
【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

南武線沿線企業
ミニ面接会

11月1日（金）
13：30～16：00
（受付13：20～）

【内容】
ＪＲ南武線沿線を主な就業場所とする企業の正社
員求人を主とした面接会を開催します。(予約不要)
【場所】
川崎市中原区役所５階会議室
（川崎市中原区小杉町3-245）
【規模】
参加企業 1３社（求人件数33件）
【お問合せ先】
ハローワーク川崎北 職業相談第一部門
044-777-8609（41＃）
※ハローワーク川崎北HPをご覧ください。
川崎市と連携した他の鉄道沿線企業ミニ面接会の
今後の予定は以下のとおり。
田園都市線：12月13日(場所：高津区役所)
小田急線：令和２年２月25日(場所：麻生区役所)

正社員求人限定
人材育成企業等
面接会

11月5日（火）
14：00～17：30
（開場13：50～）

【内容】
40歳代までの就職・転職希望者や令和2年3月大
学等卒業予定者を対象とした「正社員求人限定」
の面接会を開催します。
参加企業は、次のいずれかに該当する企業です！
☆ユースエール認定企業 ☆くるみん認定企業
☆かながわ中小企業モデル工場
☆神奈川県優良工場表彰企業
☆神奈川がんばる企業
☆インベスト神奈川認定企業
☆かながわ子育て応援団認証事業者
☆かながわサポートケア企業認証事業者
【場所】
新都市ホール（そごう横浜店9階）
（横浜市西区高島2-18-1）
【規模】
参加企業 56社程度
【主催】神奈川県・神奈川労働局
【お問合せ先】
神奈川労働局職業安定部職業安定課
（045-650-2800）
※神奈川労働局ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

＜ご案内＞
①～③ お仕事をお探し中の方、労働者の方向け
④～⑤ 企業の方向け
⑥～⑧ 福祉・介護特集

ＪＲ南武線沿線
企業求人

40歳代まで
の方、令和2
年3月大学等
卒業予定の方



【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

かわさき新規大
卒者等合同企業
説明会 in 専修大
学

11月20日（水）
13：00～16：00

【内容】
令和2年3月大学院・大学・短期大学・高専・専修
学校・職業能力開発校（高卒2年訓練課程）の卒
業予定者及び既卒者（概ね3年以内）を対象とし
た合同企業説明会です。13時から参加企業による
1分間PRがあります。その後会社説明を30分区
切りで4回、最大4社の説明を聞くことができます。
説明途中の参加も可。（事前予約不要）
【場所】
専修大学サテライトキャンパス
川崎市多摩区登戸2130-２

アトラスタワー向ヶ丘遊園２階
（小田急線向ヶ丘遊園駅北口から徒歩1分）
【規模】
参加企業 23社
【お問合せ先】
ハローワーク川崎 新卒応援ハローワーク
044-244-8609（部門コード49＃）

第２回よこすか
障害者面接会

11月20日（水）
14：00～16：00
＜予約制＞

【内容】
障害者の方を対象とした面接会を開催します。
【場所】
ハローワーク横須賀 3階会議室
（横須賀市平成町２-14-19）
【規模】
参加予定企業数：７社
【お問合せ先】
ハローワーク横須賀 専門援助部門
046-824-8609（部門コード43＃）
※事前に面接時間の予約が必要です。
※応募者多数により早めに応募を締切る場合があ
ります。
※ハローワーク横須賀のHPをご覧ください。

神奈川労働局

令和２年3月
大学等卒業予
定及び既卒の
方

障害者の方



【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

「トラックドラ
イバー」面接会

11月20日（水）
14：00～16：00
（受付13：45～）

【内容】
トラックドライバーに限定した面接会を開催しま
す。会社説明のみ聞くことも可。共催の（一般社
団法人）神奈川県トラック協会による相談ブース
もあります。事前予約不要。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜3-24-8）
【規模】
参加予定企業 ３社
【問合せ先】
ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
045-474-1221（42#）
※ハローワーク港北のHPをご覧ください。

