
（平成30年10月30日） 

＜イベント情報＞ 

             担当：職業安定部職業対策課（菅野） 電話：043-221-4392  1 

１．障害者雇用促進就職面接会を開催します（平成30年10月12日記者発表） 

 千葉労働局・ハローワークでは、障害のある方々の就職を支援するため、千葉県内の９箇
所で障害者雇用促進就職面接会を開催します。 

 障害のある方にとっては、多くの企業と面接することができるとともに、企業の担当者の方
から直接仕事の内容や職場の環境などを聞くことができ、採用を検討されている企業の方に
とっても、多くの就職意欲のある方と面接ができます。 

  

イベント名／日程 場    所 問い合わせ先 ／ 開催結果 

平成３０年度 

障害者雇用促進就職面接会 

 平成３０年１０月１８日（木） 

船橋市役所１１階大会議室 

（船橋市湊町２－10－25） 

ハローワーク船橋  047-431-8287 

【実施済】 

 出席事業所数：19社  求人数：73人 

 参加求職者数：75人  面接延数：146人 

 採用内定者数：0人   保留者数：146人 

第１８回  

障害者雇用促進就職面接会 

 平成３０年１０月２３日(火) 

千葉ポートアリーナ 

｛メインアリーナ｝ 

（千葉市中央区問屋町１－20） 

ハローワーク千葉  043-242-1181 

【実施済】 

 出席事業所数：96社   求人数：306人 

 参加求職者数：374人  面接延数：702人 

 採用内定者数：1人   保留者数：701人 

障害者ふれあい面接会 

 平成３０年１０月３０日（火） 

銚子市健康福祉センター  

すこやかなまなびの城 

（銚子市若宮町４-８） 

ハローワーク銚子    0479-22-7406 

ハローワーク佐原   0478-55-1132 

うらやす障害者就職面接会 

 平成３０年１１月２日（金） 

浦安市民プラザWave101 

（浦安市入船１-４-１イオン新浦安店４階） 

ハローワーク市川    047-370-8609 

求人者 ３１♯  求職者４３♯ 

平成３０年度 

障がい者就職面接会 

 平成３０年１１月７日（水） 

木更津市民会館 中ホール 

（木更津市貝淵２-13-40） 
ハローワーク木更津   0438-25-8609 

第２１回 

障害者雇用促進就職面接会 

 平成３０年１１月９日(金) 

千葉県福祉ふれあいプラザ 

｛ふれあいホール｝ 

（我孫子市本町３－１－２けやきプラザ内） 

ハローワーク松戸    047-367-8609 

 求人者 ３１＃  求職者 ４６＃ 

ハローワーク野田   04-7124-4181 

 

平成３０年度 

障害者雇用促進就職面接会 

 平成３１年１月２４日（木） 

 
 

茂原市役所市民室 
（茂原市道表１番地） 

ハローワーク茂原      0475-25-8609 

ハローワークいすみ   0470-62-3551 

平成３０年度 

障害者就職促進面接会 

 平成３１年２月頃予定 

会場未定 

（成田市内） 
ハローワーク成田    0476-27-8609 

障がい者就職促進面接会 

 平成３１年２月頃予定 

市原市勤労会館 

（市原市更科５－１－18） 
ハローワーク千葉南  043-300-8609 
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２．平成30年度介護就職デイを開催します 

