
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

報道関係者 各位 

 

「ハローワークの総合評価における主要指標の進捗状況」 

を公表します！ 

～ 令和 2 年 10 月内容の進捗状況を公表 ～ 

岩手労働局（局長 小鹿 昌也）では、全国的な取組みとして、ハローワークのマ

ッチング機能に関する業務の評価・改善の取組（総合評価）を行っており、その中の

「主要指標」にかかる令和２年１０月内容の進捗状況を別紙のとおり公表します。 

  また、ハローワークにおいて令和２年１２月に予定している面接会等及び各種セミ

ナーの一覧も、参考１及び参考２のとおり情報提供します（１１月２０日現在）。 

 

 

【参考】 

  平成 26 年６月 24 日に「『日本再興戦略』改訂 2014～未来への挑戦～」が閣議決定

され、外部労働市場の活性化による失業なき労働移動の実現に向け、官民協働による

外部労働市場の求人・求職マッチング機能の強化を図ることになったことから、平成

27 年度よりハローワークの機能強化のため、次の取組を行っています。 

①  PDCA サイクルによる目標管理・業務改善 

②  マッチング機能に関する業務の総合評価 

③  評価結果等に基づく全国的な業務改善 

この中で、②の総合評価に関連して、平成 27 年４月内容から主要指標３項目の進

捗状況について、毎月公表しています。 
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別紙　

ハローワーク名

盛　岡 釜　石 宮　古 花　巻 一　関 水　沢 北　上 大船渡 二　戸 久　慈 局　計

①　当　　月 588 98 116 151 202 193 168 125 73 105 1,819

②　年度累計 3,902 742 848 983 1,579 1,223 1,009 735 510 799 12,330

③　年度目標値 8,113 1,629 1,734 1,923 2,502 2,311 2,010 1,377 1,022 1,204 23,825

④　到達割合（②/③×100） 48.1% 45.5% 48.9% 51.1% 63.1% 52.9% 50.2% 53.4% 49.9% 66.4% 51.8%

①　当　　月 573 78 109 145 187 175 180 121 69 88 1,725

②　年度累計 3,990 611 785 961 1,393 1,246 983 700 537 759 11,965

③　年度目標値 8,448 1,304 1,466 1,812 2,188 2,280 2,074 1,301 921 1,175 22,969

④　到達割合（②/③×100） 47.2% 46.9% 53.5% 53.0% 63.7% 54.6% 47.4% 53.8% 58.3% 64.6% 52.1%

①　当　　月 156 30 31 37 34 68 50 18 15 10 449

②　年度累計 1,144 200 220 250 235 391 291 163 123 113 3,130

③　年度目標値 2,032 368 415 425 590 645 496 317 241 310 5,839

④　到達割合（②/③×100） 56.3% 54.3% 53.0% 58.8% 39.8% 60.6% 58.7% 51.4% 51.0% 36.5% 53.6%

※１　就職件数とは、自安定所で申込みを受理した求職者が、安定所の紹介により就職（内定含む。）したことについて、当該月に確認された件数。

※２　充足件数とは、自安定所で受理した求人が、安定所の紹介により求職者と結合したことについて、当該月に確認された件数。

※３　早期再就職件数とは、雇用保険の基本手当の支給残日数について、所定給付日数の３分の２以上残して就職した件数（＊全国集計の都合により、１か月遅れでの公表となります。）。

   　　なお、雇用保険受給者の早期再就職件数（9月内容）は速報値であり、修正があり得ます。

ハローワークの総合評価における主要指標の進捗状況（令和2年10月内容）

　　　　項　　目

就職件数
（常用）

※１

充足件数
（常用）

※２

雇用保険受
給者の早期
再就職件数
（9月内容）
※３ ※４



参考１

 安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加

企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月4日 13:00～17:00 ハローワーク盛岡 年金相談会 - 年金に関する相談会 無
社会保険労務士による
相談会

