
令和4年度「介護の日」関連イベント一覧

No. 都道府県 イベント名 イベントの概要 開催期日 開催形式 会場 主催（・共催） 問合せ先・TEL : 番号 URL

1 北海道

介護のD2:K103しごと
フェスティバル２０２２
ｉｎHTBまつり

ゲストに安藤なつさん（メイプル超合
金)、金子智也さんを招き、介護に関する
トークショーを開催。
イベント会場内には、最新の介護グッズ等
をご覧いただける展示･体験コーナーや、
相談コーナーも設置。

１０月２日（日） 集合型 さっぽろ創生スクエア
札幌市中央区北１条西１丁
目６番地

北海道
※委託事業者：北海道テ
レビ

北海道保健福祉部高齢者
支援局高齢者保健福祉課
介護人材係・人材育成係
TEL : ０１１-２０４-５２７２

https://www.kitanokaig
o.net/

2 北海道

介護・看護就職デイ２０
２２

・参加事業所による採用面接及び施設・募
集内容の説明
・各機関の相談コーナーにおける就職等に
関する相談
・介護・看護関連事業所会社案内資料等の
情報提供

１１月８日（火）
１３：００～１６：００

集合型 札幌パークホテル
地下２階パークプラザ
札幌市中央区南１０条西３
丁目

・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
（北海道、札幌市、北海
道社会福祉協議会、北海
道看護協会、介護労働安
定センター北海道支部）

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

https://jsite.mhlw.go.jp
/hokkaido-
hellowork/kaigokangod
ay2022.html

3 青森県

福祉の仕事相談フェア 福祉の仕事についての講話や施設からの求
人情報の提供等、求職者の就職活動を支援
する

１１月１１日（金） 集合型 弘前市　ヒロロ４階
市民文化交流館ホール

【主催】　社会福祉法人
弘前市社会福祉協議会　
弘前福祉人材バンク
【共催】（予定）　社会
福祉法人青森県社会福祉
協議会　青森県福祉人材
センター、弘前公共職業
安定所

弘前福祉人材バンク
TEL : ０１７２-３６-１８３０

4 青森県

ふくしを学ぼう！体験講
習会

未就労及び復職を目指す方、介護の仕事に
興味のある方を対象に福祉現場で必要な介
護技術等の体験講習会を開催する

１１月１１日（金） 集合型 八戸市総合福祉会館２階
多目的ホール

【主催】　
社会福祉法人青森県社会
福祉協議会　
青森県福祉人材センター

青森県福祉人材センター
TEL : ０１７-７７７-００１２

https://www.pref.aomo
ri.lg.jp/soshiki/kenko/k
oreihoken/kaigonohi.ht
ml

5 青森県

青森県新介護職員応援イ
ベント

介護職経験おおむね３年未満の方、介護福
祉士、社会福祉士養成校の学生等を対象に
介護の魅力を発信するイベントを開催し、
介護の仕事に対する正しい理解を促すこと
により、介護の仕事のイメージアップ、介
護職への参入、魅力ある職場づくりを促進
する

１１月１６日（水） 集合型 青森市　ホテル青森３階
孔雀の間

【主催】　青森県 公益社団法人青森県老人福祉協会
TEL : ０１７-７３１-３７５５

https://www.pref.aomo
ri.lg.jp/soshiki/kenko/k
oreihoken/kaigonohi.ht
ml

6 青森県

見て×触れて×気づく　
介護フェスタ

MCと若手介護福祉士とのトークセッション
や福祉○×クイズ、介護レクリエーション
体験、パネル展示ブースなど介護福祉の魅
力を発信する

五所川原市
１１月３日（木・祝）

弘前市
１１月５日（土）・６日（日）

青森市
１１月１２日（土）・１３日
（日）

集合型 【五所川原市】　
ELM（エルムの街）本館２
階
エルムホール前ギャラリー
【弘前市】
イオンタウン弘前樋の口ラ
イトオン前特設会場
【青森市】
マエダガーラモール１階 
特設会場

弘前医療福祉大学
短期大学部
TEL : ０１７２-２７-１００１

https://www.pref.aomo
ri.lg.jp/soshiki/kenko/k
oreihoken/kaigonohi.ht
ml

7 青森県

介護・医療・福祉就職デ
イ

ハローワークに求人を提出している事業所
と求職者が同一の会場で選考を行う「集団
管理選考方式」による企業ガイダンス並び
に就職面談会

１０月２４日（月）
１０月２８日（金）
１０月３１日（月）
１１月４日（金）
１１月１１日（金）

集合型 青森市ハローワーク青森
２階会議室

【主催】　
ハローワーク青森

ハローワーク青森
TEL : ０１７-７７６-１５６１
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8 宮城県

