協議会
福祉人材センター
電話073-435-5211

リンク先はこちら

11月17日(火)

ハローワーク新宮
（和歌山県新宮市神倉4-24）

社会福祉法人田辺市社会
社会福祉法人田辺市社会 福祉協議会 紀南福祉人
福祉協議会
材バンク
電話0739-26-4918
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リンク先はこちら

令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

イベント名

イベントの概要

ハローワーク御坊にお
和歌山県 ける保育(福祉・介護)の 介護等福祉分野への就職のための情報提供
相談コーナー

岡山県

会場
ハローワーク御坊
（和歌山県御坊市湯川町財
部９４３）

11月18日(水)

１．内容 【期間：令和2年９月 ～ 令和３年３
月】
（１）特設ＷＥＢサイト「11月11日介護の日岡
山オンラインフェス」開設
（２）山陽新聞対談「2025年問題を考える ～
岡山のフクシ・カイゴ～」 11月11日新聞広告
掲載
第1回おかやま総合福
（３）「11月11日介護の日岡山」協力企業と連
特設WEBサイト
祉・介護フェア「11月11
携した広報啓発・最新の福祉機器をご紹介
令和2年9月 ～ 令和3年3月 11月11日介護の日
日介護の日岡山オンラ
（４）「11月11日介護の日岡山」川柳募集
岡山オンラインフェス
インフェス」
＊応募受付8月20日～9月30日
＊入賞作品発表は、11月11日特設サイト上に
て
（５）福祉の就職総合フェア岡山冬（令和3年2
月13日～14日開催予定）
（６）その他

高知県

「ＷＥＢこうち介護の日
フェスタ2020」

高知県

かいごの日就職面接会 面接会

介護の日ポスター・作文コンテストや福祉・介
護の普及啓発のＰＲ

・高校生による福祉体験発表
・KAiGO PRiDE座談会
熊本県

開催期日

介護の日inくまもと2020
（集客形式のイベントは実施しない。
様子を録画し、後日動画配信。）

11月11日（水）～

11月11日(水)

11月8日（日）
動画配信：11月11日(水)

主催（・共催）

問い合わせ先

社会福祉法人和歌山県社
社会福祉法人和歌山県社 会福祉協議会 和歌山県
会福祉協議会
福祉人材センター
電話073-435-5211

リンク先はこちら

岡山県社会福祉協議会
岡山県福祉・介護人材確
福祉人材センター
保推進協議会（岡山県、岡
ＴＥＬ086-226-3507
山県社会福祉協議会）
FAX 086-801-9190

リンク先はこちら

ＷＥＢ開催

高知県地域福祉部
地域福祉政策課
福祉・介護人材対策室

高知県地域福祉部
地域福祉政策課
福祉・介護人材対策室
ＴＥＬ： 088-823-9631

安芸市寿町2番8号
安芸市総合社会福祉セン
ター

安芸人材バンク
高知県福祉人材センター
安芸ハローワーク

安芸福祉人材バンク
0887-35-2915

熊本市国際交流会館
介護の日inくまもと
（熊本市中央区花畑町4−18）
実行委員会

熊本県健康福祉部
長寿社会局高齢者支援課
ＴＥＬ 096-333-2215

熊本県

ハローワーク菊池
福祉のお仕事説明会
2020

・事業所ごとにブースを設置
・事業所の人事担当者と直接面談
・福祉に関する相談

11月10日（火）
10：00～11：30
13：30～15：00

菊池公共職業安定所
２階会議室
（ハローワーク菊池）
（菊池市隈府771-1）

菊池公共職業安定所、
熊本県社会福祉協議会

菊池公共職業安定所
（ハローワーク菊池）
TEL 0968-24-8625

熊本県

ハローワーク玉名
・事業所ごとにブースを設置
福祉のお仕事就職面談 ・事業所の人事担当者と直接面談
会2020
・福祉に関する相談

11月11日（水）
9：30～11：30

玉名公共職業安定所
２階会議室
（ハローワーク玉名）
（玉名市中1334-2）

玉名公共職業安定所、
熊本県社会福祉協議会

玉名公共職業安定所
（ハローワーク玉名）
TEL 0968-72-8609
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リンク先