12月9日 10:00～14:00 ハローワーク盛岡 保育のおしごと相談 - 保育の就職相談、保育のおしごとに関する相談会 無
岩手県保育士・保育所支援
センターによる出張相談

12月10日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク盛岡 看護のおしごと相談 - 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月11日 13:00～17:00 ハローワーク盛岡 年金相談会 - 年金に関する相談会 無
社会保険労務士による
相談会

12月17日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク盛岡 介護のおしごと定期相談会 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県福祉人材センターに
よる出張相談

12月18日 13:00～17:00 ハローワーク盛岡 年金相談会 - 年金に関する相談会 無
社会保険労務士による
相談会

12月24日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク盛岡 看護のおしごと相談 - 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月25日 13:00～17:00 ハローワーク盛岡 年金相談会 - 年金に関する相談会 無
社会保険労務士による
相談会

12月10日 13:00～16:30 ハローワーク沼宮内 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～４０歳を対象とした個別相談会 無
もりおか若者サポートステー
ション

12月16日 10:00～11:30 ハローワーク沼宮内 介護・福祉のおしごとの相談会 - 介護・福祉の仕事を希望する求職者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会
による出張相談

就職面接会等開催予定一覧
～　令和２年１２月開催分　～

　　以下の面接会等は１１月２０日現在、日程が確定しているものです。なお、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、中止又は延期となる場合があり
ますので、最新情報につきましては県内各地のハローワークにお尋ねください。

盛岡

沼宮内



 安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加

企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月1日 10:00～12:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～４９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

12月3日 10:00～12:00 ハローワーク釜石 介護のおしごと相談 - 介護職種の希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月3日 10:00～15:00 ハローワーク釜石 看護のおしごと相談 - 看護職種の希望者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月3日 10:40～11:00 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 2 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

12月8日 10:00～12:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～４９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

12月8日 10:40～11:00 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 2 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

12月10日 13:30～15:30 大槌町役場 おしごと相談会in大槌 - 出張先での職業相談及び職業紹介 無 ハローワークによる出張相談

12月15日 10:00～12:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～４９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

12月16日 10:40～11:00 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 2 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

12月17日 10:00～15:00 ハローワーク釜石 看護のおしごと相談 - 看護職種の希望者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月22日 10:00～12:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～４９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

12月22日 10:40～11:00 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 2 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

12月24日 13:30～15:30 大槌町役場 おしごと相談会in大槌 - 出張先での職業相談及び職業紹介 無 ハローワークによる出張相談

12月1日 10:00～15:00 ハローワーク遠野 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～３９歳を対象とした個別相談会 有
もりおか若者サポートステー
ション

12月4日 13:00～15:00 ハローワーク遠野 介護のお仕事出張相談会 - 福祉・介護の就労希望者を対象とした相談会 無

12月15日 10:00～15:00 ハローワーク遠野 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～４０歳を対象とした個別相談会 有
もりおか若者サポートステー
ション

釜石

遠野



 安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加

企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月7日 14:00～15:30 宮古職業訓練協会 就職応援面談会 5
求人事業所と訓練修了生を中心とした求職者による面談
会

有 求職者は当日参加も可

12月8日 10:00～11:00 ハローワーク宮古 ミニ面談会 2 求人内容について求人者と求職者による個別相談 無 求職者は当日参加も可

12月9日 10:00～12:00 岩泉町役場 岩泉町出張職業相談会 -
岩泉町・田野畑村の求人を中心とした職業相談及び職業
紹介

無

12月10日 10:00～15:00 ハローワーク宮古 看護のおしごと相談 - 看護職の希望者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月17日 10:00～12:00 ハローワーク宮古 介護のおしごと相談 - 介護職の希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月22日 10:00～11:00 ハローワーク宮古 ミニ面談会 2 求人内容について求人者と求職者による個別相談 有 求職者は当日参加も可

