
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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９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」にかかる平成 30 年９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 11 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（10 月 19 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 10 月 30 日（火） 【照会先】 
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職業安定監察官 松 川 信 亮 

電話 019-604-3004 

厚生労働省 

岩手労働局 Press Release 



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 692 140 184 178 217 187 223 129 85 118 2,153

②　年度累計 4,305 936 1,104 1,119 1,531 1,215 1,132 745 583 720 13,390

③　年度目標値 8,789 1,754 1,848 2,263 2,748 2,550 2,152 1,575 1,191 1,368 26,238

④　到達割合（②/③×100） 49.0% 53.4% 59.7% 49.4% 55.7% 47.6% 52.6% 47.3% 49.0% 52.6% 51.0%

①　当　　月 722 124 156 167 185 197 249 122 79 107 2,108

②　年度累計 4,451 809 964 1,055 1,355 1,249 1,138 693 517 672 12,903

③　年度目標値 9,198 1,466 1,594 2,161 2,364 2,503 2,129 1,400 1,086 1,264 25,165

④　到達割合（②/③×100） 48.4% 55.2% 60.5% 48.8% 57.3% 49.9% 53.5% 49.5% 47.6% 53.2% 51.3%

①　当　　月 211 24 40 33 70 42 37 25 21 28 531

②　年度累計 1,082 188 226 204 263 306 238 151 133 162 2,953

③　年度目標値 2,177 353 412 483 627 690 530 373 281 326 6,252

④　到達割合（②/③×100） 49.7% 53.3% 54.9% 42.2% 41.9% 44.3% 44.9% 40.5% 47.3% 49.7% 47.2%

※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9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
（8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

11月1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

11月1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

11月6日 11:00～11:40 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 1 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

11月6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

11月8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

11月13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

11月15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

11月15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

11月15日 11:00～11:40 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 1 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

11月16日 10:00～16:00 イオンタウン釜石 からだ測定会 -
体力・記憶・判断力テスト、職業相談及び職業紹介
（対象：５０～７４歳）

無
沿岸広域振興局主催
ハローワークによる出張相
談

11月20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

就職面接会等開催予定一覧
～　平成３０年１１月開催分　～

　以下の面接会等は１０月１９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。

釜石



 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

11月21日 11:00～11:40 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 1 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

11月22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

11月27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

11月28日 11:00～11:40 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 1 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

11月2日 13:00～15:00 ハローワーク遠野 介護の仕事出張相談 － 福祉・介護の就労希望者を対象とした相談会 無 事前申込不要

11月6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 無
もりおか若者サポートス
テーション

11月20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 無
もりおか若者サポートス
テーション

11月30日 14:00～16:00
遠野市総合福祉

センター
遠野市障がい者就職

相談会
40

参加事業所ごとにブースを設け、求職者が事業所側へ出
向く形で面談を行い、就職相談及び情報交換を行う

有

11月7日 10:00～11:00 ハローワーク宮古 ミニ面接会 1 求人内容について求人者と求職者による個別面談 有 求職者は当日参加も可

11月8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の出
張相談

11月9日 14:00～15:30 宮古職業訓練協会 就職応援面談会
６

（予定）
管内就業場所の正社員求人等を公開している事業所との
面談会

無

11月12日 13:00～16:00 ハローワーク宮古
小規模介護事業所による

合同就職面談会
５～７

（予定）
管内就業場所の従業員３０名以下の小規模介護事業所と
の面談会

有
求職者は当日参加も可
岩手県社会福祉協議会主
催

11月13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

11月22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の出
張相談

11月27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

釜石

遠野

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

11月2日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 介護の職場相談会 1 介護の仕事を希望する求職者に対する相談会 無

11月6日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護の職場相談会 1 看護の仕事を希望する求職者に対する相談会 無

11月16日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 介護の職場相談会 1 介護の仕事を希望する求職者に対する相談会 無

11月20日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護の職場相談会 1 看護の仕事を希望する求職者に対する相談会 無