「福祉のしごと面談会
～介護就職デイ～ｉｎ塩
釜」

・福祉関連事業所の求人担当者との面談
ブース
・福祉の相談コーナー
・看護の相談コーナー
・保育の相談コーナー

１１月１日（火)
１３：３０～１５：３０

集合型 マリンホール
塩釜市港町１-４-１　マリ
ンゲート塩釜３階

【主催】
・宮城県福祉人材セン
ター
・ハローワーク塩釜
【共催】
・公益社団法人宮城県看
護協会
・一般社団法人宮城県保
育協議会

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

https://fukushi.miyagi-
sfk.net/job/

9 宮城県

「福祉のしごと面談会
～介護就職デイ～ｉｎ大
崎」

・福祉関連事業所の求人担当者との面談
ブース
・福祉の相談コーナー
・看護の相談コーナー
・保育の相談コーナー

１１月１６日（水)
１４：００～１６：００

集合型 大崎建設産業会館
大崎市古川旭四丁目３-２
４

【主催】
・宮城県福祉人材セン
ター
・ハローワーク古川
【共催】
・公益社団法人宮城県看
護協会
・一般社団法人宮城県保
育協議会

宮城県福祉人材センター
TEL : ０２２-２６２-９７７７
ハローワーク古川
TEL : ０２２９-２２-２３０５　
部門コード４１#

https://fukushi.miyagi-
sfk.net/job/

10 宮城県

「福祉のしごと面談会
～介護就職デイ～ｉｎ石
巻」

・福祉関連事業所の求人担当者との面談
ブース
・福祉の相談コーナー
・看護の相談コーナー
・保育の相談コーナー

１１月１８日（金)
１３：３０～１５：３０

集合型 ハローワーク石巻
石巻市泉町四丁目１-１８

【主催】
・宮城県福祉人材セン
ター
・ハローワーク石巻
【共催】
・公益社団法人宮城県看
護協会
・一般社団法人宮城県保
育協議会

宮城県福祉人材センター
TEL : ０２２-２６２-９７７７
ハローワーク石巻
TEL : ０２２５‐９５‐０１５８　
部門コード４２#

https://fukushi.miyagi-
sfk.net/job/

11 宮城県

「福祉のしごと面談会
～介護就職デイ～ｉｎ大
河原」

・福祉関連事業所の求人担当者との面談
ブース
・福祉の相談コーナー

１１月２１日（月)
１３：３０～１５：３０

集合型 大河原町駅前コミュニティ
センターorga（オーガ）　
２階イベントホール
柴田郡大河原町大谷字町向
１２６-４

【主催】
・宮城県福祉人材セン
ター
・ハローワーク大河原
・ハローワーク白石

宮城県福祉人材センター
TEL : ０２２-２６２-９７７７
ハローワーク大河原
TEL : ０２２４-５３-１０４２

https://fukushi.miyagi-
sfk.net/job/

12 宮城県

「福祉のしごと面談会
～介護就職デイ～ｉｎ気
仙沼」

・福祉関連事業所の求人担当者との面談
ブース
・福祉の相談コーナー
・看護の相談コーナー

１１月２４日（木)
１３：３０～１５：３０

集合型 ハローワーク気仙沼
気仙沼市古町３‐３‐８ 
気仙沼駅前プラザ２F

【主催】
・宮城県福祉人材セン
ター
・ハローワーク気仙沼
【共催】
・公益社団法人宮城県看
護協会
・一般社団法人宮城県保
育協議会

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

https://fukushi.miyagi-
sfk.net/job/

13 宮城県

「福祉のしごとフェア」
介護・看護・保育の職種
セミナー

・各職種セミナー 【看護】
１１月２１日（月）
１３:３０～１４:３０

【介護】
１１月２２日（火）
１０:３０～１１:３０

【保育】
１１月２２日（火）
１４:３０～１５:３０

集合型 ハローワーク仙台　４階大
会議室
仙台市宮城野区榴岡４-２-
３　仙台MTビル

【主催】
・宮城県福祉人材セン
ター
・ハローワーク仙台
・宮城労働局
【協力】
・公益社団法人宮城県看
護協会
・一般社団法人宮城県保
育協議会
・公益財団法人介護労働
安定センター宮城支部
・宮城県社会福祉法人経
営者協議会

宮城県福祉人材センター
TEL : ０２２-２６２-９７７７
ハローワーク仙台
TEL : ０２２-２９９-８８２０

https://fukushi.miyagi-
sfk.net/job/

2



令和4年度「介護の日」関連イベント一覧

No. 都道府県 イベント名 イベントの概要 開催期日 開催形式 会場 主催（・共催） 問合せ先・TEL : 番号 URL

14 宮城県

「福祉のしごとフェア」
福祉のしごと面談会

・福祉関連事業所の求人担当者との面談
ブース
・各種相談ブース

①１１月２９日（火）
１４:００～１６:００

②１１月３０日（水）
１０:００～１２:００

③１１月３０日（水）
１３:３０～１５:３０

集合型 仙台市中小企業活性化セン
ター　多目的ホール
仙台市青葉区中央１-３-１　
アエル５階

【主催】
・宮城県福祉人材セン
ター
・ハローワーク仙台
・宮城労働局
【協力】
・公益社団法人宮城県看
護協会
・一般社団法人宮城県保
育協議会
・公益財団法人介護労働
安定センター宮城支部
・宮城県社会福祉法人経
営者協議会

宮城県福祉人材センター
TEL : ０２２-２６２-９７７７
ハローワーク仙台
TEL : ０２２-２９９-８８２０

https://fukushi.miyagi-
sfk.net/job/

15 山形県

介護就職デイ「介護の仕
事」面談会（新庄)

・就職面談会
・相談コーナー

１１月１５日（火）
１３：３０～１５：３０

集合型 ハローワーク新庄（新庄市
東谷地田町６-４）

【主催】
・ハローワーク新庄
・山形労働局
・山形県福祉人材セン
ター
【共催】
・山形県ナースセンター　
他

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

https://www.ymgt-
shakyo.info/

16 山形県

福祉のしごとフェア２０
２２
介護就職デイ就職面談会

・就職面談会
・相談コーナー
・施設、事業所のＰＲ
・KAiGO　PRiDE展示コーナー
　　　　ほか　
　　
　

１１月８日（火）
１３：００～１６：００

集合型 山形国際交流プラザ
「山形ビッグウイング」
山形市平久保１００

【主催】
・山形労働局、ハロー
ワークやまがた、むらや
ま、さがえ
・山形県
・山形県福祉人材セン
ター
・介護労働安定センター
山形支部
・山形県ナースセンター

山形県福祉人材センター
TEL : ０２３-６３３-７７３９
ハローワークやまがた
TEL : ０２３-６８４-１５２１

https://www.ymgt-
shakyo.info/

17 山形県

福祉のしごと就職フェア
（米沢）

・就職面談会
・相談コーナー
・施設、事業所のＰＲ

１１月１１日（金)
１３：００～１５：３０

集合型 グランドホクヨウ
米沢市金池２丁目３-７

【主催】
・山形県福祉人材セン
ター
・ハローワーク米沢
・山形労働局
・介護労働安定センター
山形支部
【共催】
・山形県ナースセンター

山形県福祉人材センター
TEL : ０２３-６３３-７７３９
ハローワーク米沢
TEL : ０２３８-２２-８１５５

https://www.ymgt-
shakyo.info/

18 山形県

福祉のしごと就職フェア
（酒田）

・就職面談会
・相談コーナー

１１月４日（金）
１３：００～１５：００

集合型 酒田勤労者福祉センター
酒田市緑町１９-１０

【主催】
・山形県福祉人材セン
ター
・ハローワーク酒田
・山形労働局
【共催】
・山形県ナースセンター
・介護労働安定センター
山形支部

山形県福祉人材センター
TEL : ０２３-６３３-７７３９
ハローワーク酒田
TEL : ０２３４-２７-３１１１

https://www.ymgt-
shakyo.info/

19 茨城県

「介護の日パネル展示」 高齢者介護関係団体が取り組んでいる日頃
の活動内容や周知したい事業内容をパネル
にし、展示する。

１０月２８日（金）～１１月１４
日（月）

茨城県庁 茨城県 茨城県福祉部長寿福祉課 長寿企
画・援護G
TEL：０２９-３０１-３３２６
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20 茨城県

