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担当：雇用環境・均等室（長倉） 電話：043-221-2307

＜イベント情報＞

１．ダイバーシティ推進セミナーを開催します

男性の育児参画は、「育児をしたい」という男性の希望の実現に加え、企業にとっても、女
性の活躍推進や働き方の見直しにつながるなどのメリットがあります。
そこで、企業における男性の育休や育児目的休暇の取得を進めるため、育児取得のメリット

や地域の企業の取組事例などを紹介するセミナーを実施します。

～経営に活かそう、男性の育児休業～

日 時

会 場

令和２年１月23日（木） 開場13:40

第１部／14:00～15:40

●男性の育児休業取得促進セミナー
★職場内研修実施のポイント解説
★グループワーク

第２部／15:40～16:00

●女性活躍に関する助成金等について（千葉労働局）

千葉市文化センター 会議室Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館９階

定員・参加対象

先着100名 参加費無料
企業・自治体の人事労務担当者をはじめどなたでも参加いただけます

申込方法

・WEB https://www.tokiorisk.co.jp/seminar/2019/ikumen2019.html

・Eメール ikumen@tokiorisk.co.jp

・専用申込書によるFAX

共 催

千葉労働局・千葉市

男性の育児休業取得促進セミナー事務局
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 製品安全・環境本部内

電話０３－５２８８－６５８３

＜講師＞

高村 静
（たかむら しずか）

中央大学ビジネススクール大学院

戦略経営研究科 准教授



2

２．障害者雇用促進就職面接会を開催します（令和元年８月30日掲載）

担当：職業安定部職業対策課（菅野） 電話：043-221-4392

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10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。
＊面接会への参加を希望される障害者の方は事前申し込みが必要ですが、当日参加も可能です。

イベント名／日 時 場 所 問い合わせ先／開催結果

令和元年度

障害者雇用促進就職面接会

令和元年10月15日（火） 13時～16時

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

出席事業所数：19社 求人数：47人

参加求職者数：81人 面接延数：152人

採用内定者数：12人 保留者数：37人

第19回

障害者雇用促進就職面接会

令和元年10月24日（木） 13時～16時

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
ハローワーク千葉南、ハローワーク成田
出席事業所数：103社 求人数：316人
参加求職者数：294人 面接延数：574人
採用内定者数：18人 保留者数：247人

いちかわ障がい者就職面接会

令和元年11月1日（金） 13時30分～16時

市川グランドホテル

７階 [黄金の間]

（市川市市川１－３－１８）

ハローワーク市川 047（370）8609

出席事業所数：19社 求人数：71人

参加求職者数：62人 面接延数：124人

採用内定者数：４人 保留者数：64人

第22回

障害者雇用促進就職面接会

令和元年11月8日（金） 13時～15時30分

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
ハローワーク野田 04（7124）4181
出席事業所数：25社 求人数：85人
参加求職者数：63人 面接延数：106人
採用内定者数：２人 保留者数：63人

令和元年度

障害者ふれあい面接会

令和元年11月14日（木） 13時30分～15時30分

銚子公共職業安定所

（銚子市中央町８－１６

銚子労働総合庁舎3階）

ハローワーク銚子 0479（22）7406
ハローワーク常陸鹿嶋 0299（83）2318
出席事業所数：６社 求人数：15人
参加求職者数：50人 面接延数：43人
採用内定者数：２人 保留者数：25人

障がい者就職面接会

令和元年11月22日（金） 13時30分～15時30分

木更津市立中央公民館

B館 ３階 [多目的ホール]

（木更津市富士見１－２－１）

ハローワーク木更津 0438（25）8609

出席事業所数：20社 求人数：36人

参加求職者数：49人 面接延数：99人

採用内定者数：0人 保留者数：77人

茂原・いすみ障害者雇用促進就職面接会

令和元年12月9日（月） 13時30分～15時30分

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
出席事業所数：11社 求人数：23人
参加求職者数：40人 面接延数：50人
採用内定者数：1人 保留者数：35人

