
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

～ 平成 30 年３月内容の進捗状況を公表 ～ 

岩手労働局（局長 永田 有）では、全国的な取組みの一環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）を行っていて、そ

の中の「主要指標」にかかる平成 30 年３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平成 30 年５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（４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。 

厚生労働省岩手労働局発表 

平成 30年４月 27日（金） 【照会先】 

岩手労働局職業安定部職業安定課 

課     長 中 村 悟 雄 

職業安定監察官 松 川 信 亮 

電話 019-604-3004 
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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 1,351 306 249 301 365 337 283 336 212 132 3,872

②　年度累計 8,997 1,876 2,044 2,341 2,780 2,707 2,233 1,656 1,303 1,356 27,293

③　年度目標値 8,893 1,982 1,954 2,441 3,027 2,720 2,488 1,730 1,214 1,520 27,969

④　到達割合（②/③×100） 101.2% 94.7% 104.6% 95.9% 91.8% 99.5% 89.8% 95.7% 107.3% 89.2% 97.6%

①　当　　月 1,424 276 224 292 355 311 271 346 187 150 3,836

②　年度累計 9,524 1,586 1,840 2,267 2,374 2,559 2,246 1,530 1,168 1,287 26,381

③　年度目標値 9,428 1,677 1,710 2,344 2,655 2,548 2,612 1,650 1,087 1,449 27,160

④　到達割合（②/③×100） 101.0% 94.6% 107.6% 96.7% 89.4% 100.4% 86.0% 92.7% 107.5% 88.8% 97.1%

①　当　　月 137 28 52 30 33 61 36 25 13 15 430

②　年度累計 2,042 346 474 467 579 674 516 347 292 328 6,065

③　年度目標値 2,213 387 412 528 683 700 640 382 281 346 6,572

④　到達割合（②/③×100） 92.3% 89.4% 115.0% 88.4% 84.8% 96.3% 80.6% 90.8% 103.9% 94.8% 92.3%

※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。）。

ハローワークの総合評価における主要指標の進捗状況（平成30年3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
（2月内容）
※３



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

5月11日 13:30～16:00 ハローワーク盛岡 企業説明会＆ミニ就職面接会 －
参加企業からの説明後、就職面接会を行う。

無
就職面接会は、事前予約
が必要

5月18日 13:30～16:00 ハローワーク盛岡 企業説明会＆ミニ就職面接会 －
参加企業からの説明後、就職面接会を行う。

無
就職面接会は、事前予約
が必要

5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

5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

5月1日 13:00～16:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 -
概ね１５歳～３９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

5月8日 11:00～11:40 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

5月8日 13:00～16:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 -
概ね１５歳～３９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

5月10日 13:00～15:00 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

5月15日 11:00～11:40 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

5月15日 13:00～16:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 -
概ね１５歳～３９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

5月17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

5月17日 10:00～14:30 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

5月22日 13:00～16:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 -
概ね１５歳～３９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

釜石

就職面接会等開催予定一覧
～　平成３０年５月開催分　～

　以下の面接会等は４月２０日現在、日程が確定しているものです。なお、随時開催決定をしていますので、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
参加

企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

5月23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

5月24日 13:00～15:00 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

5月29日 13:00～16:00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談 -
概ね１５歳～３９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

5月30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

5月1日 10:00～15:00 ハローワーク遠野 サポステ出張相談 -
概ね１５歳～３９歳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

5月15日 10:00～15:00 ハローワーク遠野 サポステ出張相談 -
概ね１５歳～３９歳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

5月8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

5月10日 10:00～15:00 ハローワーク宮古 看護のお仕事相談 －
看護職種の検討・希望者を対象とした相談会

無
岩手県看護協会の出張相
談

5月22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

5月24日 10:00～15:00 ハローワーク宮古 看護のお仕事相談 －
看護職種の検討・希望者を対象とした相談会

無
岩手県看護協会の出張相
談

5月1日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護の職場相談会 －
看護の仕事を希望される求職者に対する相談会

無

5月15日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護の職場相談会 －
看護の仕事を希望される求職者に対する相談会

無

5月11日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 介護の職場相談会 －
介護の仕事を希望される求職者に対する相談会

無

5月18日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 介護の職場相談会 －
介護の仕事を希望される求職者に対する相談会

無

5月2日 10:00～12:0０ ハローワーク花巻 ミニ面接会 1
介護施設における求人説明と個別面談

無

5月10日 10:00～12:0０ ハローワーク花巻 ミニ面接会 1
携帯ショップにおける求人説明と個別面談

無

5月28日 14:00～16:00 ハローワーク花巻 ミニ面接会 1
小売業における求人説明と個別面談

無

釜石

宮古

遠野

花巻



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

5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 -

看護職の仕事を探され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う。

無
岩手県看護協会の出張相
談

5月11日 13:30～15:30
なのはなプラザ4Ｆ
(一関市大町4-29)