介護就職デイ（福祉相談
会）

・相談・面接コーナー
・福祉のお仕事相談コーナー
・セミナー　他

１１月１１日前後１週間のいずか
れかの日

集合型 ハローワーク水戸
ハローワーク土浦　他

ハローワーク水戸
ハローワーク土浦　他

ハローワーク水戸
ハローワーク土浦　他

21 群馬県

介護の日・福祉の仕事
フェア　～自分らしく生
きる思いに寄り添うとい
うこと～

第１部　落語＆講演会　～笑いと感動の講
演会!!～
前座「三途の川の渡り方」
介護亭楽珍（特別養護老人ホームなゆた　
副施設長　内村英徳氏）
講演「最期まで目一杯生きる」
講師　緩和ケア萬田診療所　院長　萬田　
緑平氏

第２部　就職相談会＆癒しコーナー
前橋市内の福祉事業所１０法人との個別相
談会

１１月２日（水）
第１部１２：３０～１４：３０
（受付１２：００～）
第２部１４：３０～１６：３０

集合型 群馬県社会福祉総合セン
ター前橋市新前橋町１３-
１２

群馬県福祉人材センター
（マンパワーセン
ター）・ハローワーク前
橋

群馬県福祉人材センター
（マンパワーセンター）
TEL : ０２７-２５５-６６００

https://www.g-
shakyo.or.jp/news/526
19.html

22 埼玉県

地域就職相談会川口会場 就職相談会 １１月２９日（火)
１４：００～１５：３０

集合型 フレンディア
埼玉県川口市川口１-１-１

埼玉県福祉人材センター 埼玉県福祉人材センター
TEL : ０４８-８３３-８０３３

https://jinzai.fukushi-
saitama.or.jp/news_299
.html

23 千葉県

認知症・看取りのオンラ
イン疑似体験～VR映像で
当事者の視点を体験して
みませんか～

認知症の方目線の疑似体験動画や、当事者
のインタビュー動画等をオンデマンド配信
としてYouTubeで　１週間配信する

１１/１１～１１/１７ オンライン オンライン形式のため、会
場は無し

社会福祉法人千葉県社会
福祉協議会
千葉県福祉人材センター

千葉県福祉人材センター
（担当：久野・小倉）
TEL：０４３－２２２－１２９４　
FAX：０４３－２２２－０７７４

https://www.chibakens
hakyo.net/welfare/day
event/

24 神奈川県

第２回福祉のしごとフェ
ア

就職支援ガイダンス、就職相談会 10月15日 対面式 パシフィコ横浜
アネックスホール

かながわ福祉人材セン
ター

かながわ福祉人材センター
TEL : ０４５-３１２-４８１６

https://www.kfjc.jp/ev
ent/list.asp

25 神奈川県

再就労応援セミナーｉｎ
横浜

介護技術研修等 10月18日 対面式 育成会研修センター かながわ福祉人材セン
ター

かながわ福祉人材センター
TEL : ０４５-３１２-４８１６

https://www.kfjc.jp/ev
ent/list.asp

26 神奈川県

再就労応援セミナーｉｎ
相模原

介護技術研修等 10月21日 対面式 喜楽会研修センター かながわ福祉人材セン
ター

かながわ福祉人材センター
TEL : ０４５-３１２-４８１６

https://www.kfjc.jp/ev
ent/list.asp

27 神奈川県

福祉・介護の仕事セミ
ナー

就労支援セミナー 10月11日 対面式 相模原公共職業安定所 相模原公共職業安定所 ハローワーク相模原
TEL : ０４２-７７６-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

28 神奈川県

地域就職相談会ｉｎ横須
賀

就労支援セミナー、就職相談 １１月２４日（木） 対面式 横須賀商工会議所 かながわ福祉人材セン
ター

かながわ福祉人材センター
TEL : ０４５-３１２-４８１６

https://www.kfjc.jp/ev
ent/list.asp

29 神奈川県

介護フェア 介護の魅力発信等 １１月５日（土） 対面式 新都市ホール 神奈川県 神奈川県
TEL : ０４５-２１０-４７５５

https://www.pref.kanag
awa.jp/docs/n7j/cnt/f
535124/index.html
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30 神奈川県

介護デイ 職場説明、面接会 １１月１０日（木） 対面式 川崎公共職業安定所 川崎公共職業安定所 ハローワーク川崎
TEL : ０４４-２４４-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

31 神奈川県

介護デイ 職場説明、面接会 １１月１４日（月） 対面式 大和公共職業安定所 大和公共職業安定所 ハローワーク大和
TEL : ０４６-２６０-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

32 神奈川県

介護就職デイ 職場説明、面接会 １１月１５日（火） 対面式 藤沢公共職業安定所 藤沢公共職業安定所 ハローワーク藤沢
TEL : ０４６６-２３-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

33 神奈川県

介護デイ 職場説明、面接会 １１月１５日（火） 対面式 小田原公共職業安定所 小田原公共職業安定所 ハローワーク小田原
TEL : ０４６５-２３-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

34 神奈川県

介護デイ 職場説明、面接会 １１月１６日（水） 対面式 松田公共職業安定所 松田公共職業安定所 ハローワーク松田
TEL : ０４６５-８２-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

35 神奈川県

福祉関係事業者面接会 職場説明、面接会 １１月２１日（月） 対面式 横須賀公共職業安定所 横須賀公共職業安定所 ハローワーク横須賀
TEL : ０４６-８２４-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

36 神奈川県

介護デイ 職場説明、面接会 １１月２１日（月） 対面式 平塚公共職業安定所 平塚公共職業安定所 ハローワーク平塚
TEL : ０４６３-２４-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/kanagawa-hellowork/

37 新潟県

「介護の日」県民のつど
い

認知症サポーター養成講座／看護の就職・
健康相談ブース／高齢者お悩み相談ブース
／福祉の就職相談ブース／介護福祉士養成
施設紹介展示／栄養に関する展示

１１月２６日（土） 集合型 新潟市産業振興センター
（新潟市中央区鐘木１８５
-１０）

新潟県、（福）新潟県社
会福祉協議会、（公社）
新潟県介護福祉士会、
（公社）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