11月26日 14:00～15:00 ハローワーク花巻 ミニ面談会 1 情報通信業の会社説明および面談 有

11月9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

11月9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

11月14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
岩手県看護協会の出張相
談

11月28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
岩手県看護協会の出張相
談

11月14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

11月14日 10:30～11:30
ハローワーク水沢

２階　会議室
求人説明会

（医療・福祉業種限定）
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。今回は医療・福祉関係求人を対象としたマッチング
機会とする。

有 当日参加も可

11月28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

11月28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

花巻

一関

水沢



 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

北上 11月8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

11月1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

11月8日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 介護のしごと相談 － 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

11月13日 13:00～16:00 ハローワーク大船渡 働きたい若者の個別相談 －
これから働きたい、もしくは現在就職活動中の３９歳までの
若者及びその保護者、関係者を対象とした相談会

無
若者支援おおふなとルー
ムの出張相談

11月15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

11月15日 10:30～12:00
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

11月20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

11月22日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 介護のしごと相談 － 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

11月6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

11月8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

11月9日 8:50～16:00
ハローワーク二戸

ほか3事業所

バスで行く！
ものづくりの現場がわかる！
事業所見学会＆ミニ面談会

3
二戸地域の食品製造業の現場を見学し、求人票だけでは
わからない会社の魅力や理解を深めることを目的とした事
業所見学会＆ミニ面談会。

有
二戸地域雇用創造協議会
主催、ハローワーク二戸共
催

11月13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

11月20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

11月22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

久慈 11月27日 10:00～12:00 ハローワーク久慈 事業所説明会・ミニ面接会 3
正社員等良質求人を対象とした事業所説明会・個別面談
会

有
八幡平ファーム
八幡平洋野牧場
ジョイフルファーム八幡平

大船渡

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

11月5日
14:00～15:00
15:30～16:30

ハローワーク盛岡 ミニセミナー「面接の受け方」 80
ビデオによる面接の受け方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

11月6日 13:30～15:30 盛岡タカヤアリーナ 就職支援セミナー（基本コース） 70

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。

11月6日 14:30～15:30 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

職業訓練を就職に活かしたい方を対象に、職業訓練の種
類や特徴、訓練内容についての説明を行うもの。訓練施
設参加予定しています。

有
事前申込み、問合せは職
業紹介第二部門へ

11月7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

11月9日 10:30～12:20
リリオ２F

カルチャールーム
労働法セミナー 40 労働基準法の基礎的な内容を学ぶセミナー 有

参加型
グループワークなし

11月12日
14:00～15:00
15:30～16:30

ハローワーク盛岡
ミニセミナー

「履歴書の作成方法」
80

ビデオによる履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

11月15日 13:30～16:30 盛岡タカヤアリーナ 就職支援セミナー（演習コース） 20
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。

11月19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

11月21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、実践できるように支援する。

有
参加型
グループワーク有

11月21日 14:30～15:3０
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ急がば学べ

職業訓練説明会
18

職業訓練を就職に活かしたい方を対象に、職業訓練の種
類や特徴、訓練内容についての説明を行うもの。訓練施
設参加予定しています。

有
事前申込み、問合せは職
業紹介第二部門へ

各種セミナー開催予定一覧
～　平成３０年１１月開催分　～

　　以下の各種セミナーは１０月１９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
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の

有無
備　　考

11月7日 13：30～14：45 ハローワーク釜石
知ってナットク雇用保険
話してスッキリ再就職

20
再就職手当等の受給額のシミュレーション、ＪＩＰＴ講師に
よる求職活動マインド、履歴書の書き方のポイント、安定
所窓口の利用のコツ等

有

11月9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

11月29日 9:00～11:00 釜石地区合同庁舎
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）

