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県内ハローワークで「介護就職デイ」に係る 

就職面接会・セミナー・イベントを開催します！ 
 

～ 介護職に入職する求職者の61.7%が未経験、選んだ理由「働き甲斐」が53.4% ～ 

 

愛知労働局（局長 高﨑 真一）では、人材確保にも繋がる「働き方改革」を推進するため「特別

プログラム(AICHI WISH)」実施しており、福祉分野における人材確保の取組の一環として、11月11

日の「介護の日」前後に、ハローワーク14か所において延べ23回、介護分野の就職面接会やセミナ

ーを集中開催します。 

面接会に参加する介護施設は、「働き方改革」を推進している介護施設を優先的に選定しており、

いまだ「働き方改革」を進められていない介護施設に対しても「働き方改革」取組への機運の醸成を

図って参ります。 

一方、求職者については、介護職は重労働のイメージから敬遠される現状を踏まえ、実際に介護ス

タッフを求める事業所担当者から、ＩＴを活用して働く高齢者をバックアップする（※別添資料参照）

等の「働きやすい職場環境への取組み」などを生の声で聞いていただき、これからの介護分野への理

解の促進を図って参ります。 

また、愛知県や名古屋市との共催イベントでは、「働き方改革」を実践している事例や仕事内容を

紹介する就職相談ブースの出展を行い、VR(バーチャルリアリティ)による職場体験も実施します。 

 

◆なごや介護の日フェア2018 

１開催日時  平成30年11月10日(土) 10時00分～16時00分 

２場  所  栄・もちの木広場 

詳細は別紙リーフレットを参照 

 

◆介護の日フェア2018 

１開催日時  平成30年11月11日(日) 13時00分～16時30分 

２場  所  イオンモール大高店1階 グリーンコート 

詳細は別紙リーフレットを参照 

 

◆各ハローワーク 

開催日等は添付の一覧表を参照  

平成３０年１０月２９日（月） 

【照会先】 

愛知労働局職業安定部職業安定課 

職業安定課長   杉 山 龍 吾 

課 長 補 佐   古 江 俊 博 

職業紹介係長   松 下  昇 

(電 話） 052（219）5505（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

厚生労働省愛知労働局 

愛知労働局オリジナル福祉啓発キャラクター 
福祉パンダ 



 

 

 



◎県内ハローワーク主催面接会等実施予定一覧表

ハローワーク名 種類 開催日時 開催場所 問合せ先

面接会

平成30年11月5日（月）
平成30年11月6日（火）
平成30年11月7日（水）
平成30年11月9日（金）

開催時間
9：30～11：30

ハローワーク名古屋中
第1会議室

名古屋市中村区名駅南4-4-38

ハローワーク名古屋中

電話　（052）582-2425

面接会

平成30年11月8日（木）
平成30年11月15日（木）

開催時間
9：30～11：30

ハローワーク名古屋中
DVDセミナールーム

名古屋市中村区名駅南4-4-38

セミナー
面接会

平成30年11月12日（金）

開催時間
13:00～14:00（セミナー）
14:00～16:00（面接会）

住友生命名古屋ビル23階
ハローワーク会議室

名古屋市中村区名駅南2-14-19

セミナー
面接会

平成30年11月1日（木）

開催時間
9:30～11:20（セミナー）
10:00～12:00（面接会）

ハローワーク名古屋東

名古屋市名東区平和が丘1-2

セミナー
面接会

平成30年11月16日（金）

開催時間
9:30～10:30（セミナー）
10:30～11:30（面接会）

ハローワーク名古屋東

名古屋市名東区平和が丘1-2

名古屋南 面接会

平成30年11月13日（火）

開催時間
13：30～15：30

名古屋国際会議場

名古屋市熱田区熱田西町1-1

ハローワーク名古屋南

電話　（052）681-1211

名古屋南・刈谷
セミナー
面接会

平成30年11月6日（火）

開催時間
13:00～13:30（セミナー）
13:30～15:30（面接会）

刈谷市総合文化センター
（アイリス）　小ホール

刈谷市若松町2-104

ハローワーク刈谷

電話　（0566）21-5003

セミナー

平成30年10月31日（水）

開催時間
13：30～15：00

豊橋合同庁舎6階会議室

豊橋市大国町111

面接会

平成30年11月12日（月）

開催時間
13：30～15：30

豊橋合同庁舎6階会議室

豊橋市大国町111

面接会

平成30年11月13日（火）

開催時間
13：30～15：30

豊橋合同庁舎6階会議室

豊橋市大国町111

面接会

平成30年11月19日（月）

開催時間
13：30～15：30

田原市田原福祉センター

田原市赤石2-2

ハローワーク名古屋中

電話　（052）582-2425

名古屋中

名古屋東
ハローワーク名古屋東

電話　（052）686-448４

豊　　　橋
ハローワーク豊橋

電話　（0532）52-7193



 