新潟県福祉人材センター
TEL : ０２５-２８１-５５２３

https://www.fkkfair-
niigata.jp/niigata/

38 富山県

いい日、いい日 介護の
日ｉｎとやま２０２２
介護の日フェスティバル
～伝えよう！介護の魅
力、つなげよう！地域の
絆～

・介護のイメージアップのためのPR
・福祉人材確保に係る普及啓発及び、確
保・定着を促進するための取り組み

１１月６日（日） 集合型 フューチャーシティー
『ファボーレ』
住所：富山市婦中町下轡田
１６５-１

「介護の日」ｉｎとやま
実行委員会

実行委員長　特別養護老人ホーム
ささづ苑　村井博昭
TEL：０７６-４６７-１０００

39 石川県

福祉のお仕事グッドマッ
チング面談会（全分野）

・出展法人ＰＲタイム
・面談会
・相談コーナー

１１月５日（土）
１３:００～１５:００

集合型 イオンモール白山
（白山市横江町 土地区画
整理事業施行地区内１街
区）

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
TEL :  ０７６-２３４-１１５１
FAX ：０７６-２３４-１１５３

https://www.isk-
shakyo.or.jp/
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40 石川県

福祉のお仕事グッドマッ
チング面談会（全分野）

・出展法人ＰＲタイム
・面談会
・相談コーナー

１１月１９日（土）
１３:００～１５:００

集合型 矢田郷地区
コミュニティセンター
（旧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
TEL : ０７６-２３４-１１５１
FAX ：０７６-２３４-１１５３

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

41 岐阜県

福祉のお仕事魅力発信
フェスタ
来て・見て・感じて　ふ
くしワールド

福祉・介護の仕事を理解し、やりがいや魅
力を感じてもらう福祉体験イベントを開催
し、福祉への関心ひいては福祉の就労へつ
ながることを目的とする。

１１月１２日（土）（イベント当
日)
１１月９日～１３日（展示期間)

オンライ
ン・集合型
併用

イオンモール各務原１階
ノースコート

岐阜県、岐阜県社会福祉
協議会

岐阜県福祉人材総合支援センター
TEL : ０５８-２７６-２５１０

https://www.fukushijin
zai.jp/2022_fukushi_eve
nt/

42 静岡県

介護就職デイ２０２２　
～福祉セミナー＆個別説
明会～

セミナー、就職相談会 １１月１６日（水） 集合型 プラサヴェルデコンベン
ションホールB

静岡県社会福祉人材セン
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センター東部
支所
TEL : ０５５-９５２-２９４２

http://shizuoka-
wel.jp/job/event/30mi
ni-kigyou/

43 静岡県

ミニ就職相談会 セミナー、就職相談会 １１月２２日（火） 集合型 シズウエル（県総合社会福
祉会館）

静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/event/30mi
ni-kigyou/

44 静岡県

「福祉の職場見学会＆個
別相談会」

事業者からの説明、個別相談会 １１月１５日（火） 集合型 ハローワーク島田 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/event/maru
goto/

45 静岡県

福祉の職場見学会＆個別
相談会

事業者からの説明、個別相談会 １１月２５日（金） 集合型 焼津文化会館 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/event/maru
goto/

46 静岡県

ハローワーク清水出張相
談会

セミナー、就職相談会 １１月１日（火） 集合型 ハローワーク清水 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク清水

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

47 静岡県

ハローワーク富士出張相
談会

セミナー、就職相談会 １１月８日（火） 集合型 ハローワーク富士 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク富士

静岡県社会福祉人材センター東部
支所
TEL : ０５５-９５２-２９４２

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

48 静岡県

ハローワーク焼津出張相
談会
（BiVi藤枝）

セミナー、就職相談会 １１月９日（水） 集合型 BiVi藤枝 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク焼津

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

49 静岡県

ハローワーク沼津出張相
談会

セミナー、就職相談会 １１月１０日（木） 集合型 ハローワーク沼津 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク沼津

静岡県社会福祉人材センター東部
支所
TEL : ０５５-９５２-２９４２

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

50 静岡県

ハローワーク三島出張相
談会

セミナー、就職相談会 １１月１５日（火） 集合型 ハローワーク三島 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク三島

静岡県社会福祉人材センター東部
支所
TEL : ０５５-９５２-２９４２

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/
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51 静岡県

ハローワー島田出張相談
会

セミナー、就職相談会 １１月１５日（火） 集合型 ハローワーク島田 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク島田

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

52 静岡県

ハローワーク富士宮出張
相談会

セミナー、就職相談会 １１月２２日（火） 集合型 ハローワーク富士宮 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク富士
宮

静岡県社会福祉人材センター東部
支所
TEL : ０５５-９５２-２９４２

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

53 静岡県

ハローワー静岡出張相談
会

セミナー、就職相談会 １１月３０日（水） 集合型 ハローワーク静岡 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク静岡

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

54 静岡県

ハローワー掛川出張相談
会

セミナー、就職相談会 １１月３０日（水） 集合型 ハローワーク掛川 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク掛川

静岡県社会福祉人材センター
TEL : ０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/hellowork/

55 静岡県

介護のシゴト復職応援セ
ミナー「一昔前とは違
う！介護施設の今を知
る」

セミナー １１月１０日（木） 集合型 浜松市福祉交流センター 静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク、浜
松市福祉人材バンク

静岡県社会福祉人材センター
０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/carestaff/

56 静岡県

介護のシゴト復職応援セ
ミナー
「介護という仕事の魅
力」

セミナー １１月１６日（水） 集合型 プラサヴェルデｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰ
ﾙB

静岡県社会福祉人材セン
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センター
０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/carestaff/

57 静岡県

介護のシゴト復職応援セ
ミナー「身体に負担がか
からない介護技術を学
ぶ」

セミナー １１月２２日（火） 集合型 シズウエル（県総合社会福
祉会館）

静岡県社会福祉人材セン
ター、ハローワーク

静岡県社会福祉人材センター
０５４-２７１-２１１０

http://shizuoka-
wel.jp/job/carestaff/

58 三重県

みえ福祉・介護フェア２
０２２

“福祉×○○！楽しみながら福祉・介護を
学ぼう”をコンセプトに特設Webサイトお
よび会場にてイベントを開催。
（例）
映画「つむぐもの」オンライン上映会
ゆるスポーツ体験
パラリンアート展覧会
介護ロボット体験展示会

