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ハローワーク就職面接会等開催のお知らせ（8 月・9 月） 

～求職活動中の方、是非ご参加ください。～ 
 

愛知労働局及び県内の各ハローワークでは、１人でも多くの方が希望に合った職に就ける

よう、就職面接会等の開催など積極的なマッチング支援に取り組んでいます。    

県内の各ハローワークが 8 月・9 月に予定している就職面接会等の開催日程をご案内しま

すので、求職活動中の方は是非ご参加ください。 

なお、県内の各ハローワークでは、今回のご案内以外にも様々な就職支援の取組を行って

います。詳しくはお近くのハローワークへお問合せください。 

 

 

◎求職者向け就職面接会

【一般求職者関係】

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

ミニ求人面接会

・職場見学も可能
・正社員を目指す方、それ以外
　の方も

平成29年8月23日（水）

開催時間
10時00分～11時30分

豊田市福祉センター
4階　46・47会議室

豊田市錦町1丁目1番地1

ハローワーク豊田
職業相談部門
求人企画部門

電話　0565-31-1400
（41＃・31＃）

東三河高等技術専門校
平成29年9月訓練終了者用
ミニ求人説明会

・平成29年9月訓練終了予定の住
宅インテリアコース、住宅エクステリ
アコース及び平成30年３月卒業予
定の建築総合科の生徒対象

平成29年8月28日（月）

開催時間
13時30分～15時30分

東三河高等技術専門校　人材開
発センター実習室

豊川市一宮町上新切33-4

ハローワーク豊川
求人専門援助部門

電話　0533-86-3310
（24＃）

ハローワーク岡崎
 ものづくり就職フェア

・現在求職中の方
・就業場所が岡崎所管内で、ものづ
くり（製造職）の正社員求人募集中
の事業所６社程度

平成29年8月29日（火）

開催時間
14時00分～16時00分

岡崎合同庁舎　5階大会議室

岡崎市羽根町北乾地50-1

ハローワーク岡崎
　職業相談部門
　求人・企画部門

電話　0564-52-8609

就職面接会

・製造職を希望の方
・８～１０社予定

平成29年9月8日（金）

開催時間
13時30分～16時30分

今池ガスビル
７階ダイヤモンドルーム

名古屋市千種区今池1-8-8

ハローワーク名古屋東
求人部門

電話　052-774-1115

平成２９年 ７月２７日（木） 

【照会先】 

愛知労働局職業安定部職業安定課 

課    長    榊 原 晴 親 

課長補佐    古 江 俊 博 

（電 話）０５２－２１９－５５０５（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

厚生労働省愛知労働局 
Press Release 
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【一般求職者関係】