12月24日 10:00～15:00 ハローワーク宮古 看護のおしごと相談 - 看護職の希望者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月3日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護のおしごと相談 - 看護の仕事を希望する求職者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月3日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 福祉のおしごと相談 - 福祉の仕事を希望する求職者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月4日 11:00～15:00 ハローワーク花巻 若者のための就職相談会 - 概ね１５歳～４５歳の求職者を対象とした相談会 無
もりおか若者サポートステー
ションによる出張相談

12月17日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護のおしごと相談 - 看護の仕事を希望する求職者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月17日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 福祉のおしごと相談 - 福祉の仕事を希望する求職者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月18日 11:00～15:00 ハローワーク花巻 若者のための就職相談会 - 概ね１５歳～４５歳の求職者を対象とした相談会 無
もりおか若者サポートステー
ションによる出張相談

一関 12月9日 10:00～12:00
ハローワーク一関

(会議室)
介護・福祉のおしごと

定期相談会
-

介護・福祉のお仕事を探している方の就業相談、労働環
境や再就業などに不安や悩みがある方の相談、進路相
談、病院・施設等の求人相談を行います。

無
岩手県社会福祉協議会福祉
人材センターによる出張相談

花巻

宮古



 安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加

企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月9日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク一関
(会議室)

看護のおしごと相談会 -

看護職のお仕事を探している方の就業相談、看護職の
労働環境や再就業などに不安や悩みがある方の相談、
看護職をめざす方の進路相談、看護職を募集している病
院・施設等の求人相談を行います。

無
岩手県看護協会による出張
相談

12月23日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク一関
(会議室)

看護のおしごと相談会 -

看護職のお仕事を探している方の就業相談、看護職の
労働環境や再就業などに不安や悩みがある方の相談、
看護職をめざす方の進路相談、看護職を募集している病
院・施設等の求人相談を行います。

無
岩手県看護協会による出張
相談

12月27日 10:00～16:00
一関市

総合福祉センター
（一関市城内１－３６）

年末生活支援特設窓口相談 -

新型コロナウイルス感染症感染拡大により、収入の減
少、家計負担の増などにより、生活を営むことが大変に
なっている世帯などを対象として、生活支援に関する総
合相談窓口を開設し、年末年始における不安の解消を目
的に就労相談を行います。

無 一関市社会福祉協議会開催

12月3日 10:00～15:00 ジョブカフェさくら 看護のおしごと相談 - 看護の仕事を希望する求職者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月17日 10:00～15:00 ジョブカフェさくら 看護のおしごと相談 - 看護の仕事を希望する求職者を対象とした相談会 無
岩手県ナースセンターによる
出張相談

12月1日 10:00～12:00
ハローワーク水沢
２階　相談ｺｰﾅｰ①

介護・福祉のおしごと相談 -
介護・福祉の仕事に興味のある方、資格取得に関するこ
と、求人情報の提供、お仕事体験や施設見学等について
の相談。

無
岩手県福祉人材センター相
談員による出張相談

12月9日 10:00～15:00
ハローワーク水沢
２階　相談ｺｰﾅｰ①

看護のおしごと相談 -

看護職のお仕事を探している方の就業相談。看護職の
労働環境や再就業などに不安や悩みがある方の相談。
看護職をめざす方の進路相談。看護職を募集している事
業所の求人相談。

無
岩手県看護協会就業相談員
による出張相談

12月15日 10:00～12:00
ハローワーク水沢
２階　相談ｺｰﾅｰ①

介護・福祉のおしごと相談 -
介護・福祉の仕事に興味のある方、資格取得に関するこ
と、求人情報の提供、お仕事体験や施設見学等について
の相談。

無
岩手県福祉人材センター相
談員による出張相談

12月16日 10:30～11:30
ハローワーク水沢

２階　会議室
求人説明会

（業種限定なし）
4

求人者と求職者の個別面談形式で求人内容等について
説明を行い、応募希望の場合は紹介状を交付し選考の
調整を行う。

有 当日参加も可

12月23日 10:00～15:00
ハローワーク水沢
２階　相談ｺｰﾅｰ①

看護のおしごと相談 -

看護職のお仕事を探している方の就業相談。看護職の
労働環境や再就業などに不安や悩みがある方の相談。
看護職をめざす方の進路相談。看護職を募集している事
業所の求人相談。