１１月７日（月）～特設Webサイト
１１月１２日（土）オンライン上
映会
１１月１３日（日）会場

オンライ
ン・集合型　
併用

オンライン：特設Webサイ
ト
会場：イオンモール津南
（三重県津市高茶屋小森町
１４５）

三重県社会福祉協議会
（三重県から委託を受け
実施）

三重県社会福祉協議会　三重県福
祉人材センター
TEL:０５９-２２７-５１６０

https://mie-kaigofair.jp

59 兵庫県

福祉の就職説明会 ｉｎ 
HYOGO

福祉施設等の採用担当者との個別面談 ①１０/１５（土）
１３：００～１６：００

②１０/２２（土）
１３：００～１６：００

集合型 ①ホテル日航姫路　真珠
②あかし市民広場

（福)兵庫県社会福祉協
議会

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

https://hyogowel-
fukushigosetu.com/

60 兵庫県

福祉のしごと職場見学
バスツアー

福祉施設での職場見学会 ①１０月１７日（月）
１２：２０～１７：００

②１０月２８日（金）
１２：３０～１６：４５

③１１月１日（火）
１２：１０～１６：１５

集合型 ①かるべの郷さざんか、た
じま荘

②ヴィ・リール、サンホー
ムあまがさき

③ひだまりの里、オアシス
千歳

（福)兵庫県社会福祉協
議会

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

https://hyogo-
fukushijob.com/

7
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61 和歌山県

福祉・介護・保育のしご
とフェア

福祉の仕事を探している・関心がある人を
対象に、求人事業所との個別面談会や相談
員等による相談コーナーを設ける。

１０月３０日（日） 集合型 新宮市福祉センター１階集
会室

和歌山県、紀南福祉人材
バンク（・社会福祉法人
全国社会福祉協議会）

紀南福祉人材バンク
TEL : ０７３９-２６-４９１８

http://tanabeshi-
syakyo.jp/chiiki_jｉｎzai/

62 和歌山県

第２回福祉・介護・保育
の就職フェアわかやま

福祉の仕事を探している・関心がある人を
対象に、求人事業所との個別面談会や相談
員等による相談コーナーを設ける。

１１月５日（土） オンライ
ン・集合型　
併用

県民交流プラザ和歌山ビッ
グ愛１階大ホール

和歌山県、和歌山県福祉
人材センター「ハート
ワーク」（・社会福祉法
人全国社会福祉協議会）

和歌山県県福祉人材センター
「ハートワーク」
TEL : ０７３-４３５-５２１１

https://wakayamakens
hakyo.or.jp/~jｉｎzai/

63 和歌山県

「介護の日」イベント街
頭啓発

県内６カ所において、「介護の日」の啓発
を行う。

１１月１１日（金） 集合型 JR和歌山駅前西口　他５カ
所

和歌山県訪問介護事業所
協議会

和歌山県県福祉人材センター
「ハートワーク」
TEL : ０７３-４３５-５２１１

https://wakayamakens
hakyo.or.jp/~jｉｎzai/

64 鳥取県

介護就職デイ 福祉分野の事業説明会・就職面接会 １０月１８日（火）１３：３０～
１６：００

集合型 鳥取県立県民文化会館
「とりぎん文化会館」
鳥取市尚徳町１０１-５

ハローワーク鳥取 ハローワーク鳥取
TEL : ０８５７-２３-２０２１
（４１#）

https://jsite.mhlw.go.jp
/tottori-
hellowork/list/tottori.h
tml

65 鳥取県

介護就職デイ 福祉分野の事業説明会・就職面接会 １１月１８日（金）１３:００～ 集合型 米子コンベンションセン
ター
米子市末広町２９４

ハローワーク米子 ハローワーク米子
TEL : ０８５９（３３）３９１１

https://jsite.mhlw.go.jp
/tottori-
hellowork/list/yonago

66 鳥取県

介護就職デイ 福祉分野の事業説明会・就職面接会 １１月１１日（金）
１３:００～

集合型 ハローワーク倉吉
倉吉市駄経寺町２－１５　
倉吉地方合同庁舎

ハローワーク倉吉 ハローワーク倉吉
TEL : ０８５８-２３-８６０９

https://jsite.mhlw.go.jp
/tottori-
hellowork/list/kurayos
hi.html

67 鳥取県

とっとり介護フェア２０
２２

オンライントーク企画等 １２月１日～３１日
YouTube配信

オンライン オンライン 介護のイメージ変革プロ
ジェクト実行委員会

鳥取県介護福祉士会
TEL : ０８５８-４８-６７０１

http://tottori-kf.jp/

https://www.shimane-
fjc.com/news/79/1808

https://www.shimane-
fjc.com/news/79/1811

69 島根県

男性のための介護のミニ
講座

テーマ「知っておけば安心！これから始ま
る介護」
（１）「知ろう！！介護保険！～どこに・
だれに相談したらいい？できることは何？
どんな支援が受けられる？～」
（２）「ちょっとした手助けの”コツ”を
マスターしよう！！」実技指導

１１月１３日（日） 集合型 くにびきメッセ多目的ホー
ル
松江市学園南１丁目２-１

島根県 島根県健康福祉部
高齢者福祉課
TEL : ０８５２-２２-５７１７

【第一部】
くにびきメッセ多目的ホー
ル松江市学園南１丁目２-
１
※オンライン可
【第二部】
①松江会場
いきいきプラザ島根
松江市東津田町１７４１-
３
②浜田会場
いわみーる
浜田市野原町１８２６-１

島根県
島根県社会福祉協議会
（福祉人材センター）

島根県福祉人材センター
TEL : ０８５２-３２-５９５７

68 島根県

福祉・介護の就職支援セ
ミナー

【第一部】
基調講演「介護って面白い！笑う門にはい
い介護」
【第二部】
①松江会場　講義・演習「介護職の基本的
理解」「職場における介護技術」、介護職
から就職者のみなさんへ「施設の特色や働
き方を知ろう」
②浜田会場　講義・演習「基礎から応用ま
での介護技術」「持ち上げない・抱え込ま
ない介護目指して」等

【第一部】
１１月１３日（日）

【第二部】
①松江会場
１１月２９日（火）～３０日
（水）
②浜田会場
１２月１日（木）～２日（金）

オンライ
ン・集合型　
併用

8
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70 島根県

高校生と介護職員のトー
クセッション

高校生と介護の仕事に携わる職員とのトー
クセッションを撮影し、後日動画配信を行
う。

後日配信 オンライン オンライン 島根県 島根県健康福祉部高齢者福祉課
TEL : ０８５２-２２-５７１７

71 岡山県

おかやま総合福祉・介護
フェス２０２２

（１）会場１１月５日（土）　
 　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　
おかやま総合福祉・介護フェア２０２２ｉ
ｎきらめきプラザ
②「すまいるソング fukushi okayama」 
楽曲発表・萌乃さんLIVE
③女優　八木景子さんとのトークショー
④岡山県福祉・介護 仕事の魅力を動画で
紹介「すまいるスクール」上映・リアル開
講　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　⑤各団体企画体験・相談コーナー

