【厚生労働省

平成29年度 職場説明会・合同説明会 12～1月開催予定

後援名義申請】 福祉の就職総合フェア

開催地一覧（平成29年度）

【１２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

栃木県

職場説明会

福祉・保育のお仕事就職フェア・ 平成29年12月16日(土) とちぎ健康の森
（福祉）栃木県福祉人材・研修 http://www.tochigikenshakyo.jp/
・職場説明会
県央エリア
13:00～15:30
（宇都宮市駒生町3337- センター
・相談コーナー
1）
028-643-5622
（保育）とちぎ保育士・保育所支
援センター
028-307-4194

社会福祉法人、医療法人、
学校法人ほか

群馬県／
高崎市

面接会

ミニMini就職面接会

平成29年12月20日(水) 高崎市総合福祉センター 高崎市福祉人材バンク
10:30～12:00
（高崎市末広町115-1） 027-324-2761

・個別面談
http://takasaki-shakyo.or.jp/
・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／
太田市

面接会

ミニ就職面接会

平成29年12月9日（土） 桐生市総合福祉センター 太田市福祉人材バンク
13:30～15：30
（桐生市新宿3-3-19）
0276-48-9599

・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

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

10月13日（金）
中野区産業振興センター
中野区社協
平成29年12月19日(火)
日暮里サニーホール
荒川区社協
13～16時
（荒川区東日暮里5-50- 03-3802-3338
5）

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

社会福祉法人、株式会社、
医療法人ほか

【主催】社会福祉法人 中野区社会福祉協議会、
【主催】荒川区、社会福祉法人
荒川区社会福 【後援】中野区
祉協議会、社会福祉法人東京都福祉協議会
東京都福祉人材センター
【共催】ハローワーク足立、荒川区介護サービス
事業者連絡協議会

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年12月3日（日） 大田区産業プラザPio
大田区社協
13～16時
2階小展示ホール
03-3736-2266
（大田区南蒲田1-20-20）

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談コーナー
・仕事内容の説明
・現役職員によるトークセッション

社会福祉法人

【主催】大田区社協、大田区社会福祉法人協議
会、東京都福祉人材センター
【共催】ハローワーク大森

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成29年12月16日(土) 板橋区立グリーンホール 板橋区社協「はつらつシニアい http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
11～15時
2階
たばし」
nzai/
・相談コーナー
（板橋区栄町36-1）
03-5943-1300

社会福祉法人

【主催】板橋区社会福祉法人施設等連絡会、板
橋区、板橋区社協アクティブシニア就業支援セ
ンター、東京都福祉人材センター
【共催】ハローワーク池袋

岐阜県

職場説明会

福祉の仕事就職総合フェア2017 平成29年12月2日（土） 岐阜市文化センター
第2回
10:00～17:00
（岐阜市金町5-7-2）

静岡県／
浜松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成29年12月7日（木） 浜松市福祉交流センター 福祉人材バンク
9:30～11:30
（浜松市中区成子町140- 053-458-9205
8）
2階21会議室

http://p.tl/jHez

・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／
浜松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成29年12月14日
（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター 福祉人材バンク
（浜松市中区成子町140- 053-458-9205
8）
2階21会議室

http://p.tl/jHez

・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／
浜松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成29年12月21日
（木）
9:30～11:30

浜松市福祉交流センター 福祉人材バンク
（浜松市中区成子町140- 053-458-9205
8）
2階21会議室

http://p.tl/jHez

・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／
浜松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成29年12月22日
（金）
10:00～12:00

ハローワーク浜松浅田庁 福祉人材バンク
舎
053-458-9205
（浜松市中区浅田町502）
3階会議室

http://p.tl/jHez

・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

岐阜県福祉人材総合対策セン http://www.winc.or.jp/
ター
058-276-2510

主な内容

（設置主体）

共催団体

・求人事業所面談コーナー
社会福祉法人、医療法人ほ 全国社会福祉協議会
・福祉の仕事就職セミナー・求人事 か
ハローワーク岐阜
業所プレゼンコーナー
・福祉の仕事相談コーナー
・保育士相談コーナー
・関係機関求人情報提供コーナー
・福祉の現場コーナー