かながわ林業就
職面接会・林業
就業相談会

11月29日（金）
13：30～16：00
（受付13：00～）

【内容】
林業の仕事に興味のある方を対象に、面接会を開
催します。また、同会場にて林業の仕事内容や就
業に関する様々なご相談にお応えする「林業就業
相談会」を神奈川県及び神奈川県森林組合連合会
が実施いたします。
【場所】
神奈川県足柄上合同庁舎本館５F 大会議室
（足柄上郡開成町吉田島2489-2）
【参加林業事業体数】約20社参加予定
【お問合わせ先】
神奈川労働局職業安定部職業対策課
045-650-2801
※詳しくは神奈川労働局HPをご覧ください。

神奈川労働局

トラックドラ
イバーに興味
のある方

林業の仕事に
興味のある方



【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

精神・発達障害
者しごとサポー
ター養成講座

【内容】
精神障害、発達障害についての基礎知識や、これ
らの障害がある方と一緒に働くために必要な配慮
等を学びます。企業に雇用されている方であれば、
どなたでも受講可能です。

※申込みは開催日の1ヶ月前から。定員になり次
第締め切らせていただきます。

【お問合せ先】
神奈川労働局 職業安定部 職業対策課
045-650-2801
※詳しくは神奈川労働局HPをご覧ください。

11月12日（火）
14：00～16：00
（受付13：30～）

【場所】ハローワーク小田原
（小田原市本町１-２-１７）
【定員】25人

11月15日（金）
14：00～16：00
（受付13：30～）

【場所】相模原市民会館 第１大会議室
（相模原市中央区中央３-13-15）
【定員】100人

12月4日（水）
14：00～16：00
（受付13：30～）

【場所】藤沢市役所 5-1・2会議室
（藤沢市朝日町１-１）
【定員】70人

改正労働者派遣
法説明会

11月11日（月）
14：00～16：00
（受付13：30～）
11月22日（金）
10：00～12：00
（受付9：30～）
11月29日（金）
14：00～16：00
（受付13：30～）

【内容】
派遣先事業者を対象に2020年4月1日施行の改正
労働者派遣法の内容について説明会を開催します。
【場所】
・11日（月）、22日（金）
ハローワーク横浜 横浜港労働出張所（万国橋庁
舎）２階会議室（横浜市中区海岸通4-29）
・29日（金）
ハローワーク平塚 会議室
（平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎）
【定員】
各20名、29日は50名（申込み先着順）
【お問合せ先】
神奈川労働局職業安定部需給調整事業課
045-650-2810
※神奈川労働局ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

企業の方向け

派遣(先)対象



【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組⑤

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

障害者雇用促進
セミナー

11月26日（火）
13：30～16：30
（受付13：00～）

【内容】
障害者雇用に関して理解を深めていただくため、
実際に障害者の雇用を進めていらっしゃる企業の
方からの事例紹介と、障害者職業センターからの
講演がございます。
【場所】
関内ホール（横浜市中区住吉町4-42-1）
【規模】参加者数 500人
【お問合せ先】
神奈川労働局職業安定部職業対策課
045-650-2801
※詳しくは神奈川労働局HPをご覧ください。

神奈川労働局

企業の方向け(続き）



【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組⑥

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

11月11日は「介護の日」です。
県内各地で、介護関連の就職面接会を開催します。事前申込みがなくても、
当日参加が可能です（以下参照）。

介護就職デイ就
職相談・面接会

＜川崎北部方面＞

①11月7日（木）
②11月8日（金）
①②とも
第1部
10：00～12：30
第2部
13：00～15：30
※2部企業入替制

【場所】
ハローワーク川崎北溝ノ口庁舎
（川崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル4階）
【規模】
参加企業 各日第1部・第2部 4社（計16社）
【お問合せ先】
ハローワーク川崎北 人材確保対策コーナー
（044-777-8609）（47#）
※ハローワーク川崎北のHPをご覧ください。