（２）特設ＷＥＢサイト開設
①第３回「１１月１１日介護の日岡山」川
柳募集（期間：６月１日～８月３１日、
１１月５日（土）受賞者表彰式

５月２９日～令和５年３月３１日 オンライ
ン・集合型　
併用

きらめきプラザ３階
岡山市北区南方２-１３-１

【主催】
岡山県福祉・人材確保対
策推進協議会

岡山県社会福祉協議会　　　　　　
　　　　　福祉人材センター　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
TEL０８６－２２６－３５０７

https://fes.okayama-
fukushikaigo.jp/

72 岡山県

介護就職デイ
（岡山会場）

・事業所によるPRタイム
・面談会
・介護関係の資格相談、職業相談
・看護師相談コーナー
・各種相談コーナー

１１月１４日（月）
１４:００～１６:００

集合型 岡山コンベンションセン
ター　コンベンションホー
ル
岡山市北区駅元町１４-１

【主催】
岡山労働局・岡山公共職
業安定所

ハローワーク岡山　人材サービス
コーナー（福祉分野）
ＴＥＬ　０８６－２４１－３７０
１

73 岡山県

介護の日PRポスター、パ
ネル展示、OHK岡山放
送、RSKラジオ、NHK放送

・介護の日普及啓発、PRポスター、パネル
展

１１月１日（火）～ １１月２１日
（月)

集合型 きらめきプラザ１階
岡山市北区南方２-１３-１

【主催】岡山県・岡山県
社会福祉協議会

岡山県社会福祉協議会　　　　　　
　　　　　福祉人材センター　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
TEL０８６－２２６－３５０７

https://fes.okayama-
fukushikaigo.jp/

74 岡山県

福祉の就職総合フェア岡
山第２回

・就職ガイダンス、すまいるセミナー　　　
　　　　　　　　　　　　　　　・面談会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　・各種相談コーナー

１１月１２日（土） オンライ
ン・集合型　
併用

きらめきプラザ３階
岡山市北区南方２-１３-１

【主催】岡山県社会福祉
協議会

岡山県社会福祉協議会　　　　　　
　　　　　福祉人材センター　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
TEL０８６－２２６－３５０７

https://jinzai.fukushiok
ayama.or.jp/okayama-
fukushifair/

75 広島県

「介護の学校」 福祉を学ぶ学生や介護従事者等が「福祉・
介護」についての授業を行うことで，一般
県民を対象に，福祉・介護への関心をもっ
てもらう機会とするとともに，若者の福
祉・介護分野への参入を促進する。

１１月２０日（日） オンライ
ン・集合型　
併用

トリニティカレッジ広島医
療福祉専門学校

広島県福祉・介護人材確
保等総合支援協議会

（社福)広島県社会福祉協議会　
福祉人材課
TEL : ０８２－２５４－３４１５

https://www.fukushikai
go.net/?p=19287

76 山口県

介護に関する入門的研修 介護未経験者が、介護に関する基礎的な知
識と介護業務に携わる上で知っておくべき
基本的な技術等を学ぶことができる研修会

１１月７日（月）、８日（火）、
１５日（火）、１６日（水）

集合型 山口県セミナーパーク（山
口市）

山口県福祉人材センター 山口県福祉人材センター
TEL : ０８３-９０２-２３５５
（事前申込が必要）

http://yamaguchi-
fjc.jp/introduction/eve
nt/

9
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77 山口県

介護に関する入門的研修 介護未経験者が、介護に関する基礎的な知
識と介護業務に携わる上で知っておくべき
基本的な技術等を学ぶことができる研修会

１２月６日（火）、９日（金）、
１３日（火）、１６日（金）

集合型 特別養護老人ホームフェ
ニックス一の宮（下関市）

山口県福祉人材センター 山口県福祉人材センター
TEL : ０８３-９０２-２３５５
（事前申込が必要）

http://yamaguchi-
fjc.jp/introduction/eve
nt/

78 山口県

介護就職デイ（就職面接
会)

山口労働局管内の各ハローワークにおい
て、１１月１１日「介護の日」を中心に、
介護関係の求人・求職のマッチングを促進
すめための就職面接会を実施

１１月４日（金）～１１月２５日
（金）

集合型 県内各ハローワーク
（ハローワーク萩を除く）

山口労働局
各ハローワーク

山口労働局職業安定課
TEL : ０８３-９９５-０３８０

https://jsite.mhlw.go.jp
/yamaguchi-
roudoukyoku/

79 山口県

介護ウインドの設置 介護労働相談窓口として、「介護ウイン
ド」を設置します。当センターの介護労働
サービスインストラクターおよび介護能力
開発アドバイザーがご相談に応じます。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

１１月１日（火）～１１月３０日
（水）
９：００～１６：００
（土・日・祝日を除く)

公益財団法人　介護労働
安定センター　山口支部

公益財団法人　介護労働安定セン
ター　山口支部
TEL : ０８３-９２０-０９２６
（問合せ先までご連絡ください）

http://www.kaigo-
center.or.jp

80 山口県

第４回介護労働者雇用管
理責任者講習会

（内容）「ハラスメント防止対策」
ハラスメントの基本、知っておくべき対
応・対策
（講師）村上労務経営事務所　村上智宏氏
（定員）４０名

１１月１７日（木）
１３:００～１６:１０

集合型 山口県教育会館（山口市） 公益財団法人　介護労働
安定センター　山口支部

公益財団法人　介護労働安定セン
ター　山口支部
TEL : ０８３-９２０-０９２６
（事前申込が必要）

http://www.kaigo-
center.or.jp

81 徳島県

「いいね！♡介護の魅力
を伝えるフォトコンテス
ト」

ｉｎstagramによる介護の魅力フォトコン
テスト

１１月 徳島県老人福祉施設協議
会

徳島県老人福祉施設協議会
TEL : ０８８－６５４－４４６１

82 徳島県

GO！GO！KAIGO！ 県内の介護施設職員がエフエム徳島から介
護の魅力を発信

放送時間　１８：１０～
（全１２回）（予定）
１１月１１日（金）
１１月１５日（火）
１１月２２日（火）
１１月２９日（火）
１２月　６日（火）
１２月１３日（火）
１２月２０日（火）
１２月２７日（火）
令和５年　
１月１０日（火）
１月１７日（火）
１月２４日（火）
１月３１日（火）