後援団体

厚生労働省

【厚生労働省

平成29年度 職場説明会・合同説明会 12～1月開催予定
平成29年12月16日
（土）
13:00～16:00

職場説明会

京都府

職場説明・面 介護・福祉職場 相談＆面接会 平成29年12月21・22日 京都府総合社会福祉会 京都府福祉人材・研修センター http://fukujob.kyoshakyo.or.jp
・事業所との面談コーナー
接会
15:30～17:30
館（京都市中京区清水町
375）

介護のしごと就職相談会＆面接 平成29年12月18日
会
（月）
14:00～17:00

名古屋国際会議場
愛知県福祉人材センター
（愛知県名古屋市熱田区 tel:052-212-5519
熱田西町1番1号）
fax:052-212-5520

職場説明会

和歌山県
／紀南地
区

職場説明会

"地域別福祉の就職フェア
in橿原"

社会福祉法人、医療法人ほ 全国社会福祉協議会
か

平成29年12月9日(土)
11：30～16：00

奈良県社会福祉総合セ
ンター
（橿原市大久保町32011）

社会福祉法人、医療法人ほ 奈良県
http://www.nara-shakyo.jp・未経験・復職応援カフェ
・福祉施設・事業所との面談コー
か
ナー
・福祉のお仕事・資格相談コーナー
・中高年齢者相談コーナー
・福祉の職場体験相談コーナー

平成29年12月（予定）
13:00～

佐野会館
（新宮市佐野1丁目9-9）

奈良県福祉人材センター
0744-29-0160

紀南福祉人材バンク
TEL 0739-26-4918

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

社会福祉法人、医療法人ほ
か

①出展法人面接ブース
http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/
②面接会直前セミナー
③証明写真コーナー
④福祉のお仕事相談コーナー
⑤職場体験登録コーナー
⑥事業所パネル展示
⑦事業所リアルQ&Aコーナー

介護未経験の中高年齢等就職
相談会

県外保育士養成校の学生と県
内保育所との相談会

・職場説明会
・相談コーナー
・求職登録コーナー

大阪社会福祉指導セン 大阪福祉人材支援センター
ター
06-6762-9006
（大阪市中央区中寺1-154）

職場説明・面接会

奈良県

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

開催地一覧（平成29年度）

愛知県

大阪府

福祉・介護の就職総合フェア

後援名義申請】 福祉の就職総合フェア

社会福祉法人、医療法人、
株式会社ほか

http://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

大阪府

全国社会福祉協議会
和歌山県社会福祉協議会

大阪労働局・ハローワーク
大阪市域労働ネットワーク

和歌山県

厚生労働省
安定所
業安定所

田辺公共職業
新宮公共職

社会福祉法人、医療法人他

島根県

職場説明会

平成29年12月13日
（水）

広島文化学園短期大学 島根県福祉人材センター
0852-32-5957

https://www.shimanefjc.com/

・島根県内保育園との相談コーナー 社会福祉法人等

長崎県

職場説明・面 平成29年度 福祉・介護の就職 平成29年12月9日（土） 長崎県総合福祉センター 長崎県社会福祉協議会 福祉人 http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/index2.php
・合同面談会
接会
合同面談会～福祉・介護の就職 13:00～16:00
（長崎市茂里町3-24）
材研修センター
・各種相談コーナー
総合フェア2017《冬》～
TEL:095-846-8656

長崎県内で福祉施設・事業
所を運営する法人

全国社会福祉協議会
長崎県
長崎公共職業安定所

厚生労働省、長崎労働局、佐世保公共職業安定
所、諫早公共職業安定所、大村公共職業安定所、
島原公共職業安定所、江迎公共職業安定所、五島
公共職業安定所、対馬公共職業安定所、長崎公共
職業安定所西海出張所、対馬公共職業安定所壱岐
出張所、フレッシュワーク、介護労働安定センター長
崎支部、長崎県社会福祉法人経営者協議会、長崎
県老人福祉施設協議会、長崎県知的障がい者福祉
協会、長崎県授産施設協議会、長崎県身体障害児
者施設協議会、長崎県児童養護施設協議会、長崎
県市町社会福祉協議会連絡協議会