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

正社員＆パート就職面接会
第二弾

・午前の部　:　パートの面接会
・午後の部　:　正社員の面接会

平成29年9月14日（木）

開催時間
9時30分～15時30分

名古屋国際会議場　1号館
3階会議室131-132

名古屋市熱田区熱田西町1番地
1号

ハローワーク名古屋南
職業相談第二部門
担当　小島

電話　052-681-1216

ミニ求人面接会

・職場見学も可能
・正社員を目指す方、それ以外
　の方も

平成29年9月27日（水）

開催時間
10時00分～11時30分

豊田市福祉センター
4階　42・43会議室

豊田市錦町1丁目1番地1

ハローワーク豊田
職業相談部門
求人企画部門

電話　0565-31-1400
（41＃・31＃）

【介護・看護関係】

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

介護・看護の就職相談会

・介護・看護の就職を目指す方
・企業数20社

平成29年8月4日（金）

開催時間
13時00分～15時00分

住友生命名古屋ビル23階
ハローワーク大会議室

名古屋市中村区名駅南2－14－
19

ハローワーク名古屋中
人材確保対策コーナー

電話　052-582-2425

介護・看護の就職相談会

・介護・看護の就職を目指す方
・企業数20社

平成29年8月23日（水）

開催時間
11時30分～14時00分

住友生命名古屋ビル23階
ハローワーク大会議室

名古屋市中村区名駅南2－14－
19

ハローワーク名古屋中
人材確保対策コーナー

電話　052-582-2425

【障害者関係】

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

ミニ面接会（障がい者向け）

・ハローワークへ事前申し込みが
必要

平成29年8月9日（水）

開催時間
13時30分～15時50分

ハローワーク豊田
プレハブB庁舎

豊田市錦町1丁目1番地1

ハローワーク豊田
専門援助部門

電話　0565-31-1400
（42＃）

平成29年度第1回障害者雇用
マッチングサポートフェア

～企業の障害者雇用をサポートす
る就労移行支援事業所との面談会
～

平成29年8月25日（金）

開催時間
13時00分～16時00分

住友生命名古屋ビル23階
ハローワーク大会議室

名古屋市中村区名駅南2－14－
19

ハローワーク名古屋中
雇用管理部門

電話　052－582－8171
（32♯）

東三河障害者就職面接会

・東三河４所合同にて障害者面接
会を開催
・参加企業６社
・対象者は障害をおもちの方

平成29年8月29日（火）

開催時間
13時00分～16時00分

ハローワーク豊橋　６階大会議
室

豊橋市大国町１１１

ハローワーク豊川
求人専門援助部門

電話　0533-86-3310
（23＃）

◎求職者向け就職面接会つづき
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【新卒・若年者関係】

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

2017就職フェアin瀬戸

・平成30年3月大学等卒業予定者
及び既卒3年以内の方、 35歳未満
の若年求職者の方、一般求職者・
パート希望者の方

平成29年8月24日（木）

開催時間
13時00分～16時00分

瀬戸蔵
4階　多目的ホール・会議室

瀬戸市蔵所町1-1

ハローワーク瀬戸

電話　0561-82-5123

大学生等就職応援ミニ面接会

・平成30年3月大学等卒業予定者
 及び既卒3年以内の方

平成29年8月24日（木）

開催時間
14時00分～16時00分

中日ビル10階
セミナールーム

名古屋市中区栄4-1-1

愛知新卒応援ハロー
ワーク
電話　052-264-0701

愛知わかものハローワーク就職
面接会

・45歳未満の若年求職者の方

平成29年8月29日（火）

開催時間
14時00分～16時00分

中日ビル10階
愛知わかものハローワーク
セミナールーム

名古屋市中区栄4－1－1

愛知わかものハロー
ワーク

電話　052－264－0601

大学生等就職応援ミニ面接会

・平成30年3月大学等卒業予定者
及び既卒3年以内の方

平成29年9月21日（木）

開催時間
14時00分～16時00分

中日ビル10階
セミナールーム

名古屋市中区栄4-1-1

愛知新卒応援ハロー
ワーク
電話　052-264-0701

◎求職者向け就職面接会つづき

【マザーズ関係】

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

マザーズハローワーク就職応援
ミニフェア

平成29年9月29日（金）

開催時間
10時30分～13時00分

ミニセミナー：
①10時30分～11時00分
②11時15分～11時45分

住友生命名古屋ビル23階
名古屋市中村区名駅南2-14-19

ミニフェア：
　名古屋中所　大会議室
託児：
　小会議室(セミナールーム）
ミニセミナー：
　ミーティングルーム

あいちマザーズハロー
ワーク

電話　052-581-0821
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◎求職者向けセミナー・事業所見学会

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

業界別企業セミナー
（介護福祉編）

・講師は（社福）来光会
・求職者向けセミナー

平成29年8月10日（木）

開催時間
14時00分～15時00分

ハローワーク一宮1階会議室

一宮市八幡4－8－7

ハローワーク一宮
求人・企画部門

電話　0586-45-2048
（31＃）

【夏休み企画】
親子で考えよう！
お母さんが働くこと

・子育てをしながら求職中の方と
その子ども（小学1～6年生）対象
・親（就職準備セミナー）子（はたらく
ことワークショップ）それぞれのセミ
ナーとバスで行く工場見学

平成29年8月23日（水）

開催時間
11時00分～16時30分

ハローワーク刈谷
（刈谷市若松町1-46-3）

山崎製パン株式会社安城工場

ハローワーク刈谷
職業相談第１部門

電話　0566-21-5002

【夏休み企画】
親子で考えよう！
お母さんが働くこと

・子育てをしながら求職中の方と
その子ども（小学3～6年生）対象
・親（就職準備セミナー）子（はたらく
ことワークショップ）それぞれのセミ
ナーとバスで行く工場見学

平成29年8月24日（木）

開催時間
10時00分～15時30分

ハローワーク刈谷
（刈谷市若松町1-46-3）

クレフォートグループ株式会社

ハローワーク刈谷
職業相談第１部門

電話　0566-21-5002

障害者就労移行支援事業所
自由見学会

・障害者雇用を検討している企業
・施設の利用を検討している障害者
・相談機関の職員

平成29年8月28日（月）
～9月1日（金）

(集合時間等はリーフレット
の一覧表をご覧ください）

就労移行支援事業所　28か所

(集合場所等はリーフレットの一覧
表をご覧ください）

ハローワーク名古屋中
雇用管理部門

電話　052－582－8171
（32♯）

◎求人者向けセミナー

内容（対象者等） 日時 開催場所 問合せ先

雇用管理セミナー

・企業の担当者向けセミナー
・ハローワーク豊橋、豊川、新城、
　蒲郡主催

平成29月8月3日（木）

開催時間
13時10分～16時50分

豊橋地方合同庁舎6階会議室

豊橋市大国町111

ハローワーク豊橋
求人部門(雇用指導官）

電話　0532-52-7194

雇用管理セミナー

・企業の担当者向けセミナー
・ハローワーク豊橋、豊川、新城、
　蒲郡主催

平成29年8月8日（火）

開催時間
13時10分～16時50分

豊橋地方合同庁舎6階会議室

豊橋市大国町111

ハローワーク豊橋
求人部門(雇用指導官）

電話　0532-52-7194

2017障害者雇用促進セミナー

・企業の担当者向けセミナー

平成29年9月14日（木）

開催時間
14時00分～16時15分

東文化小劇場

名古屋市東区大幸南1－1－10

ハローワーク名古屋中
雇用管理部門

電話　052－582－8171
（32♯）

2017障害者雇用促進セミナー

・企業の担当者向けセミナー

平成29年9月15日（金）

開催時間
14時00分～16時30分

東文化小劇場

名古屋市東区大幸南1－1－10

ハローワーク名古屋中
雇用管理部門

電話　052－582－8171
（32♯）


