リンク先はこちら

令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

イベント名

イベントの概要

熊本県

ハローワーク宇城
・事業所ごとにブースを設置
福祉のお仕事ミニ面接 ・事業所の人事担当者と直接面談
会2020
・福祉に関する相談

熊本県

ハローワーク球磨
福祉のお仕事面談会
2020

熊本県

令和2年度介護就職デ
・就職面接会
イ
・看護、福祉のお仕事相談コーナー
（就職面接会）

大分県

宮崎県

宮崎県

公開介護講演会
「ほめる生き方」

・事業所ごとにブースを設置
・事業所の人事担当者と直接面談
・福祉に関する相談

自分も家族も笑顔になる、介護にも活かせる
「ほめる生き方」
講師：小野寺 美和氏
日本支援助言士協会業務執行理事

介護に関するクイズを出題し、その解説を介
護福祉士や介護福祉士養成校の教員等が行
介護の魅力発信番組
います。
「KAIGOへGO！シーズ
家族みんなで介護について考え、介護をよ
ン３」
り身近なものに感じてもらう番組を放送しま
す。

「いい日いい日」
介護の日 広報

宮崎県介護福祉士会のSNSを活用し、「介
護の日」についての周知広報活動を行う。

開催期日

会場
宇城公共職業安定所
２階会議室
（ハローワーク宇城）
（宇城市松橋町松橋266）

主催（・共催）

問い合わせ先

宇城公共職業安定所、
熊本県社会福祉協議会

宇城公共職業安定所
ハローワーク宇城
TEL 0964-32-8609

球磨公共職業安定所
１階会議室
球磨公共職業安定所、
（ハローワーク球磨）
熊本県社会福祉協議会
（人吉市下薩摩瀬町1602-1）

球磨公共職業安定所
（ハローワーク球磨）
TEL 0966-24-8609

11月19日（木）
9：15～10：30

天草公共職業安定所
2階会議室
（ハローワーク天草）
（天草市丸尾町16-48）

天草公共職業安定所
（ハローワーク天草）
TEL 0969-22-8609

11月8日（日）
13：30～15：00

大分県社会福祉協議会
大分県社会福祉介護研修セ
（大分県社会福祉介護研
ンター
修センター）

11月11日（水）
9：30～11：30

11/11(水)、11/17(火)、
11/18(水)、11/19(木)、
11/24(火)、11/25(水)
9：30～11：30

放送期間
９月～12月
（全15回）

天草公共職業安定所、
熊本県社会福祉協議会

宮崎県

大分県社会福祉介護研修
センター
TEL:０９７-５５２-６８８８

宮崎県福祉保健部長寿介
護課

リンク先

リンク先はこちら

リンク先はこちら

電話：0985-26-7059

11月１日（日）～11月15日（日）

宮崎県介護福祉士会

一般社団法人
宮崎県介護福祉士会
電話：(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、ご相
談に応じます。
11月９日（月）～11月12日（木）
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）
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介護労働安定センター宮
崎支部