【厚生労働省

平成29年度 職場説明会・合同説明会 12～1月開催予定

後援名義申請】 福祉の就職総合フェア

開催地一覧（平成29年度）

職場説明・面 "福祉・介護就職合同面談会
平成29年12月9日（土） 佐世保市労働福祉セン 佐世保福祉人材バンク
接会
～福祉・介護の就職総合フェア 10：30～12：30
ター
0956-24-1184（直通）
2017～"
13：30～15：30
（佐世保市稲荷町2番28 0956-23-3174（社協代表）
号）

・合同面談会（午前の部：10事業
http://www.sasebo-shakyo.or.jp/
所、午後の部：12事業所）

大分県

職場説明会

http://www.okk.or.jp

沖縄県

職場説明・面 福祉の職場説明会
接会

長崎県

豊肥地区福祉のしごと就職フェ 平成29年12月2日（土） 豊後大野市総合文化セ 大分県福祉人材センター
ア
13:00～15:00
ンターエイトピアおおの 097-552-7000
（豊後大野市三重町内田
878番地）
平成29年12月15日
（金）
13:00～17:00

沖縄産業支援センター 098-882-5703
（那覇市字小禄1831-1）

社会福祉法人、医療法人ほ 佐世保公共職業安定所
か
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、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、フレッ
シュワーク、介護労働安定センター長崎支部、佐世
保商工会議所、長崎県社会福祉法人経営者協議
会、長崎県老人福祉施設協議会、長崎県知的障が
い者福祉協会、長崎県授産施設協議会、長崎県身
体障害児者施設協議会、長崎県児童養護施設協議
会、長崎県保育協会、長崎県市町社会福祉協議会
連絡協議会、長崎県看護協会、長崎県老人保健施
設協議会、長崎県認知症グループホーム連絡協議
会長崎県社会福祉士会、長崎県介護福祉士会、長
崎県精神保健福祉士協会、長崎県介護支援専門員
連絡協議会、テレビ佐世保

社会福祉法人、医療法人ほ 豊後大野公共職業安定所
か

竹田市、豊後大野市、竹田市社会福祉協議会、豊
後大野市社会福祉協議会

社会福祉法人、医療法人ほ 全国社会福祉協議会
か
沖縄県
沖縄労働局（ハローワーク）

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

・関係機関による相談コーナー

・就職面談コーナー
・相談コーナー
・情報コーナー

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

【１月】
都道府県
名
青森県

種類

名称

開催日時

職場説明会

福祉の仕事相談フェア

平成30年1月27日（土） 八戸市総合福祉会館
12:30～16:00
はちふくプラザねじょう
（八戸市根城8-8-155）

八戸福祉人材バンク
0178-47-2940

栃木県

職場説明会

福祉のお仕事就職フェア・県南
エリア

平成30年1月27日（土） 小山中央公民館
13:00～15:30
（小山市中央1-1-1）

栃木県福祉人材・研修セ
ンター
028-643-5622

・職場説明会
http://www.tochigikenshakyo.jp/
・相談コーナー

社会福祉法人、医療法人ほか

群馬県／
高崎市

面接会

ミニMini就職面接会

平成30年1月17日（水） 高崎市総合福祉センター
10:30～12：00
（高崎市末広町115-1）

高崎市福祉人材バンク
027-324-2761

・個別面談
http://takasaki-shakyo.or.jp/
・福祉のお仕事相談コーナー

社会福祉法人、医療法人ほか

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年1月17日（水） 港区スポーツセンターサブアリー 港区社協
13～16時
ナ
03-6230-0280
（港区芝浦1-16-1）

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・相談・面接会
nzai/
・相談ｺｰﾅｰ
・資料コーナー
・ミニセミナー
・体験コーナー

社会福祉法人、株式会社、医療法 【主催】東京都港区、社会福祉法人港区
人ほか
社会福祉協議会、社会福祉法人東京都
福祉協議会 東京都福祉人材センター
【協力】ハローワーク品川

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年1月17日（水） 北とぴあ 13F飛鳥ホール
11時～15時30分
（北区王子1-11-1）

http://www.tcsw.tvac.or.jp/ji ・面接ブース
nzai/
・総合相談コーナー
・面接のポイントセミナー
・事業所ＰＲ、現役職員の体験談

