
【神奈川労働局職業安定部】 

9月の神奈川労働局・ハローワークの取組① 

（平成28年８月2９日） 

名称 日時 概要 

金沢産業団地企
業 就職面接会 

9月15日（木） 
10時～11時45分 
13時15分～15時 
（2部入替制） 

【内容】 
金沢産業団地に所在する企業からの正社員求人に
限定した面接会 
【場所】 
横浜市金沢産業振興センター 大会議室 
（横浜市金沢区福浦１－５－２） 
【規模】 
参加企業 １５社（第１部７社、第２部８社の２
部入替制） 
参加予定求職者 １０５名（最大） 

※ 完全予約制です。 
【申込み先・問合せ先】 
ハローワーク横浜南 事業所部門 
☎０４５－７８８－８６０９（３１＃） 
※ ハローワーク横浜南HPをご覧ください。 

第39回県央障害
者就職面接会 

9月16日（金） 
13時～16時 

【内容】 
お仕事をお探しの障害者の方と、障害者を対象と
した求人募集をされる企業との出会いの場。 
【場所】 
相模原市総合体育館 
（相模原市南区麻溝台  2284－1） 
【規模】 
参加企業７２社 
【主催・問合せ先】 
ハローワーク相模原（042-776-8609(43#)） 
ハローワーク厚木（046-296-8609(45#)） 
ハローワーク大和（046-260-8609(42#)） 
ハローワーク町田（042-732-7316） 
※ 神奈川労働局HPトピックス欄をご覧ください。 
求人一覧は事前説明会でお渡しします。 

平成２８年度第
２回保育士就職
面接会 

9月19日（月） 
13時～16時 
（受付開始：12時
45分） 

【内容】 
待機児童解消のための保育所増設に係る保育士確
保対策として、横浜市主催、ハローワーク横浜共
催で面接会を開催。 
【場所】 
新都市ホール（そごう横浜９階） 
（横浜市西区高島2-18-1） 
【規模】 
参加企業 ９０社（予定） 
【問合せ先】 
株式会社フェスタル関東 面接会事務局 
株式会社横浜アーチスト(☎045‐681‐3734) 
※ ハローワーク横浜HPをご覧ください。 

正社員限定 

障害者の方 

保育士資格
をお持ちの
方又は取得
見込みの方 



【神奈川労働局職業安定部】 

9月の神奈川労働局・ハローワークの取組② 

（平成28年８月2９日） 

名称 日時 概要 

平成28年度正社
員求人限定人材
育成企業面接会 

9月26日（月） 
13時～16時 
（開場：12時50
分） 

【内容】 
正規雇用を目指す若年者と、若者や女性の人材育
成・就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業
とのマッチングのため面接会。神奈川県及び神奈
川労働局主催。 
【場所】 
新都市ホール（そごう横浜９階） 
（横浜市西区高島2-18-1） 
【規模】 
参加企業 40社程度（※ 各種認定・表彰企業） 
【問合せ先】 
神奈川県産業労働局労働部雇用対策課 
（045-210-5867） 

平成２８年度秋
川崎市新規大卒
者等合同企業就
職面接会 

9月29日（木） 
12時～16時 
（受付開始：11時
30分） 

【内容】 
平成29年3月大学等卒業見込みの方、既卒者の方
を対象とした企業説明・面接会。ハローワーク川崎、
ハローワーク川崎北及び川崎市主催。 
【場所】 
川崎フロンティアビル２階ＫＣＣＩホール 
（川崎市川崎区駅前本町１１－２川崎フロンティア
ビル） 
【規模】 
参加企業 46社 
【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（49♯）） 
※ 大学就職情報WEB提供サービスのイベント情
報、ハローワーク川崎HP、川崎新卒応援ハロー
ワークFacebookをご欄ください。 

視覚障害者雇
用・就労支援セ
ミナー 

9月12日（月） 
9時30分～11時30
分 

【内容】 
企業の方に、視覚障害への理解を深めていただくた
め、視覚障害者の障害特性と職業問題に関する講演
や、視覚障害者の雇用事例を紹介するセミナー。 
【場所】 
かながわ県民センター 2階ホール 
（横浜市神奈川区鶴屋町２-24-２） 
【定員】 
150名程度 
【申込み先、問合せ先】 
神奈川労働局職業安定部職業対策課 
（045-650-2801） 
※ 神奈川労働局HPトピックス欄をご欄ください。 