徳島県老人福祉施設協議
会２１世紀委員会

徳島県老人福祉施設協議会
TEL : ０８８－６５４－４４６１

83 徳島県

徳島公共職業安定所
「介護就職デイ～２０２
２～」

就職面接会、就職相談会 １１月９日（水）
１３：３０～１５：００

集合型 徳島公共職業安定所 ハローワーク徳島 ハローワーク徳島
TEL : ０８８－６２２－６３０５

84 徳島県

阿南公共職業安定所
介護就職デイ

就職面接会、就職相談会 １１月１６日（水）
１４：００～１６：００

集合型 阿南公共職業安定所 ハローワーク阿南 ハローワーク阿南
TEL : ０８８４－２２－２０１６

85 徳島県

鳴門公共職業安定所
介護就職デイ

就職面接会、就職相談会 １１月１１日（金） 集合型 鳴門公共職業安定所 ハローワーク鳴門 ハローワーク鳴門
TEL : ０８８－６８５－２２７０

10
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86 香川県

介護のしごと　就職フェ
ア

・面接会
・相談ブース

１１月７日（月）
１３:３０～１５:３０

集合型 サンメッセ香川　小展示場
高松市林町２２１７-１

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

ハローワーク高松
 職業相談部門 
人材確保対策コーナー
TEL :０８７-８０６-００４６
FAX　０８７-８６９-８８６２

https://jsite.mhlw.go.jp
/kagawa-
roudoukyoku/

87 高知県

ふくし総合フェア 高知ふくし機器展、介護の日、ふくし就職
フェアを総合的に実施し、福祉分野の魅力
発信を目的に実施するもの。『介護の日』
としては、ポスター及び作文コンテストの
表彰、４受賞作背品の展示を行う。

【対面】１１月１８日（金）・１
９日（土）
【WEB】
R４.１０/１４～配信

オンライ
ン・集合型　
併用

ぢばさんセンター
高知県高知市布師田３９９
２-２

高知ふくし機器展実行委
員会
日本ノーリフト協会高知
支部
高知県社会福祉協議会
高知県

高知県福祉人材センター
TEL：０８８-８４４-３５１１
FAX：０８８-８２１-６７６５
E-Mail：jｉｎ
zai@pippikochi.or.jp

https://kochi-web-
fukushifair.com/

88 福岡県

福祉のしごと就職フェア 
ｉｎ FUKUOKA【ＷＥＢ面
談会】

・ZOOMのブレイクアウトルームを活用した
WEBフェア
・オンライン上で参加法人と、仕事内容や
職場の雰囲気、求人に関する内容等、直接
面談可能
・ＷＥＢフェア２週間前を目途に法人情報
等を特設サイト上で自由に閲覧可能

１１月５日（土） オンライン オンライン 福岡県
福岡県社会福祉協議会

福岡県福祉人材センター
TEL：０９２-５８４-３３１０
FAX：０９２-５８４-３３１９

https://fuku-jｉｎ
zai.com/

89 福岡県

介護のお仕事復帰セミ
ナー

・介護関係の有資格者等に対し、介護技術
の復習（講義・実技）
・就職支援専門員による相談コーナー

１１月２５日（金） 集合型 クローバープラザ 福岡県社会福祉協議会 福岡県福祉人材センター
TEL : ０９２-５８４-３３１０
FAX：　０９２-５８４-３３１９

https://fuku-
shakyo.jp/jinzai/

90 福岡県

ふくおかカイゴつながる
プロジェクト２０２２

介護や福祉が日常化されていく令和時代の
「暮らし方」「働き方」「学び方」を福祉
業界で働く人や学校で学ぶ学生、高齢者と
いった様々な立場から発信

１０月８日（土） オンライ
ン・集合型　
併用

福岡市役所西側ふれあい広
場

福岡県介護福祉士養成施
設協議会、福岡市老人福
祉施設協議会、福岡福祉
向上委員会、株式会社　
スタディオ　パラディ
ソ、株式会社　たぬき、
福岡市　高齢社会政策課　
福祉人材係、福岡市社会
福祉協議会、福岡県社会
福祉協議会、RUN伴
+FUKUOKA、特別養護老人
ホーム　ふるさとホーム

ふくおかカイゴつながるプロジェ
クト事務局
TEL：０９２−６４５-０８００

https://www.fukuoka-
kaigo-tunagaru.jp/

91 福岡県

認知症あったかホームコ
ンサート２０２２

・コンサート
・講演会　他

１１月５日（土） オンライ
ン・集合型　
併用

福岡県中小企業振興セン
ター

福岡県
認知症あったかホームコ
ンサート２０２２実行委
員会

福岡県高齢者グループホーム協議
会
TEL : ０８０－５６１４－５５３
５
FAX：０９４４－５９－１０３１

http://www.fukuokagh.
sakura.ne.jp/hp/

92 佐賀県

介護のお仕事フェア
（仮）

介護事業所
・就職面談会
・情報提供
・人材センター介護のお仕事相談

１１月１９日（土） 集合型 ゆめぷらっと小城
（小城市小城町２５３番地
２１ ）

佐賀県社会福祉協議会福
祉人材・研修センター

佐賀県福祉人材・研修センター
TEL : ０９５２-２８-３４０６

93 佐賀県

第２回高校生福祉セミ
ナー

・講演
・人材センター貸付等のお知らせ
・福祉のしごと相談コーナー

１０月２２日（土） 集合型 西九州大学（神埼キャンパ
ス）３号館 ３２１ 教室 
神埼市神埼町尾崎 ４４９
０－９

佐賀県社会福祉協議会福
祉人材・研修センター
（学校法人永原学園 西
九州大学）

佐賀県福祉人材・研修センター
TEL : ０９５２-２８-３４０６

94 佐賀県

さが介護・健康・福祉
フェア２０２２
（佐賀県高校生介護技術
コンテストを同時開催予
定）

・介護の日記念講演
・ロコモ体操アレンジダンスショー
・介護に関する映画上映
・介護ロボット・福祉用具の展示
・車椅子体験　等

実施の可否、内容は変更の可能性がありま

１１月１９日（土） 集合型 ゆめぷらっと小城
小城市小城町２５３番地２
１

佐賀県
（佐賀新聞社）

株式会社佐賀新聞サービス
TEL : ０９５２-３２-４８４８
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95 佐賀県

