
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

介護就職デイ（就職面接会等）を開催します。 

～11 月 11 日「介護の日」前後に県内で、３０回開催～ 

～県内企業１２３社が参加予定～ 

 

兵庫県における介護職種の有効求人倍率を見ると、各年 8 月末現在で平成 28 年は

3.09 倍、平成 29 年は 3.58 倍、平成 30 年は 3.90 倍と年々高くなっています。 

少子高齢化が進行する中、介護利用者の増加、サービスニーズの高度化・多様化等

一層のサービス需要が見込まれる介護分野について、兵庫労働局（局長 畑中啓良）

では、重点的に人材確保に向けたハローワークのサービス提供体制の整備及びマッチ

ング機能の強化に取り組んでいます。 

平成 21 年度から、11 月 11 日の「介護の日」前後を福祉人材確保重点期間として、

県内のハローワークで介護分野の就職面接会や就職に関するセミナーなど「介護就職

デイ」を実施しています。 

このたび、平成 30 年度の実施予定についてとりまとめましたので公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 10 月 29 日 

【照会先】 

兵庫労働局職業安定部職業安定課 

  課  長   竹内 重雄 

  課長補佐   藤井 直哉 

電話 078-367-0802 

 

Press Release 

 

【平成 30 年度 介護就職デイの実施予定状況】 

 

◆平成 30 年 11 月 1 日から 11 月 28 日の間に、県内のハローワークで、面接会を 

２０回、セミナー・企業説明会・見学会を１０回開催 

 

  実施内容  就職面接会、就職に関するセミナー、施設見学会など 

  職  種  施設・訪問介護職、ホームヘルパー、ケアマネージャーなど 

 



「介護就職デイ」開催日程

種別 開催日時 開催場所 主催ハローワーク 問い合わせ先
参加企業
予定数

面接会 平成30年11月1日（木）13:30～16:00
神戸クリスタルタワー
　３階　クリスタルホール
(神戸市中央区東川崎町1-1-3)

ハローワーク神戸
ハローワーク灘
ハローワーク西神

ハローワーク神戸
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:078-362-4602

２４社

面接会 平成30年11月5日（月）13:30～15:30 ハローワーク姫路 ハローワーク姫路

ハローワーク姫路
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:079-222-4431

６社

企業説明会
面接会

平成30年11月8日（木）
　ミニセミナー　13:00～13:30
　事業所説明会、面談会　13:40～16:00

ハローワーク加古川 ハローワーク加古川

ハローワーク加古川
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:079-421-8624

３社

見学会 平成30年11月9日（金）14:00～15:30
社会福祉法人平成会　西長洲荘
（尼崎市西長洲町３丁目3-20）

ハローワーク尼崎

ハローワーク尼崎
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:06-7664-8607

１社

面接会 平成30年11月9日（金）13:30～15:30
ハートフルかすが
(丹波市春日町黒井1500)

ハローワーク柏原
ハローワーク柏原
職業相談部門
TEL:0795-72-1070

８社

面接会
平成30年11月12日（月）～11月16日（金）
　毎日（11/15 木曜除く）
　　9:30～11:30

ハローワーク尼崎　個別ブース ハローワーク尼崎

ハローワーク尼崎
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:06-7664-8607

月・水・金
各１社

火 ２社

面接会 平成30年11月12日（月）13:30～15:00
加西市健康福祉会館
(加西市北条町古坂1072-14)

ハローワーク西脇
ハローワーク西脇
専門援助・求人部門
TEL:0795-22-3181

２６社

セミナー
面接会

平成30年11月13日（火）
　セミナー　10:00～12:00
　面接会　　13:00～15:00

ハローワーク尼崎　大会議室 ハローワーク尼崎

ハローワーク尼崎
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:06-7664-8607

５社

セミナー
面接会

平成30年11月13日（火）
　セミナー　10:45～11:45
　面接会　　13:30～16:00

ハローワーク西宮 ３階会議室 ハローワーク西宮

ハローワーク西宮
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:0798-75-6714

５社

面接会 平成30年11月13日（火）13:30～15:30 ハローワーク姫路 ハローワーク姫路

ハローワーク姫路
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:079-222-4431

１社

面接会
平成30年11月13日（火）～11月15日（木）
　各日　9:30～12:00

ハローワーク豊岡　２階会議室
ハローワーク豊岡
ハローワーク香住

ハローワーク豊岡
職業相談第１部門
TEL:0796-23-3101

各日
２社

面接会 平成30年11月16日（金）14:00～16:00 ハローワーク明石 ハローワーク明石
ハローワーク明石
職業相談部門
TEL:078-912-2305

４社

セミナー 平成30年11月20日（火）10:30～12:30 ハローワーク神戸　５階会議室 ハローワーク神戸

ハローワーク神戸
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:078-362-4602

面接会 平成30年11月20日（火）13:30～15:30 ハローワーク神戸　５階会議室 ハローワーク神戸

ハローワーク神戸
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:078-362-4602

４社

セミナー 平成30年11月20日（火）13:30～15:30 ハローワーク伊丹　２階会議室 ハローワーク伊丹

ハローワーク伊丹
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:072-772-8616

セミナー
面接会

平成30年11月20日（火）13:00～15:30 ハローワーク篠山　２階会議室 ハローワーク篠山
ハローワーク篠山
職業相談部門
TEL:079-552-0092

３社

セミナー 平成30年11月21日（水）13:30～16:00 ハローワーク神戸　５階会議室 ハローワーク神戸

ハローワーク神戸
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:078-362-4602

面接会
平成30年11月21日（水）
　第一部 10:00～11:30
　第二部 13:30～15:00

洲本総合庁舎　３階会議室
(洲本市塩屋2-4-5)

ハローワーク洲本
ハローワーク洲本
職業相談・求人部門
TEL:0799-22-0620

２０社

見学会
面接会

平成30年11月21日（水）14:00～15:30
特別養護老人ホーム栗栖の荘
（たつの市新宮町平野778-5）

ハローワーク龍野
ハローワーク龍野
職業相談・求人部門
TEL:0791-62-0981

１社

見学会 平成30年11月28日（水）14:00～15:30

株式会社ニチイ学館　姫路支店
ニチイケアセンター的形
有料老人ホームニチイのきらめき
（姫路市的形町的形２１６－１）

ハローワーク姫路

ハローワーク姫路
人材支援総合コーナー（福
祉、建設、警備、運輸分
野）
TEL:079-222-4431

１社

   ※　詳細は、各ハローワークに直接お問い合わせいただくか、兵庫労働局ホームページをご覧ください

　　ホームページＵＲＬ　　http://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/