社会福祉法人、株式会社、医療法 【主催】北区、社会福祉法人 北区社会福
人ほか
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、ハ
ローワーク王子

東京都

職場説明・面 地域密着面接会
接会

平成30年1月20日（土） 成城ホール（世田谷区成城6-2-1 世田谷区福祉人材育成・
12：30～16：00
1階ホール）
研修センター
03-5429-3100

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

社会福祉法人、株式会社、医療法 世田谷区福祉人材育成・研修センター、
人ほか
ハローワーク渋谷、世田谷区、世田谷区
産業振興公社、東京都福祉人材センター

神奈川県
／川崎市

職場説明・面 第3回福祉と保育のお仕事相談 平成30年1月27日（土） 川崎シンフォニーホール市民交
接会
会
13:00～16:30
流室
（川崎市幸区大宮町1310番）

川崎市福祉人材バンク
044-739-8726

・福祉と保育関係への就職希望者 社会福祉法人、医療法人、株式会 全国社会福祉協議会
http://www.csw-kawasaki.or.jp/jinzai/
と施設の人事担当者との直接面談 社等民間企業他
・福祉専門相談

福井県

職場説明・面 ふくい福祉就職フェア
接会

平成29年12月2日（土） ユー・アイふくい
12：30～15：30
福井市下六条町14-1

福井県福祉人材センター
0776-21-2294

http://www.f-shakyo.or.jp/・合同面接会
・福祉の仕事・資格相談コーナー
・ハローワークコーナー

社会福祉法人、医療法人
特定非営利活動法人
株式会社、有限会社

福井労働局
敦賀市社会福祉協議会

静岡県／
浜松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成30年1月11日（木） 浜松市福祉交流センター
9:30～11:30
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・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／
浜松市

職場説明会

福祉職場説明会

平成30年1月18日（木） 浜松市福祉交流センター
9:30～11:30
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・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／
浜松市

職場説明会

福祉職場説明会

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・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

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・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

福祉人材バンク
053-458-9205

http://p.tl/jHez

・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

京都府福祉人材・研修セ
ンター

・事業所との面談コーナー
http://fukujob.kyoshakyo.or.jp
・就職お役立ちセミナー

静岡県／
浜松市
静岡県／
浜松市
京都府

広島県

会場

平成30年1月25日（木） 浜松市福祉交流センター
9:30～11:30
（浜松市中区成子町140-8）
2階21会議室
職場説明会 福祉職場説明会
平成30年1月26日（金） ハローワーク浜松浅田庁舎
10:00～12:00
（浜松市中区浅田町50-2）
3階会議室
職場説明会 出張福祉職場相談会
平成30年1月30日（火） 総合産業展示館・北館
in総合産業展示館・北館
10:00～12:00
（浜松市東区流通元町20-2）
3階6号室
職場説明・面 きょうと介護・福祉職場 相談会 平成30年1月19日
京都府総合社会福祉会館（京都
接会
＆面接会
14:30～18:00
市中京区清水町375）

職場説明・面 福祉・介護職場の就職面談会
接会

問合せ先

北区社協
03-3906-2352

ホームページURL

主な内容

（設置主体）

共催団体

後援団体

・事業所個別相談コーナー
・求人事業所によるプレゼンテー
ション
・福祉関係資格取得コーナー
・福祉なんでも相談コーナー

社会福祉法人・医療法人他

・八戸公共職業安定所
・青森県福祉人材センター

無し

平成30年1月20日（土） 廿日市市商工保健会館「交流プ 広島県社会福祉人材育成 http://www.fukushikaigo.net/
・求人面談コーナー
13:00～16:00
ラザ」多目的ホール（廿日市市本 センター
・資料提供コーナー（施設・事業所
町5番1号）
【関係者】082-254-3415
パンフレット，人材センター関連資
【求職者】082-256-4848
料）

社会福祉法人、医療法人ほか

・社会福祉法人
・医療法人
・株式会社
・有限会社 等

【後援】（公財）介護労働安定センター東京支
部

厚生労働省