無
岩手県看護協会就業相談員
による出張相談

一関

水沢

北上



 安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加

企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月1日 13:30～16:30
陸前高田市

ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸ
ジョブカフェ気仙高田スポット -

内職情報や仕事に関する相談会（予約はジョブカフェ気
仙へ）

有
ジョブカフェ気仙による出張
相談

12月3日 10:00～15:00 ハローワーク大船渡 看護のおしごと相談 - 看護職種の検討・希望者を対象とした相談会 無
岩手県看護協会による出張
相談

12月10日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 介護のおしごと相談 - 介護職種の検討・希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月15日 13:30～16:30
陸前高田市

ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸ
ジョブカフェ気仙高田スポット -

内職情報や仕事に関する相談会（予約はジョブカフェ気
仙へ）

有
ジョブカフェ気仙による出張
相談

12月15日 14:00～16:30
住田町

まち家世田米駅
住田町出張職業相談会 -

地域性等に応じた職業相談及び職業紹介（多様な個々
のニーズに応じた予約相談を行います。）

有

12月17日 10:00～11:30
大船渡市

ＹＳセンター
働きたい子育てママのための

出張おしごと相談会
-

子育てママを対象とした職業相談及び職業紹介（お子様
を遊ばせられる環境の会場ですので気軽にお申込み下
さい。）

有

12月17日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 介護のおしごと相談 - 介護職種の検討・希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月17日 10:00～15:00 ハローワーク大船渡 看護のおしごと相談 - 看護職種の検討・希望者を対象とした相談会 無
岩手県看護協会による出張
相談

12月24日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 介護のおしごと相談 - 介護職種の検討・希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月1日 13:30～15:30 ハローワーク二戸 介護・福祉のおしごと相談会 - 介護・福祉の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月8日 13:30～15:30 ハローワーク二戸 介護・福祉のおしごと相談会 - 介護・福祉の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月10日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク二戸 看護のおしごと相談 - 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出張
相談

12月15日 13:30～15:30 ハローワーク二戸 介護・福祉のおしごと相談会 - 介護・福祉の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月24日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク二戸 看護のおしごと相談 - 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出張
相談

大船渡

二戸



 安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加

企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月3日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク久慈 看護のおしごと相談 -

看護職のお仕事を探している方の就業相談、看護職の
労働環境や再就業などに不安や悩みがある方の相談、
看護職を目指す方の進路相談、看護職を募集している病
院・施設等の求人相談を行います。

無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出張
相談

12月9日 9:30～11:30 ハローワーク久慈 介護・福祉のおしごと相談会 - 介護・福祉の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会によ
る出張相談

12月11日 10:00～11:00 ハローワーク久慈 求人説明会 1 正社員等良質求人を対象とした求人説明会 有

12月11日 13:30～15:00 ハローワーク久慈 求人説明会・ミニ面接会 1 正社員等良質求人を対象とした説明会・ミニ面接会 有

12月14日 10:00～12:00 ハローワーク久慈 求人説明会・ミニ面接会 3 正社員等良質求人を対象とした説明会・ミニ面接会 有

12月16日 10:00～11:00 ハローワーク久慈 求人説明会 1 正社員等良質求人を対象とした求人説明会 有

12月17日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク久慈 看護のおしごと相談 -

看護職のお仕事を探している方の就業相談、看護職の
労働環境や再就業などに不安や悩みがある方の相談、
看護職を目指す方の進路相談、看護職を募集している病
院・施設等の求人相談を行います。