 11月11日の「介護の日」前後を集中的な開催日として、千葉県内で、介護分野
の就職面接会や就職に関する相談会など「介護就職デイ」を実施します。 

          担当：職業安定部職業安定課（村上・藤田） 電話：043-221-4081 

実施主体 開催日 開催場所（施設名） 問合せ先電話番号 対象者 

ハローワーク千葉南 
平成30年10月29日 

13:30～15:30 

市原市勤労会館（ＹＯＵホール） 
３階多目的ホール 

市原市更級５－１－18 

043‐300‐8609 
部門コード41＃ 

一般、高卒・大卒等予定者 

ハローワーク野田 
平成30年11月6日 

9:00～12:00 

ハローワーク野田 
２階会議室 

野田市みずき２－６－１ 
04-7124-4181 一般 

ハローワーク佐原 
平成30年11月9日 

14:00～16:00 

佐原公共職業安定所 
２階会議室 

香取市北１－３－２ 
0478-55-1132 一般 

ハローワーク成田 
平成30年11月15日 

13:00～15:00 

成田市文化芸術センター 
多目的ホール 

成田市花崎町828-11  
スカイタウン成田３階 

0476-89-1700 
部門コード41# 

人材サービスコーナー登録者 
（一般求職者・大卒見込者も可） 

ハローワーク千葉 
ハローワーク千葉南 

平成30年11月16日 
13:30～15:30 

ホテルポートプラザちば 
千葉市中央区千葉港８－５ 

043-204-7123 一般、高卒・大卒等予定者 

千葉県福祉人材確保 
・定着夷隅地域推進協議会 
（ハローワークいすみ） 

平成30年11月17日 
9:30～12:30 

平成30年11月18日 
9:30～12:30 

夷隅文化会館 
いすみ市深谷1968－１ 

0470-87-9631 
（事務局：ピア宮敷） 

一般、高卒・大卒等予定者 

ハローワーク館山 

平成30年11月20日 
10:00～12:00 
13:30～15:30 

ハローワーク館山 
２階会議室 

館山市八幡815－２ 
0470-22-2236 一般、大卒等予定者 

ハローワーク松戸 
平成30年11月21日 

13:00～15:30 

松戸商工会館 
５階大会議室 

松戸市松戸1879－１ 

047‐367‐8609 
部門コード42# 

福祉の仕事に興味 
のある一般求職者 

（無資格、未経験者歓迎） 

ハローワーク銚子 
平成30年11月22日 

14:00～15:30 

ハローワーク銚子 
銚子労働総合庁舎３階 
銚子市中央町８－16 

0479-22-7406 一般、高卒・大卒等予定者 

ハローワーク市川 
平成30年11月26日 

14:00～16:00 

ハローワーク市川 
2階会議室 

市川市南八幡５-11-21 

047-370-8609 
部門コード31# 

介護施設での勤務を 
希望する一般求職者 

ハローワーク木更津 

平成30年11月26日 
14:00～16:00 

平成30年11月27日 
10:00～12:00 

ハローワーク木更津 会議室 
木更津市富士見１－２－１ 
スパークルシテイ木更津５階 

0438-25-8609 一般 

ハローワーク船橋 
平成30年12月1日 

13:30～16:00 
船橋市中央公民館 講堂 
船橋市本町２－２－５ 

047-420-8609 一般、高卒・大卒等予定者 

船橋市訪問介護事業者連絡会 

（ハローワーク船橋） 
（ハローワーク市川） 

平成30年12月4日 
9:30～12:00 

市民文化創造館「きららホール」 
船橋市本町１－３－１ 
フェイスビル５階 

047-420-8609 一般  

ハローワーク茂原 
平成30年12月6日 

13：30（予定） 
茂原公共職業安定所 
茂原市高師台１－５－１ 

0475-25-8609 未定 



3           担当：雇用環境・均等室（山本・太田）電話：043-306-1860 

＜新着情報・重要なお知らせ＞ 

１．「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」を開催します（平成30年10月24日記者発表） 

～働きやすさと働きがいのある雇用環境の実現に向けて 

オール千葉で「働き方改革」を進めます！～ 

平成30年度第２回 ちばの魅力ある職場づくり公労使会議 

 
１ 日 時  平成30年11月１日（木）13時10分～13時25分    
        13時30分から『ちば「働き方改革」公労使シンポジウム』を開催 
 
２ 場 所  京成ホテルミラマーレ ８階（オーキッド） 
        千葉市中央区本千葉町15-１ 
 
３ 参加機関 
   千葉労働局    （一社）千葉県経営者協会       （株）千葉銀行 
   千葉県       千葉県中小企業団体中央会     千葉信用金庫 
   千葉市       （一社）千葉県商工会議所連合会  （公財）千葉県産業振興センター 
   千葉県市長会   千葉県商工会連合会       （独）千葉産業保健総合支援センター    
   千葉県町村会   日本労働組合総連合会千葉県連合会 
               千葉県社会保険労務士会     千葉働き方改革推進支援センター 
               千葉県税理士会                          
                                                     
                 
            「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」の歩み 
 
○平成28年９月７日 平成28年度第１回千葉県政労使会議 
○平成28年９月26日 平成28年度第２回ちばの魅力ある職場づくり公労使会議 
                    ※千葉県政労使会議から名称変更 
             『ちば「働き方改革」共同宣言の採択 
                   ～働きやすさと働きがいのある雇用環境の実現に向けて～』 
○平成29年１月24日 平成28年度第３回ちばの魅力ある職場づくり公労使会議 
○平成29年９月13日 平成29年度第１回ちばの魅力ある職場づくり公労使会議 
○平成29年11月24日 平成29年度第２回ちばの魅力ある職場づくり公労使会議 
            『ちば「働き方改革」共同宣言に基づく具体的行動の策定』 
 
 
 
 
 
 
 
○平成30年10月９日  平成30年度第1回ちばの魅力ある職場づくり公労使会議 



4           担当：雇用環境・均等室（土谷・大友）電話：043-221-2307 

２．11月はテレワーク月間です！ 

～テレワーク導入促進のためのセミナーやイベントを開催～ 

 
 総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省（以下、「テレワーク推進４省」）と産業界、
学識者の産官学で構成される「テレワーク推進フォーラム」では、11月を「テレワーク月間」と
し、テレワークの活用によって働き方の多様性を広げる運動を推進します。 
 
 厚生労働省では、今年で4年目となるテレワーク月間中に、テレワークの導入を促進する 
ための企業向けセミナーや、働く方にテレワークのメリットを感じてもらえる体験型のイベント
などを複数の都市で開催します。これらのセミナーやイベントでは、今年2月に策定したテレ
ワークにおける適切な労務管理のためのガイドラインについて解説したり、テレワークの活用
によりワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果を上げた個人や企業の表彰を行います。 
 
 なお、テレワーク月間専用サイトでは、テレワークに関する活動（１．テレワークを試みる/  
実践する、２．テレワークを学ぶ/議論する、３．テレワークを応援する/協力する）を実施して
いる個人や企業を、年間を通して募集しています。 
 
 
  【テレワーク月間専用サイト】                       
  http://teleworkgekkan.org/ 

                                       
                                    【テレワーク月間ロゴマーク】                                  

テレワーク月間の主要イベント 

◆テレワーク推進企業などへの厚生労働大臣表彰を実施（東京） 
 テレワークを活用することで、ワーク・ライフ・バランスの実現において顕著な成果を上げた 

 企業や個人を表彰します。 

 

◆テレワーク推進フォーラム「産官学連携セミナー」（東京） 
 「テレワークの更なる普及に向けて」をテーマに、企業の取組やテレワーク学会による普及に 

 向けた考察の紹介のほか、テレワーク推進４省からの施策紹介を行います。 

 

    11月2日（金）13：30～17：00 御茶ノ水ソラシティ２Fホール（事前申し込み制・無料） 
 

◆『働く、が変わる』テレワークイベント（東京） 
 

    11月29日（木）13：30～17：00 御茶ノ水ソラシティ２Fホール（事前申し込み制・無料） 
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