正社員限定 

39歳まで
の若年者、
平成29年3
月大学等卒
業予定者の
方 

平成29年3
月大学等卒
業予定者、 
既卒者（概
ね３年以
内）の方 

企業の方 



金沢産業団地企業 
    就職面接会 

横浜市金沢区の北東部、シーサイドライン沿いの金沢産業団地に立地
する企業が参加する就職面接会です。 
 

完全予約制のため、必ず求人企業の人事担当者と面接
出来るチャンスです！（複数求人への応募もＯＫ） 
 

★日時 平成２８年９月１５日（木） 

           第１部 １０時００分～１１時４５分 

              第２部 １３時１５分～１５時００分 の２部入替制 

★会場 横浜市金沢産業振興センター 大会議室 
   （横浜市金沢区福浦１－５－２  

      金沢シーサイドライン「産業振興センター」駅より徒歩１分） 

★参加企業  第１部７社、第２部８社の計１５社(予定） 

 

【参加方法】 

 参加企業の求人内容は、ハローワークインターネットサービス
や、ハローワーク内の検索パソコン、当所ＨＰ等でご覧いただ
くことが出来ます（８月２４日公開予定）。 

最寄りのハローワーク窓口を通して、 

８月２４日（水）～９月１３日（火）までに希望求人への面接予約を
行い、紹介状の発行を受けてください（先着順のため、早めに締め切
る場合有）。 

面接予約時に指定された日時に、面接会会場に応募書類持参の上ご来
場頂き、参加企業との面接を行ってください。 
※面接会は完全予約制のため、当日の自由参加は出来ませんのでご注
意ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

主催・問い合わせ 

ハローワーク横浜南   

℡０４５－７８８－８６０９（３１＃） 

正社員限定 



　※　平成29年3月に新規高卒予定の方は、会社説明会としてご利用ください。

相模原

厚 木

大 和

町 田

開催日時

開催場所

金

相模原市総合体育館
相模原市南区麻溝台2284-1

13時～16時(受付12時～15時)

■下記ハローワークに

なるべく事前にお申込みください。

■面接会当日お持ちいただくもの

○「障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・

精神保健福祉手帳）」とそのコピー

（面接事業所部数）

○履歴書（面接事業所部数）

○ハローワークカード

（安定所に求職登録している方）

求人一覧表は各ハローワークで開催する

事前説明会でお渡しします。

お問い合わせ
（お申し込み）

ハローワーク相模原 ハローワーク厚木 ハローワーク大和 ハローワーク町田

TEL042-776-8609(43#)
FAX042-759-1871

TEL046-296-8609(45#)
FAX046-223-2016

TEL046-260-8609(42#)
FAX046-264-0966

TEL042-732-7316
FAX042-732-8724

主催／ハローワーク相模原・厚木・大和・町田 共催／神奈川県・相模原市

★駐車場は車椅子の方優先となります。

○相武台前駅(２番乗場)から相模原駅(又は北里大学)行き「総合体育館前」下車徒歩１分

○相模大野駅北口(３番乗場)から女子美術大学行き(大60)「総合体育館前」下車徒歩１分

○相模原駅南口(２番乗場)から相武台前駅行き(相27)「総合体育館前」下車徒歩１分

バスをご利用の方
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☆９月上旬に神奈川労働局ＨＰに求人情報を掲載予定



横浜公共職業安定所発表

平成28年8月29日    横浜公共職業安定所（ハローワーク横浜）

   所　　　　　　長　　　　　　　山川　理子

   職業相談部長　　　　　　　吉岡　伊佐夫

   ＴＥＬ　０４５－６６３－８６０９　51＃

   ＦＡＸ　０４５－２０１－６２８４　

日     時

会　　場

参加企業数

対　象　者

問い合わせ先

主　　催

特 記 事 項

保育士資格をお持ちの方及び保育士資格取得見込みの方で、
私立保育所等での勤務を希望される方

横浜市こども青少年局保育対策課
電話　045-671-4469　ＦＡＸ　045-663-1925

・予約不要、入場無料、入退場自由・複数社との面接可能

保育士就職面接会を開催します

神奈川労働局におきましては、横浜市と雇用対策協定を結び、雇用に関する施策の実施に
あたり、円滑かつ効果的に実施されるよう、連携・協力をしております。
このたび、待機児童解消のための保育所増設に係る保育士確保対策として横浜市主催・ハ
ローワーク横浜共催による「保育士就職面接会」を開催いたします。