公益財団法人
介護労働安定センター宮
崎支部
電話：0985-31-0261

リンク先はこちら

令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

宮崎県

イベント名

イベントの概要

【内容】
介護の職場環境改善促 職員のやる気が上がる構築方法を学びま
進事業
す。
職場リーダー養成講座 【対象】
「介護現場の職場研修
介護事業所の職場リーダー・管理者（候補
体系」
者を含む）
（無料：事前申込み必要））
【内容】
人を動かすコミュニケーションの方法を学び
介護の職場環境改善促
ます。
進事業
【対象】
職場リーダー養成講座
介護事業所の職場リーダー・管理者（候補
「コミュニケーション」
者を含む）
（無料：事前申込み必要）
【内容】
介護職として多職種との連携・共同を学びま
す。
介護労働講習短期専門 【対象】
コース
介護の事業主・管理者・責任者（人材育成・
「終末期のかかわり方」 人事担当者）介護従事者等
【定員】
６０名
（有料：事前申込み必要）
【内容】
介護の職場環境改善促 職員のやる気が上がる構築方法を学びま
進事業
す。
職場リーダー養成講座 【対象】
「介護現場の職場研修
介護事業所の経営者、管理者等、および介
体系」
護労働者
（無料：事前申込み必要）

開催期日

主催（・共催）

日南市生涯学習センター ま
介護労働安定センター宮
なびピア ２Ｆ：視聴覚室
崎支部
（宮崎県日南市木山2-4-44）

11月５日（木）
13：30～15：00

問い合わせ先
公益財団法人
介護労働安定センター宮
崎支部

リンク先

リンク先はこちら

電話：0985-31-0261

小林市地域・観光交流セン
ター「ＫＩＴＴＯ小林」 ２Ｆ交流
介護労働安定センター宮
スペース
崎支部
（宮崎県小林市細野182916）

11月10日（火）
13：30～15：00

11月12日（木）
10：00～14：50

ＪＡ・ＡＺＭ 別館３０２研修室 介護労働安定センター宮
（宮崎県宮崎市霧島1-1-1） 崎支部

公益財団法人
介護労働安定センター宮
崎支部

リンク先はこちら

電話：0985-31-0261

公益財団法人
介護労働安定センター宮
崎支部

リンク先はこちら

電話：0985-31-0261

11月13日（金）
13：30～16：30

ＪＡ・ＡＺＭ 別館３０２研修室 介護労働安定センター宮
（宮崎県宮崎市霧島1-1-1） 崎支部

公益財団法人
介護労働安定センター宮
崎支部

リンク先はこちら

電話：0985-31-0261

福祉職場に就職・復職を希望する方々を対象
に，福祉についての理解を深めてもらうととも
鹿児島県 福祉職場就職支援講座
に，福祉現場で働くために必要な知識や技術
などを学ぶための講座を開催する。

11月７日（土）

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施する。

11月 6日（金）
11月12日（木）
11月14日（土）

鹿児島県 介護の入門的研修

会場
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かごしま県民交流センター

・鹿児島県
・鹿児島県社会福祉
協議会

鹿児島県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
ＴＥＬ：099-258-7888
FAX ：099-250-9363

リンク先はこちら

薩摩川内市総合福祉会館

・鹿児島県
・鹿児島県社会福祉
協議会

鹿児島県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
ＴＥＬ：099-258-7888
FAX ：099-250-9363

リンク先はこちら

令和2年度「介護の日」関連イベント一覧
都道府県

イベント名

イベントの概要

介護職場の人事担当者と就職希望者との就
鹿児島県 介護の職場就職面談会 職面談会を開催し、介護等職場の人材確保
及び就職希望者の求職活動の支援を図る。

概ね５５歳以上で、介護や介護の仕事に興
介護職場シニア就職応 味・関心がある方を対象に，シニアの方々が
鹿児島県
援セミナー
期待され活躍できる仕事について理解しても
らうセミナーを開催する。

開催期日

会場

11月28日（土）

11月28日（土）
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主催（・共催）

問い合わせ先

薩摩川内市総合福祉会館

・鹿児島県
・鹿児島県社会福祉
協議会

鹿児島県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
ＴＥＬ：099-258-7888
FAX ：099-250-9364

薩摩川内市総合福祉会館

・鹿児島県
・鹿児島県社会福祉
協議会

鹿児島県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
ＴＥＬ：099-258-7888
FAX ：099-250-9364

リンク先

リンク先はこちら