鳥栖三養基地区介護の仕
事就職相談会

・就職面談会 １１月１０日（木） 集合型 サンメッセ鳥栖　３階　
大会議室２
鳥栖市本鳥栖町１８１９

鳥栖地区広域市町村圏組
合

鳥栖地区広域市町村圏組合
TEL : ０９４２-８１-３１１１
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96 熊本県

介護の日
ｉｎくまもと２０２２

高校生による福祉体験発表ほかイメージ
アップ企画
（１１月６日に収録。１１月１１日から動
画配信予定。)

１１月６日（日） 集合型 くまもと県民交流館パレア 介護の日　実行委員会 熊本県高齢者支援課
TEL : ０９６-３３３-２２１５

97 熊本県

福祉のお仕事説明会２０
２２

ハローワーク菊池　介護就職デイ １１月８日（火） 集合型 ハローワーク菊池　
２F会議室

ハローワーク菊池（熊本
県社会福祉協議会）

ハローワーク菊池
TEL : ０９６８-２４-８６０９

98 熊本県

介護の就職説明会
ｉｎ天草２０２２

ハローワーク天草　介護就職デイ １１月１０日（木） 集合型 ハローワーク天草 ハローワーク天草（熊本
県社会福祉協議会）

ハローワーク天草
TEL : ０９６９-２２-８６０９

99 熊本県

福祉のお仕事
ミニ面接会２０２２

ハローワーク八代　介護就職デイ １１月１５日（火） 集合型 ハローワーク八代 ハローワーク八代（熊本
県社会福祉協議会）

ハローワーク八代
TEL : ０９６５-３１-８６０９

100 熊本県

２０２２年秋　
福祉の仕事面談会

ハローワーク球磨　介護就職デイ １１月１５日（火）
１１月１６日（水）
１１月２２日（火）

集合型 ハローワーク球磨 会議室 ハローワーク球磨（熊本
県社会福祉協議会）

ハローワーク球磨
TEL : ０９６６-２４-８６０９

101 熊本県

福祉のお仕事
ミニ面接会２０２２

ハローワーク宇城　介護就職デイ １１月１６日（水） 集合型 ハローワーク宇城　
２F会議室

ハローワーク宇城（熊本
県社会福祉協議会）

ハローワーク宇城
TEL : ０９６４-３２-８６０９

102 熊本県

福祉のお仕事
就職面談会２０２２

ハローワーク玉名　介護就職デイ １１月１６日（水） 集合型 ハローワーク玉名 ハローワーク玉名（熊本
県社会福祉協議会）

ハローワーク玉名
TEL : ０９６８-７２-８６０９

103 熊本県

介護の仕事
就職相談会２０２２

ハローワーク上益城　介護就職デイ １１月２２日（火） 集合型 ハローワーク上益城 ハローワーク上益城（熊
本県社会福祉協議会）

ハローワーク上益城
TEL : ０９６-２８２-００７７

104 鹿児島県

福祉施設クリーンキャン
ペーン

学生による福祉施設の大掃除 １１月１１日（金） 集合型 奄美看護福祉専門学校 奄美看護福祉専門学校 奄美看護福祉専門学校
TEL：０９９７-５４-９１１１
FAX：０９９７-５４-９２７０

－

105 鹿児島県

学校における
「介護の日」関連行事

事前申込みのあった学校で，「介護の日」
イベントを開催する。
①仮屋竹洋氏（吉本興業　鹿児島
　県住みます芸人）による認知症
　に関する講義
②介護職員（リモート出演）によ
　る介護職の説明（やりがい，介
　護ロボットの紹介等）や，介護
　に関するグループワークの実施

１１月～令和５年３月 オンライ
ン・集合型　
併用

事前申込みのあった小・
中・高校等

鹿児島県くらし保健福祉
部高齢者生き生き推進課

鹿児島県くらし保健福祉部
高齢者生き生き推進課
長寿企画係
TEL：０９９-２８６-２６９６
FAX：０９９-２８６-５５３７

－

106 鹿児島県

ボッチャ体験会（仮称） ３団体共催によるスポーツイベント「ボッ
チャ体験会（仮称）」を開催

１１月１１日（金） 集合型 和泊中学校体育館（予定） ・元気！わどまりクラブ
・和泊町身体障害者福祉
協会
・沖永良部介護福祉士会

・元気！わどまりクラブ
　TEL:０９９７-９２-０３００
・和泊町保健福祉課
　TEL:０９９７-８４-３５１７

－
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107 沖縄県

「介護の日」イベント 「権利擁護としての身体拘束禁止」講演会 １１月１１日（金）
１４：００～１６：３０

オンライン 沖縄県介護福祉士会 沖縄県介護福祉士会事務局
TEL ０９８-８８７-３３４４
FAX ０９８-８８７-３３９１
MAIL okikaigo@gmail.com

108 沖縄県

「介護の日」イベント ・ラジオ番組内での公開生放送 １１月１１日（金）
時間は検討中

FM・AMラジ
オ

FM・AMラジオ 沖縄県介護福祉士養成校
連絡会

沖縄リハビリテーション福祉学院
ソーシャルワーク専門学校
沖縄アカデミー専門学校
沖縄福祉保育専門学校
TEL：０９８-９４６-１０００
FAX：０９８-９４６-１９９９

109 沖縄県

介護労働懇談会 講話
「介護事業所のBCP策定に向けた支援」

１１月１７日（木） 集合型 沖縄県産業支援センター 介護労働安定センター沖
縄支部

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

110 沖縄県

介護職セミナー
お仕事理解ミニセミナー

ハローワークの主催するセミナーに、就職
活動中の方を対象にした介護講話と介護事
業所の講話を実施

１１月１１日（金）
１１月１８日（金）

集合型 ハローワーク那覇
ハローワーク沖縄

ハローワーク那覇・沖縄
沖縄県社会福祉協議会
  福祉人材研修センター

沖縄県福祉人材研修センター
TEL ０９８-８８２-５７０３
FAX ０９８-８６６-８４７４

111 沖縄県

「介護の日」」講演会 ～介護、出会い、これから～
講師：上与那原寛和氏
（パラアスリート）

１１月９日（水）
１４:００～

集合型 沖縄県総合福祉センター 沖縄県社会福祉協議会
  いきいき長寿センター

沖縄県社会福祉協議会
いきいき長寿センター
TEL ０９８-８８７-１３４４
FAX ０９８-８６７-１３４９
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