さがみはら介護
就職面接会＆説
明会

11月８日（金）
14：00～16：00

【場所】
ハローワーク相模原
（相模原市富士見6-10-10）
【規模】
参加企業 ８社
【お問合せ先】
ハローワーク相模原 職業相談第二部門
（042-776-8609）（42＃）
※ハローワーク相模原のＨＰをご覧ください。

施設見学会&面
接会

＜松田方面＞

11月8日（金）
13：30～16：00

11月15日（金）
13：30～16：00

予約制・現地集合・見学のみ可
【場所】
８日：足柄上郡開成町吉田島の介護施設

１５日：秦野市下大槻の介護施設
【お問合せ先】
ハローワー松田 職業相談部門
（0465-82-8609）
※ハローワーク松田のＨＰをご覧ください。

介護就職デイ
3施設合同説明
会＆面接会

＜藤沢方面＞

11月11日（月）
14：00～16：00
（事前予約制）

【場所】
ハローワーク藤沢（藤沢市朝日町5-12）
【規模】
参加企業 3社
【お問合せ先】
ハローワーク藤沢 人材確保対策コーナー
（0466-23-8609）（41＃）

※ハローワーク藤沢のＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

福祉・介護特集



【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組⑦

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

こうほく介護デ
イ就職相談・面
接会

11月12日（火）
10：00～13：00

【場所】
こだまファンタジアビル2階
（横浜市港北区新横浜3-24-8）
【規模】
参加企業 ６社
【お問合せ先】
ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
（045-474-1221）（42#）
※ハローワーク港北のHPをご覧ください。

かわさき介護就
職面接会

＜川崎南部方面＞

11月13日（水）
第1部
10：30～12：30
第2部
13：00～15：00
※2部企業入替制

【場所】
ハローワーク川崎
（川崎市川崎区南町17-2）
【規模】
参加企業 第１部・２部 各７社 計14社
【お問合せ先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
（044-244-8609）（45＃）
※ハローワーク川崎のHPをご覧ください。

おだわら介護就
職面接会

＜小田原方面＞

11月13日（水）
第1部
9：30～11：30
第2部
13：30～15：30
※2部企業入替制

【場所】
ハローワーク小田原（小田原市本町1-2-17）
【規模】
参加企業 第1部3社・第2部4社 計7社
【お問合せ先】
ハローワーク小田原 職業相談部門
（0465-23-8609）（41#）
※ハローワーク小田原のＨＰをご覧ください。

介護就職デイ面
接会

＜厚木・海老名
方面＞

11月15日（金）
13：30～15：30

【場所】
ハローワーク厚木（厚木市寿町3-7-10）
【規模】
参加企業 4社
【お問合せ先】
ハローワーク厚木 職業相談第一部門
（046-296-8609）（41#）
※ハローワーク厚木のＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

福祉・介護特集（続き）



【神奈川労働局職業安定部】

11月の職業安定部・ハローワークの取組⑧

（令和元年10月31日）

名称 日時 概要

介護就職面接会

＜大和方面＞

11月15日（金）
第1部
9：00～11：30
第2部
14：00～16：00
※2部企業入替制

【場所】
ハローワーク大和（大和市深見西3-3-21）
【規模】
参加企業 第1部・第2部 各５社 計10社
【お問合せ先】
ハローワーク大和（046-260-8609）
※ハローワーク大和のHPをご覧ください。

介護就職デイ
福祉関係就職面
接会

＜平塚方面＞

11月18日（月）
14：00～16：00

【場所】
ハローワーク平塚（平塚市浅間町10-22）
【規模】
参加企業 6～８社
【お問合せ先】
ハローワーク平塚 職業相談部門
（0463-24-8609）（41#）
※ハローワーク平塚のＨＰをご覧ください。

介護就職デイ面
接会

＜横須賀方面＞

11月27日（水）
14：00～16：00

【場所】
横須賀商工会議所 １階展示ホール
（横須賀市平成町2-14-4）
【規模】
参加企業 7社
【お問合せ先】
ハローワーク横須賀 職業相談部門
（046-824-8609）（41#）
※ハローワーク横須賀のＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

福祉・介護特集（続き）