なのはなプラザ出張相談 -
ハローワークの出張相談として、なのはなプラザで、職業相
談・職業紹介・求人情報等の提供を行います。 無

5月11日 13:30～16:00
ハローワーク一関

(会議室)
企業ミニ説明会・面談会 1

企業の人事担当者より個別に施設概要や求人内容の説
明・相談を行います。普段聞くことのできない疑問等を直接
担当者に確認するチャンスです。

有
個別面談開催時間に連動
して人員制限あり

5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 -

看護職の仕事を探され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
岩手県看護協会の出張相
談

5月25日 13:30～15:30
なのはなプラザ4Ｆ
(一関市大町4-29)

なのはなプラザ出張相談 -
ハローワークの出張相談として、なのはなプラザで、職業相
談・職業紹介・求人情報等の提供を行います。 無

5月9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） 5

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

5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
員の出張相談

5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
員の出張相談

5月23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） 5

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

北上 5月18日 14:00～16:00 さくらホール 北上地域合同就職相談会 10

北上公共職業安定所に求人登録している事業所と求職活
動している求職者が当該相談会を通じて、双方の意見交換
を実施し、マッチングに繋げられることを目的とする。

有

5月10日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 福祉のしごと相談 －
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の
出張相談

5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（個々のニーズに
応じた予約相談を行います。） 有

5月17日 10:00～12:00
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（お子様が
遊べる環境の会場ですので気軽にお申込み下さい。） 有

5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
岩手県看護協会の出張相
談

一関

水沢

大船渡



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

大船渡 5月24日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 福祉のしごと相談 －
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の
出張相談

5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

5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

5月8日 13:30～15:30 ハローワーク二戸 介護・福祉のしごと相談会 -
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

5月15日 13:30～15:30 ハローワーク二戸 介護・福祉のしごと相談会 -
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

5月22日 13:30～15:30 ハローワーク二戸 介護・福祉のしごと相談会 -
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

5月15日 10:00～12:00
ハローワーク久慈

会議室
事業所説明会・ミニ面接会 3

正社員求人等を対象とした事業所説明会・ミニ面接会
有

5月22日 9:00～11:50
岡野木材（株）　＆

久慈市漁協
北三陸・お仕事見学会 2

正社員求人等を対象とした事業所見学会
有

5月23日 10:00～12:00
ハローワーク久慈

相談室
ミニ面接会 1

正社員求人等を対象としたミニ面接会
有

久慈

二戸



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

5月8日 14:30～16:00 ハローワーク盛岡
ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ急がば学べ職業訓
練説明会

40
職業訓練の意義・効果、職業訓練の種類、募集訓練ｺｰｽ、
訓練施設からの説明等。 有

事前申込みは、
職業訓練相談ｺｰﾅｰへ

5月10日 10:30～12:30
ハローワーク盛岡

菜園庁舎

ステップ１
自己理解が進む書類作成セミ
ナー

15

グループワークを通して自己理解を深め、書類作成に必
要な材料を整理出来るように支援する。 有

参加型
グループワーク有

5月14日
14:00～15:00
15:30～16:30

ハローワーク盛岡
ミニセミナー
「履歴書の作成法」

80
ビデオによる履歴書の作成及び留意事項の説明後、職員
による補足説明。 有

事前申込みは、
ハローワーク盛岡へ

5月21日
14:00～15:00
15:30～16:30

ハローワーク盛岡
ミニセミナー
「職務経歴書の作成方法」

80
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

事前申込みは、
ハローワーク盛岡へ

5月23日 10:30～12:30
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
ステップ２
模擬面接セミナー(基礎編)

15
第一印象の重要性を知り、基本的なマナーに関する知識
を習得し、実践出来るように支援する。 有

参加型
グループワーク有

5月25日 14:30～16:00
ハローワーク盛岡菜
園庁舎  職業訓練相

談ｺｰﾅｰ

ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ急がば学べ
職業訓練説明会

18

職業訓練の意義・効果、職業訓練の種類、募集訓練ｺｰｽ、
訓練施設からの説明等。 有

事前申込みは、
職業訓練相談ｺｰﾅｰへ

5月11日 14:00～15:00 ハローワーク釜石 職業訓練説明会 20
職業訓練の種類・内容・特徴、ジョブカードの活用について
の説明。 有

5月16日 9:30～11:30 釜石地区合同庁舎 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

有

5月25日 14:00～15:00 ハローワーク釜石 訓練施設見学会 20
施設見学及び職業訓練の種類・内容・特徴、ジョブカード
の活用についての説明。 有

5月10日 13:30～14:30
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 20

「応募書類と面接」
履歴書・職務経歴書の作成、面接の心構えなど 無

5月24日 13:30～14:30
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 20

「応募書類の作り方」
自己分析、履歴書・職務経歴書の作成方法、社会人マ
ナーなど

無

花巻 5月24日 14:00～15:30
ハローワーク花巻

2階会議室
求職活動支援セミナー

20
応募書類の作成指導と面接対策

有

遠野

各種セミナー開催予定一覧
～　平成３０年５月開催分　～

　　以下の各種セミナーは４月２０日現在、日程が確定しているものです。なお、随時開催決定をしていますので、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