無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出張
相談

久慈



参考２

安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月3日
13:30～14:30
15:00～16:00

ハローワーク盛岡 労働者派遣について 60
(30×2)

派遣で働くときに特に知っておきたい注意点について説
明。

有
事前申込み必要
ハローワーク盛岡へ

12月7日 13:30～15:30 ハローワーク盛岡
就職支援セミナー

（基本コース）
30

求職活動の進め方、求職活動の心構え、労働市場に関
すること、求職活動の方法、求職活動のノウハウ、担当
者の目にとまる応募書類の書き方、好印象で乗り切る面
接技法等。

有

基本コースと演習コースを
セットで受講されるとより効果
的です。
履歴書・職務経歴書などを作
成している方はご持参下さ
い。個別添削等アドバイスを
します。

12月7日
14:30～15:10
15:30～16:10

ハローワーク盛岡
菜園庁舎

労働市場セミナー 各８
過去の年齢別・職種別の採用内定率等から企業が求め
る人材を学ぶ。

有 参加型

12月8日 11:00～12:00
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
就職活動応援セミナー
自分の強みを再発見

8
志望動機、自己ＰＲにつなげるための自分の強みを再発
見できるよう支援する。

有 参加型

12月11日 11:00～12:00
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
はじめての職業訓練

ミニ講座
4

少人数で座談会形式で行う講座です。職業訓練について
担当者が一から丁寧にご説明します。

有 参加型

12月11日 14:00～16:00 ハローワーク盛岡 早期再就職セミナー 20
就職活動を開始するにあたっての準備事項や、早期再就
職のメリットについて説明。

有
事前申込み必要
ハローワーク盛岡へ

12月14日 14:00～15:30 ハローワーク盛岡
就職支援セミナー

（応募書類の作り方）
30

ビデオによる職務経歴書の作成方法及び留意事項の説
明後、職員による補足説明。

有
事前申込み必要
ハローワーク盛岡へ

12月15日 11:00～12:00
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
就職活動応援セミナー
応募書類を準備しよう

8 履歴書・職務経歴書の作成支援。 有 参加型

12月18日 11:00～12:00 ハローワーク盛岡 自分再発見セミナー① 20
自己理解を深めるワークによる自分の強みの再発見や、
自己ＰＲの書き方のポイント等。

有
事前申込み必要
ハローワーク盛岡へ

各種セミナー開催予定一覧
～　令和２年１２月開催分　～

　　以下の各種セミナーは１１月２０日現在、日程が確定しているものです。なお、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、中止又は延期となる場合が
ありますので、最新情報につきましては県内各地のハローワークにお尋ねください。

盛岡



安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月21日 13:30～16:30 ハローワーク盛岡
就職支援セミナー

（演習コース）
30

就職のためのスキルアップ、ワークシートで自己分析、応
募書類の作成、面接のロールプレイング、個別の質疑応
答

有

基本コースと演習コースを
セットで受講されるとより効果
的です。
履歴書・職務経歴書などを作
成している方はご持参下さ
い。個別添削等アドバイスを
します。

12月21日
14:30～15:20
15:30～16:20

ハローワーク盛岡
菜園庁舎

しごとの探し方セミナー 各８
希望する求人をみつけるための、求人検索機、インター
ネット、マイページの活用方法の支援。

有 参加型

12月22日 11:00～12:30
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
就職活動応援セミナー