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

11月5日 10:00～11:30
遠野高等職業訓練校
（遠野職業訓練協会）

ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ急がば学べ
職業訓練説明会・施設見学会

20
訓練施設ってどんなところ？費用はいくらかかる？就職へ
のサポートは？など職業訓練について聞きたかったことを
まとめてお答えします

有 当日の申込可能

11月8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 20

「転職はchanceだ！」　再就職のためのパワーアップした
面接のシュミレーションなど

無

11月20日 13:30～16:30 あすもあ遠野
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

11月22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 20

「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

宮古 11月7日 9:30～12:30 シーアリーナ 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等を座学で行い
ます。

有

11月5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

11月22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

11月6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

11月8日 10:00～11:30
ハローワーク一関

(会議室)
職業訓練説明会 30

訓練施設の担当者が、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。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、どなたでもご参加いただけます。

有

11月12日 14:30～16:30
一関文化センター
一関市大手町2-16

(小ホール)

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）

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・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

遠野

花巻

一関

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

11月21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。

11月21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

11月22日 9:30～12:30
一関文化センター
一関市大手町2-16

(4階会議室)

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）

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

11月26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

11月27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
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

11月28日
14:00～15:00

（予定）
ハローワーク一関

(会議室)
ジョブカード説明会 -

今後の職業生活設計の役に立つ、「ジョブ・カード」につい
て内容と作成手順等について、キャリアコンサルタントが
説明を行います。

有

11月6日 10:00～12:00
ハローワーク水沢

２階　会議室

　　　　マザーズ応援セミナー
 第1部：働くための保育環境に
　　　 　 ついて
 第2部：自分を知ろう

25

第１部は、奥州市役所、金ケ崎町役場の担当者より、保
育所入所手続きの流れなどを説明します。
第２部は、ハローワーク担当者より「自分を知ろう」をテー
マにセミナーを実施し、経験を振り返り、自己アピールポ
イントを見つけます。

有

11月12日 9:30～11:30
奥州市文化会館

（Ｚホール）
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
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

有

11月14日 14:00～15:30
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

～仕上げまでサポート～
16

例題の履歴書とテキストを使用したグループワークで履
歴書作成のポイントを確認し、それを基に履歴書を作成し
ます。

有

11月21日 9:30～12:30
奥州市文化会館

（Ｚホール）
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

11月27日 14:00～15:20
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

ジョブ・カードについて
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。ジョブ・カードについて分かりやすく案内し
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

11月6日 14:00～15:25 さくらホール
職務経歴書セミナー

＆ジョブ・カードセミナー
40

「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。15：10～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

11月8日 14:30～15:30 ハローワーク北上 ハロートレーニング個別説明会 8
ハロートレーニング実施施設担当者より詳細について説
明をいたします。

有

11月14日 14:00～15:30 さくらホール 就活力アップセミナー 20 応募書類作成方法についてのセミナー。 有

11月16日 9:30～11:30 さくらホール
就職支援セミナー

（基本コース）
30

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、労働市場の現状や求職者
の置かれている状況の理解、求職活動の方法等就職に
必要な基本的な事項を座学で行います。

有

11月21日 14:00～15:25 さくらホール
職務経歴書セミナー

＆ジョブ・カードセミナー
40

「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。15：10～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

11月28日 14:00～15:30 さくらホール 就活力アップセミナー 20
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

11月30日 13:30～16:30 さくらホール
就職支援セミナー

（演習コース）
15

グループワークやロールプレイ等の実習を通して、求職
者が必要な知識・技法を習得するセミナー。

有

11月2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、ジョブ
カード制度の説明のほか、各訓練施設からの詳細説明を
行います。

有

11月9日 10:30～12:00 ハローワーク大船渡 就職準備セミナー 15 自己分析に関するセミナー 有

11月16日 10:30～12:00 ハローワーク大船渡 就職準備セミナー 15 応募書類作成に関するセミナー 有

11月7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

11月14日 14:00～15:30 ハローワーク二戸 職務経歴書作成セミナー 20 職務経歴書作成の基本について学びます。 有

11月21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

北上

大船渡

二戸