釜石



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

花巻 5月7日 9:30～10:30
ハローワーク花巻

2階会議室
ビデオセミナー 30

ＤＶＤ上映による集団指導「面接対策等」
有

5月8日 10:30～12:00
ハローワーク一関

(会議室)
職業訓練説明会 30

職業訓練に興味をお持ちの方、申込みを検討されている
方、在職中の方、どなたでも参加できます。訓練施設の担
当者から、訓練内容などを直接説明を行います。今後の
職業生活設計の役に立つ、「ジョブ・カード」作成について
の説明も同時に受けられます。

有

5月8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 20

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

5月16日 10:00～11:00
ハローワーク一関

(会議室)
マザーズ・ミニセミナー 6

「履歴書・職務経歴書の書き方」記入のポイント、求人側が
求める人材（知識・経験・技術）に合っていることをアピー
ルするには、求人側に等身大の自分をわかってもらうため
に等、経験してきた仕事の整理ができ、面接に役立つ内容
です。※お子さん連れての参加大丈夫です！

有

セミナー会場にキッズス
ペースを特設しておりま
す。

5月18日 13:00～15:30
ハローワーク一関

(会議室)
職務経歴書ＤＶＤセミナー 20

職務経歴書の効果について、ＤＶＤとテキストによるセミ
ナーです。 有

5月22日 13:30～15:00
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

20
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

5月23日 13:30～15:30
ハローワーク一関

(会議室)
面接セミナー 18

面接マナー（ポイント）についてのセミナーです。
模擬面接のロールプレイングも行います。 有

5月2日 9:30～11:30
奥州市文化会館

（Ｚホール）
第１会議室

就職支援セミナー（基本コース） 40

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

5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
職業訓練　『ＩＴ実務科』　説明会

20

ハローワークの訓練担当者から職業訓練制度について説
明を行った後に、訓練実施機関担当者より実施訓練内容
の説明を行います。説明終了後には、訓練実施機関担当
者との個別相談も行います。
　今回は『ＩＴ実務科』単独開催となります。

有

5月9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
求人票の見方と求人選択

30

求人票の見方を理解するために各項目内容を説明。求人
票を見る際の注意点と、求人情報提供端末の利用ポイン
トを解説します。

有

5月11日 9:30～12:30
奥州市文化会館

（Ｚホール）
第２会議室

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

5月23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
  履歴書作成について
  ジョブ・カードについて

30

面接対策、注意事項について学んだ後、ペアになって簡単
な面接のロールプレイングを実施します。
　ジョブ・カードについて分かり易く案内します。

有

一関

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

5月1日 14:00～15:00
ハローワーク北上

２階相談室
職務経歴書セミナー 8

「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。 有

5月8日 14:00～15:30
ハローワーク北上

２階相談室
職務経歴書セミナー
＆ジョブ・カードセミナー

8

「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。15：05～訓練受講前キャ
リアコンサルティング実施業務委託機関によるジョブ・カー
ドセミナー。

有

5月9日 9:30～11:30 さくらホール 就職支援セミナー（基本コース） 40

外部講師によるもの。【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

5月15日 14:00～15:00
ハローワーク北上

２階相談室
職務経歴書セミナー 8

「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。 有

5月22日 14:00～15:30
ハローワーク北上

２階相談室
職務経歴書セミナー
＆ジョブ・カードセミナー

8

「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。15：05～訓練受講前キャ
リアコンサルティング実施業務委託機関によるジョブ・カー
ドセミナー。

有

5月25日 13:30～16:30 さくらホール 就職支援セミナー（演習コース） 20

外部講師によるもの。【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

5月29日 14:00～15:00
ハローワーク北上

２階相談室
職務経歴書セミナー 8

「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。 有

5月8日 14:00～15:30 ハローワーク大船渡
ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ-急がば学べ
職業訓練説明会

20

職業訓練の種類・特徴、訓練修了者の就職事例、ｼﾞｮﾌﾞｶｰ
ﾄﾞ制度の説明のほか、各訓練施設からの詳細説明を行い
ます。

有

5月18日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 就職準備セミナー 20
自己分析、応募書類作成に関するセミナー

有

5月9日 14:00～15:30 ハローワーク二戸 履歴書作成セミナー 20
履歴書作成の基本について学びます。

有

5月16日 14:00～15:30 ハローワーク二戸 職務経歴書セミナー 20
職務経歴書作成の基本について学びます。

有

5月23日 14:00～15:30 ハローワーク二戸 面接の伝え方セミナー 16
面接の流れ、心構え、応答例など基本について学びます。

有

二戸

北上

大船渡