面接練習で自信をつけよう
8 所作から問答練習までの面接対応支援。（模擬面接含） 有 参加型

12月2日 13:30～14:15 ハローワーク沼宮内 就職支援セミナー 10
求職者を対象としたビデオセミナー
「職務経歴書の書き方」（実践編）

有

12月9日 13:30～14:15 ハローワーク沼宮内 就職支援セミナー 10
求職者を対象としたビデオセミナー
「履歴書の作り方」

有

12月16日 13:30～14:15 ハローワーク沼宮内 就職支援セミナー 10
求職者を対象としたビデオセミナー
「職務経歴書の書き方」（基本編）

有

12月23日 13:30～14:15 ハローワーク沼宮内 就職支援セミナー 10
求職者を対象としたビデオセミナー
「職務経歴書の書き方」（実践編）

有

12月24日 13:30～14:15 ハローワーク沼宮内 就職支援セミナー 10
求職者を対象としたビデオセミナー
「履歴書の作り方」

有

釜石 12月15日 13:30～16:30 ハローワーク釜石
岩手労働局・ハローワーク主催

就職支援セミナー
（演習コース）

10
就職のためのスキルアップ、ワークシートで自己分析、応
募書類の作成、面接のロールプレイング、個別の質疑応
答

有

12月10日 13:30～
ハローワーク遠野

２階会議室
就職活動支援ビデオセミナー 10

「自己分析」
応募書類の作成・面接に臨むにあたって、必要とされる
自己分析の方法についての解説など

無
コロナ感染拡大防止のため、
中止となる場合があります。

12月24日 13:30～
ハローワーク遠野

２階会議室
求職活動支援ビデオセミナー 10

「求職活動の全体像と自己分析」
求人情報の入手方法と求職活動支援機関、応募書類と
面接など

無
コロナ感染拡大防止のため、
中止となる場合があります。

遠野

沼宮内

盛岡



安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

宮古 12月8日 9:30～11:30
宮古市民総合体育館

（シーアリーナ）
就職支援セミナー

（基本コース）
20

求職活動の進め方、求職活動の心構え、労働市場に関
すること、求職活動の方法、求職活動のノウハウ、担当
者の目にとまる応募書類の書き方、好印象で乗り切る面
接技法等就職に必要な基本的な事項を座学で行いま
す。

有  

12月2日 9:30～11:30
ハローワーク花巻

２F会議室

岩手労働局・ハローワーク主催
就職支援セミナー

（基本コース）
10

求職活動の進め方、求職活動の心構え、労働市場に関
すること、求職活動の方法、求職活動のノウハウ、担当
者の目にとまる応募書類の書き方、好印象で乗り切る面
接技法

有

12月4日 9:00～10:30
ハローワーク花巻

２F会議室
ビデオセミナー 10 ＤＶＤ視聴による面接対策のセミナー 有

12月16日 9:00～12:00
ハローワーク花巻

２F会議室

岩手労働局・ハローワーク主催
就職支援セミナー

（演習コース）
10

就職のためのスキルアップ、ワークシートで自己分析、応
募書類の作成、面接のロールプレイング、個別の質疑応
答

有

12月18日 9:00～10:30
ハローワーク花巻

２F会議室
ビデオセミナー 10 ＤＶＤ視聴による面接対策のセミナー 有

12月9日 9:30～11:30

一関市産業教養文化
体育施設　ｱｲ・ﾄﾞｰﾑ

（第2会議室）
一関市東台50-46

岩手労働局・ハローワーク主催
就職支援セミナー

（基本コース）
15

求職活動の進め方、求職活動の心構え、労働市場に関
すること、求職活動の方法、担当者の目にとまる応募書
類の書き方、好印象で乗り切る面接技法等、再就職活動
のためのノウハウのポイントをしっかり押さえた徹底講座

有

12月15日 13:30～14:30
ハローワーク一関

（会議室）
履歴書作成

ミニアドバイスセミナー
7

転職経験の少ない方、十年単位ぶりに求職活動を行う方
を中心に、履歴書作成の基本にスポットを当て、基礎的
な記載の留意点、企業の重要視する志望動機・アピール
ポイントの考え方の支援を行います。