◎県内ハローワーク主催面接会等実施予定一覧表のつづき

ハローワーク名 種類 開催日時 開催場所 問合せ先

岡　　　崎 面接会

平成30年11月29日（木）

開催時間
14：00～16：00

岡崎合同庁舎5階会議室

岡崎市羽根町北乾地50-1

ハローワーク岡崎

電話　（0564）52-8609

半　　　田 面接会

平成30年11月7日（水）

開催時間
14：00～16：00

住吉福祉文化会館

半田市宮路町53

ハローワーク半田

電話　（0569）23-3250

面接会

平成30年11月28日（水）

開催時間
10：00～11：30

ハローワーク瀬戸
2階会議室

瀬戸市東長根町86

面接会

平成30年11月29日（木）

開催時間
10：00～11：30

ハローワーク瀬戸
2階会議室

瀬戸市東長根町86

西　　　尾 面接会

平成30年11月14日（水）

開催時間
9：30～11：30

ハローワーク西尾
2階会議室

西尾市熊味町小松島41-1

ハローワーク西尾

電話　（0563）56-3622

蒲　　　郡 面接会

平成30年11月20日（火）

開催時間
10：00～11：30
14：00～15：30

ハローワーク蒲郡
2階会議室

蒲郡市港町16-9

ハローワーク蒲郡

電話　（0533）67-8609

新　　　城 面接会

平成30年10月12日（金）

開催時間
13：00～15：30

ハローワーク新城
2階会議室

新城市西入船24-1

ハローワーク新城

電話　（0536）22-1160

春　日　井 面接会

平成30年10月26日（金）

開催時間
13：00～16：00

春日井市総合体育館

春日井市鷹来町4196番地3

ハローワーク春日井

電話　（0568）81-5170

瀬　　　戸
ハローワーク瀬戸

電話　（0561）82-5123



特別プログラム ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨを使った求人充足サービスの実例

施設が抱える問題施設が抱える問題

問題解決のため
とった行動

取組事例取組事例

ＩＴ端末を使用した「高齢者の働きやすい職場」への取組み

働き方改革応援レシピ№３、33により詳しく紹介しています。

・介護業界の人手不足

ＩＴ端末を導入し、利用者の記録入力を簡便化

・タブレット端末は、指を広げて文字が拡大できる

・記録は極力、選択肢から選ぶ形にした
⇒ キーボード入力はほとんど無し

・職員一覧表（顔写真入り）から、職員の記録内容を
検索できるようにして、施設利用者の留意事項の
引継ぎを簡略化

・血圧・体温は測定機器から直接端末へ転送

取組みの効果取組みの効果

・介護中にその場で簡単に入力、後でまとめて記録
する時間を省略

・利用者に寄り添う時間が増えてサービス向上

・高齢者が働きやすい環境となったので、定年年齢
を引き上げた

人材確保へ！

ハローワークと一緒に人材確保ハローワークと一緒に人材確保

・利用者の介護記録の整理で大幅に時間がかかり、
慢性的な残業

・高齢者雇用を考えるも、視力等の面で、細かい
記録が難しい

・求人票に、「新たにＩＴ機器を導入して、介護記録が
簡単になりました」の記載

・面接会等でも、アピール

・人材確保につながった！

※その他、国からの助成金を活用して福祉機器を導入
し、重労働の軽減により人材確保につながった例等
も報告されています。



 



愛知労働局・ハローワーク

愛知労働局は「介護の日」前後の期間を
「介護就職デイ」とし、介護関連職の
マッチング支援を強化していきます。

11月11日は「介護の日」

あいちの
介護就職デイ

内容

面接会
（セミナー）

開催回数

全23回
開催場所

14ヶ所
愛知県内

ハローワーク等

参加
無料

11/1 木～期間中の
介護関連就職イベント

面接会等各種イベントの詳しい日程は裏面をご覧ください

ハローワークもブース出展！

無料



県内ハローワーク主催面接会等実施予定一覧

※面接会やセミナー等に関するお申込み・お問い合わせは各実施ハローワークまでお願いします。※開催日時・内容等については急遽変更となる場合もございますので予めご了承ください。 （H30.10.30現在）

