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新型コロナウイルス感染症の影響により就職が困難な方＆就職氷河期世代の方向け 

「山覚める    愛知の 就職面接会」開催 
 

愛知労働局（局長 伊藤 正史）は、新型コロナウイルス感染症の影響により離職される方が

多くなっている中、コロナ禍において就職が困難な方や、就職氷河期世代の方を対象とした面接

会を愛知県下すべてのハローワークにおいて集中的に開催します。 

※「山覚める（やまさめる）」は春の季語で「根雪を溶かす」という意味があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月２８日（木） 

【照会先】 

愛知労働局職業安定部職業安定課 

職業安定課長   諸井 博之 

課 長 補 佐   岡本 和恵 

 人材確保支援係長   坂梨 範子 

(電 話） 052（219）5505（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

厚生労働省愛知労働局 

概要 

 

１ 開催日程 

  令和３年2 月17 日（水）～3 月9 日（火） 

  詳細は別紙のとおり 

 

２ 参加対象者 

  ・コロナ禍により就職が困難となっている方及び退職予定の方 

  ・就職氷河期世代の方（概ね35～54 歳の方） 

 

３ 参加事業所 

  愛知県内を就業場所とするコロナ禍による離職者対象求人または就職氷河期世代対象 

求人を提出する事業所 

 

４ 感染対策 

当日は三密を避け、換気等、感染防止対策を実施する予定です。 

  体調不良の方や、マスクをされていない方は参加をご遠慮ください。 

 

all ※ 

愛知県下全所開催 



 

 
 

 

※面接会によっては予約制となっておりますので、各ハローワークにて詳細を確認のうえ 

ご参加ください。 

開催日 開催場所 実施ハローワーク 
２月１７日（水） ハローワーク名古屋東 会議室 名古屋東 
２月１７日（水） ハローワーク瀬戸 会議室 瀬戸 
２月１７日（水） ホテルプラザ勝川 春日井 
２月１８日（木） 豊田産業文化センター 豊田・刈谷・岡崎 
２月２５日（木） ハローワーク名古屋中 会議室 名古屋中 
２月２５日（木） 尾張一宮駅前ビル 一宮・犬山 
２月２５日（木） ハローワーク半田 会議室 半田 
３月３日（水） ホテルアソシア豊橋 豊橋・豊川・新城・蒲郡 
３月３日（水） ハローワーク碧南出張所 会議室 碧南 
３月３日（水） 西尾商工会議所 西尾 
３月４日（木） 津島市文化会館 大ホール 津島 
３月９日（火） ウインクあいち ８階展示場 名古屋東・名古屋中・名古屋南 

 

 

 

 

 

※愛知ハローワーク ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/2021_yamasame_all.html 

 

 

 

 

別紙 



～愛知労働局・ハローワークはコロナ離職者、
就職氷河期世代を総力を挙げて応援します。～

※「山覚める」は春の季語で「根雪を溶かす」という意味があります。

開催日 開催場所 実施ハローワーク
２月１７日（水） ハローワーク名古屋東 会議室 名古屋東

２月１７日（水） ハローワーク瀬戸 会議室 瀬戸

２月１７日（水） ホテルプラザ勝川 春日井

２月１８日（木） 豊田産業文化センター 豊田・刈谷・岡崎

２月２５日（木） ハローワーク名古屋中 会議室 名古屋中

２月２５日（木） 尾張一宮駅前ビル 一宮・犬山

２月２５日（木） ハローワーク半田 会議室 半田

３月３日（水） ホテルアソシア豊橋 豊橋・豊川・新城・蒲郡

３月３日（水） ハローワーク碧南出張所 会議室 碧南

３月３日（水） 西尾商工会議所 西尾

３月４日（木） 津島市文化会館 大ホール 津島

３月９日（火） ウインクあいち 名古屋東・名古屋中・名古屋南

２月17日(水)～３月９日(火)
令和３年

県内すべてのハローワークで集中開催！

山覚める 愛知の
やま さ

・コロナで就職が困難となっている方 及び退職予定の方
・就職氷河期世代の方（概ね35～54歳の方）

対象者

ホームページ
はこちら▶

詳細は実施ハローワーク
にお問い合わせ下さい

ご来場時はマスクのご着用をお願いいたします。また、軽度であっても体調に
変化がみられる場合は来場をご遠慮いただきますようお願いいたします。

就職氷河期世代支援
オリジナルキャラクター
アザラシの氷河くん疫病退散の妖怪

アマビエさん 厚生労働省・愛知労働局・ハローワーク
©2020 aichiroudoukyoku hyougakun



ハローワーク 所在地 電 話 管 轄

名古屋中 名古屋市中区錦2-14-25
ヤマイチビル

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
052-855-3740

西区 中村区 中区 中川区
北区 北名古屋市 清須市
西春日井郡

名古屋南 名古屋市熱田区旗屋
2-22-21

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
052-681-1211

瑞穂区 熱田区 港区 南区
緑区 豊明市

名古屋東 名古屋市名東区平和が丘
1-2

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
052-774-1115

千種区 昭和区 名東区
天白区 東区 守山区
日進市 長久手市 愛知郡

豊 橋 豊橋市大国町111
（豊橋地方合同庁舎１階）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0532-52-7191 豊橋市 田原市

岡 崎 岡崎市羽根町字北乾地
50-1（岡崎合同庁舎１階）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0564-52-8609 岡崎市 額田郡

一 宮 一宮市八幡4-8-7
（一宮労働総合庁舎内）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0586-45-2048

一宮市
稲沢市（平和町を除く。）

半 田 半田市宮路町200-4
（半田地方合同庁舎）

★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0569-21-0023

半田市 常滑市 東海市
知多市 知多郡

瀬 戸 瀬戸市東長根町86 0561-82-5123（代表） 瀬戸市 尾張旭市

豊 田 豊田市常盤町3-25-7 ★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0565-31-1400 豊田市 みよし市

津 島 津島市寺前町2-3 0567-26-3158（代表）
津島市 愛西市
稲沢市（平和町） 弥富市
あま市 海部郡

刈 谷 刈谷市若松町1-46-3 ★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0566-21-5001

刈谷市 安城市 知立市
高浜市 大府市

碧南出張所 碧南市浅間町1-41-4 0566-41-0327（代表） 碧南市

西 尾 西尾市熊味町小松島41-1 0563-56-3622（代表） 西尾市

犬 山 犬山市松本町2-10 0568-61-2185（代表） 犬山市 江南市 岩倉市
丹羽郡

豊 川 豊川市千歳通1-34 0533-86-3178（代表） 豊川市

蒲 郡 蒲郡市港町16-9 0533-67-8609（代表） 蒲郡市

新 城 新城市西入船24-1 0536-22-1160（代表） 新城市 北設楽郡

春日井 春日井市大手町2-135 ★ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾙｾﾝﾀｰ
0568-81-5135 春日井市 小牧市

愛知労働局職業安定課人材確保支援係
（名古屋市中区錦二丁目14番25号ヤマイチビル13階 TEL：052-219-5505）

愛知労働局内のハローワーク所在地一覧