令和元年度

障害者ふれあい面接会

令和２年２月13日（木） 13時30分～16時

旭市商工会館

３階 大研修室

（旭市ロの７９５－６）

ハローワーク銚子 0479（22）7406

ハローワーク佐原 0478（55）1132

令和元年度

障害者雇用促進就職面接会

令和２年２月14日（金） ＜第一部＞10時～12時

＜第二部＞14時～16時

公津の杜コミュニティセンター

（もりんぴあ）

ＭＯＲＩ×ＭＯＲＩホール

（成田市公津の杜４－８）

ハローワーク成田 0476（27）8609

求人者 31♯ 求職者 34♯

ハローワーク佐原 0478（55）1132

障がい者就職促進面接会

令和２年２月20日（木） 13時30分～15時30分

市原市市民会館

会議室棟２階

（市原市惣社1－1－1）

ハローワーク千葉南 043（300）8609

求人者 31♯ 求職者 43♯

開
催
結
果
を
更
新
し
ま
し
た



子育てお母さんの 
  ための 
ものづくり転職セミナー 

主催：ポリテクセンター千葉、千葉市

開催日時 ２０２０年１月２２日(水) 
先着５０名 

♦場所：ポリテクセンター千葉（イベントホール E-24教室） 

●働きながら、しっかり育てたい。 
●正社員を目指したい。 
●技能・技術を身に付けたい。 

時間 ９：３０～１１：３０ 
内容 ■ポリテクセンターってどんなところ？ 
            ～職業訓練を受講して転職力をUPしよう～  
    ■女性受講生の体験談と女性指導員からのアドバイス 
    ■事例紹介 ～未経験でも大丈夫！～ 

    ■見学 

16 ポリテク
センター
千葉

至船橋 至四街道

至都賀
動物公園駅 みつわ台駅千葉都市モノレール

千葉北ＩＣ

長沼十字路
商店

ポリテクセンター千葉
入口

スーパーオート
バックス

ワンズモール

ジョイフル本田

草野小学校 草野中学校

住友重機械 千葉県酒類販売 ロイヤルホームセンター

みつわ台総合病院

給水塔
福住医院

トナミ運輸

ヴィルフォーレ
稲毛

愛生町

フレスポ稲毛

千葉県
総合運動場

千葉市
動物公園

交通アクセス

六方町交差点

♦申込・問合せ：ポリテクセンター千葉 
   (千葉市稲毛区六方町２７４番地) 
  月～金(祝日除く)８：４５～１７：００ 
  ＴＥＬ：０４３-４２２-４８１０ 
  ＦＡＸ：０４３-４２２-４８９６(裏面に申込書あり) 

申込はお電話か 
ＦＡＸでおねがい 
します♪ 

♬～ 

無料大駐車場完備！ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
♬
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転職セミナー（1/22）参加申込書 
令和元年１２月２７日(金)までにFAXまたはお電話でお申し込みをお願いします。 

 ＦＡＸ：０４３－４２２－４８９６  
  

  
氏     名：                                                                    
  
お子様が通っている保育所名：                              
  

当日連絡のとれる電話番号：                               
  

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」 
（平成１５年法律第５９号）を遵守し、保有個人情報を適切に保管し、個人の権利利益を保護いたします。当機構では、 
必要な個人情報について、以下の利用目的の範囲内で利用させていただきます。 
ご記入いただいた個人情報は転職セミナー関する事務処理に利用いたします。 

                    

ポリテクセンターってどんなところ？ 
 ポリテクセンターは厚生労働省所管の公的施設です。主な取り組みは、離職者の方々に対する早期再就職のための
離職者訓練、職業能力開発に関する相談、その他援助を通じた人材育成支援です。 
 
 求職者の方々を対象に、企業での生産現場の実態に即したものづくり分野の訓練コースに特化して、全国61か所で標
準６か月の職業訓練を実施しています。 
 主な訓練として、次の３つがあり、多岐に渡る訓練コースをご用意しております。 
 
 ●製造業等におけるＣＡＤ製図や機械加工、溶接の技能者として就職を目指す機械分野関連の訓練 
 ●電気設備の施工や保全、電子回路設計や組込みマイコンにおけるプログラミング製作の技能者として就職を目指す 
  電気・電子分野関連の訓練 
 ●住環境の提案（リフォーム等）や内装施工、ビルおよびマンション等の保守管理の技能者として就職を目指す居住分 
  野関連の訓練 
 
 離職者訓練では、より就職につながるスキルが習得できるよう、訓練の入所から修了にいたる各段階において、個別
相談や面接指導などのきめ細かな就職支援を実施しています。 
 受講料は原則無料となります（テキスト代、作業服代等、別途かかります）。また、受講者によっては雇用保険や給付金
の給付を受けながら訓練受講が可能です。 
 

「ハロートレーニング～急がば学べ～」 
は、新たなスキルアップにチャレンジするすべて 
の皆さんをサポートする「公的職業訓練」の 
「愛称」と「キャッチフレーズ」です。 
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