11月11日「介護の日」を名古屋市内各地で盛り上げます♪

主催：愛知県 協力：愛知労働局

・鈴木ちなみさんと介護福祉士 杉本浩司さんの
トークセッション
・認定アドバンスインストラクター佐藤仁美さん
による顔ヨガエクササイズ
・ハローワークの福祉のお仕事相談コーナー

主催：名古屋市、なごや介護の日フェア実行委員会

共催：愛知労働局

・夢コレクション（シニアファッションショー）

・介護男子・介護女子ファッションショー

・MAG!C☆PRINCEによるライブステージ
・なごやキッザケア～介護や福祉の体験をしてみよう～

（イベント全般に関すること）

愛知県健康福祉部地域福祉課 TEL.052-954-6814

（ハローワークお仕事何でも相談コーナーに関すること）

愛知労働局職業安定課 TEL.052-219-5505

（イベント全般に関すること）

愛知市健康福祉局介護保険課 TEL.052-972-2591

（ハローワークお仕事相談と360度VR体験コーナーに関すること）

愛知労働局職業安定課 TEL.052-219-5505

問 い
合わせ

ﾊﾛｰﾜｰｸ名 種類 開催日 開催時間 開催場所（所在地） 問合先ﾊﾛｰﾜｰｸ（TEL）

名古屋中

面接会

11月5日（月）
11月6日（火）
11月7日（水）
11月9日（金）

9：30～11：30 ハローワーク名古屋中（名古屋市中村区名駅4-4-38）

名古屋中（052）582-2425
面接会

11月8日（木）
11月15日（木） 9：30～11：30 ハローワーク名古屋中（名古屋市中村区名駅4-4-38）

セミナー
面接会

11月12日（金） 13:00～14:00
14:00～16:00

住友生命名古屋ビル23階
（名古屋市中村区名駅南2-14-19）

名古屋東

セミナー
面接会

11月1日（木） 9:30～11:20
10:00～12:00 ハローワーク名古屋東（名古屋市名東区平和が丘1-2）

名古屋東（052）686-4484
セミナー
面接会

11月16日（金） 9:30～10:30
10:30～11:30 ハローワーク名古屋東（名古屋市名東区平和が丘1-2）

名古屋南 面接会 11月13日（火） 13：30～15：30 名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町1-1） 名古屋南（052）681-1211

名古屋南・刈谷
セミナー
面接会

11月6日（火） 13:00～13:30
13:30～15:30

刈谷市総合文化センター（アイリス）
（刈谷市若松町2-104）

刈 谷 （0566）21-5003

豊 橋

セミナー 10月31日（水） 13：30～15：00 豊橋合同庁舎6階会議室(豊橋市大国町111)

豊 橋 （0532）52-7193
面接会 11月12日（月） 13：30～15：30 豊橋合同庁舎6階会議室(豊橋市大国町111)

面接会 11月13日（火） 13：30～15：30 豊橋合同庁舎6階会議室(豊橋市大国町111)

面接会 11月19日（月） 13：30～15：30 田原市田原福祉センター（田原市赤石2-2）

岡 崎 面接会 11月29日（木） 14：00～16：00 岡崎合同庁舎5階会議室
（岡崎市羽根町北乾地50-1）

岡 崎 （0564）52-8609

半 田 面接会 11月7日（水） 14：00～16：00 住吉福祉文化会館（半田市宮路町53） 半 田 （0569）23-3250

瀬 戸
面接会 11月28日（水） 10：00～11：30 ハローワーク瀬戸（瀬戸市東長根町86）

瀬 戸 （0561）82-5123
面接会 11月29日（木） 10：00～11：30 ハローワーク瀬戸（瀬戸市東長根町86）

西 尾 面接会 11月14日（水） 9：30～11：30 ハローワーク西尾（西尾市熊味町小松島41-1） 西 尾 （0563）56-3622

蒲 郡 面接会 11月20日（火） 10:00～11:30
14:00～15:30 ハローワーク蒲郡（蒲郡市港町16-9） 蒲 郡 （0533）67-8609

新 城 面接会 10月12日（金） 13：00～15：30 ハローワーク新城（新城市字西入船24-1） 新 城 （0536）22-1160

春 日 井 面接会 10月26日（金） 13：00～16：00 春日井市総合体育館（春日井市鷹来町4196番地3） 春日井 （0568）81-5170

日 土

問 い
合わせ

お気軽にご参加
ください♪

※面接会やセミナー等に関するお申込み・お問い合わせは各実施ハローワークまでお願いします。※開催日時・内容等については急遽変更となる場合もございますので予めご了承ください。 （H30.10.30現在）











 

 
(平成 29 年度 介護労働実態調査結果より) 

 
 
 
 
 
 