有

12月18日 9:30～12:30

一関市産業教養文化
体育施設　ｱｲ・ﾄﾞｰﾑ

（第2会議室）
一関市東台50-46

岩手労働局・ハローワーク主催
就職支援セミナー

（演習コース）
10

就職のためのスキルアップ、ワークシートによる自己分
析、応募書類の作成、面接のロールプレイング、個別の
質疑応答等、再就職活動のための選考場面のポイントを
押さえた徹底講座

有

12月18日 13:30～15:30
ハローワーク一関

（会議室）
雇用保険受給者のための

スタートアップセミナー
7

求職活動を始めるにあたって、知っておきたい一関地域
の雇用状況や再就職手当の活用などの情報をお話しす
るセミナーです。

有 ※雇用保険受給中の方対象

一関

花巻



安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

12月2日 14:30～16:30
奥州市文化会館

（Ｚホール）
2階第1会議室

岩手労働局主催
就職支援セミナー

（基本コース）
19

求職活動の進め方、求職活動の心構え、労働市場に関
すること、求職活動の方法、求職活動のノウハウ、担当
者の目にとまる応募書類の書き方、好印象で乗り切る面
接技法

有

12月8日 14:00～15:00
ハローワーク水沢

2階会議室
就活ポイントセミナー

「スタートアップセミナー」
15

雇用保険受給手続きをした方へ、これからの就職活動の
ポイントを説明。

有

12月17日 9:30～12:30
奥州市文化会館

（Ｚホール）
2階第1会議室

岩手労働局主催
就職支援セミナー

（演習コース）
15

就職のためのスキルアップ、ワークシートによる自己分
析、応募書類の作成、面接のロールプレイング、個別の
質疑応答

有

12月22日 14:00～15:00 水沢職業訓練協会
職業訓練説明会
「ＯＡ基礎習得科」

15
職業訓練制度や訓練内容についての説明会。職業訓練
校の担当者が直接参加者からの質問や個別相談に応じ
る。

有

12月22日 14:00～15:10
ハローワーク水沢

2階会議室
就活ポイントセミナー

「職務経歴書（ＤＶＤ視聴）」
15

ＤＶＤで職務経歴書の基本知識を学ぶ。選考担当者の声
も紹介。

有

12月1日 14:00～15:30 さくらホール 就活力アップセミナー 14

求職活動の進め方や応募書類作成方法についてのセミ
ナー。
面接に際し不安を感じている求職者にポイントを伝える
ロールプレイを交えた体験型のセミナー。

有

12月11日 14:00～15:30 さくらホール 就活力アップセミナー 14

求職活動の進め方や応募書類作成方法についてのセミ
ナー。
面接に際し不安を感じている求職者にポイントを伝える
ロールプレイを交えた体験型のセミナー。

有

12月18日 14:00～15:30 さくらホール 就活力アップセミナー 14

求職活動の進め方や応募書類作成方法についてのセミ
ナー。
面接に際し不安を感じている求職者にポイントを伝える
ロールプレイを交えた体験型のセミナー。

有

12月22日 14:00～15:30 さくらホール 就活力アップセミナー 14

求職活動の進め方や応募書類作成方法についてのセミ
ナー。
面接に際し不安を感じている求職者にポイントを伝える
ロールプレイを交えた体験型のセミナー。

有

12月4日 10:30～11:30 ハローワーク大船渡 就職準備セミナー 12 自己分析 有

12月15日 9:30～11:30 カメリアホール
岩手労働局主催
就職支援セミナー

（基本コース）
11

求職活動の進め方や心構え、労働市場に関すること、求
職活動のノウハウ、応募書類の書き方、面接技法のセミ
ナー

有

大船渡 12月18日 10:30～11:30 ハローワーク大船渡 就職準備セミナー 12 応募書類作成 有

大船渡

北上

水沢



安定所名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

久慈 12月11日 13:30～16:30
久慈市

中央市民センター

岩手労働局主催
就職準備セミナー

（基本コース）
10

就職のためのスキルアップ、ワークシートで自己分析、応
募書類の作成、面接のロールプレイング、個別の質疑応
答

有