平成２８年度第２回保育士就職面接会

平成２８年９月１９日（月）　13：00～16：00
（受付開始　12：45～）

新都市ホール（そごう横浜店９階）
西区高島２－１８－１

９０社（予定）　横浜市内で保育所等を運営する事業者が出展します
（参加企業名、求人概要はハローワーク横浜ホームページで公開します）

株式会社フェスタル関東　面接会事務局（当事業受託先）
お申込み・お問い合わせ：株式会社横浜アーチスト

電話　045‐681‐3734　ＦＡＸ　045-681-3735



株式会社横浜アーチスト
FAX.045-681-3735　TEL.045-681-3734

平成28年度 保育士就職面接会保育士就職面接会

保育士資格をお持ちの方及び保育士資格取得見込みの方で、私立保育所等での勤務を希望されている方。
※雇用保険の求職活動実績対象です。受給資格証をご持参ください。
※今回ブース出展をする保育施設事業者は、市内全区で保育所等を運営する事業者が対象です。

参加費無料  当日参加できます。
保育施設事業者がブース出展します！

就職に関する相談だけでも参加可能！

共催：ハローワーク横浜　協力：ハローワーク港北、ハローワーク戸塚、ハローワーク横浜南、ハローワーク川崎

FAX・TEL（受付時間 9時～17時、月～金 だたし祝日を除く）電子申請等でお申し込みください（裏面参照）

株式会社フェスタル関東 面接会事務局（当事業受託先）

第1回
第3回
第4回
第5回

平成28年  7月29日（金）
平成28年12月10日（土）
平成29年  1月28日（土）
平成29年  3月  7日（火）

第2回
横浜新都市ビル（そごう横浜店9階）

横浜市中区万代町２丁目４番地７

JR根岸線「関内駅」南口から徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」
出口2から徒歩3分
○案内地図は裏面に掲載
出展事業者数　55社

横浜市西区高島2-18-1

JR線・京急線・東急東横線・相模鉄道線・
横浜市営地下鉄線・みなとみらい線
「横浜」駅から徒歩5分
○案内地図は裏面に掲載
出展事業者数　90社

時間：13：00～16：00　受付開始12：45～
申し込み期限：平成28年9月18日（日）

時間：13：00～16：00　受付開始12：45～
申し込み期限：各回開催日の前日まで

新都市ホール横浜市技能文化会館
会場会場

平成28年  9月19日（月）

お申込み・お問合せ

対象者

主催：横浜市こども青少年局保育対策課　〒231-0017横浜市中区港町1-1　Tel.045-671-4469 Fax.045-663-1925

所 在 地

アクセス

所 在 地

アクセス

横浜で
保育士になろう！



神奈川労働局職業安定部

　　　　　　職業安定課長　　近藤　康則

　　　　　　職業安定監察官 篠原　　浩

　　　　　　ＴＥＬ　０４５－６５０－２８００

　　　　　　ＦＡＸ　０４５－６５０－２８０４

日     時

会　　場

参加企業数

対　象　者

問い合わせ先

主　　催

特 記 事 項

神奈川労働局発表

平成28年8月29日

39歳までの若年者・新卒学生（平成29年3月大学等卒業予定者。高等学校
及び中学校卒業予定者は不可。）

神奈川県・神奈川労働局

・入場無料、入退場自由、複数社との面接が可能なため履歴書を複数ご用意
ください。
・参加申込書(リーフレット）については神奈川ハローワークのホームページで
ダウンロードできます。

正社員求人限定　人材育成企業面接会を開催します

神奈川労働局におきましては、神奈川県との共催により、正規雇用を目指す若年求職者と、若
者や女性の人材育成・就労環境の改善に積極的に取組む中小企業にマッチングの機会を提
供し、正規雇用としての就職の促進、県内企業の人材確保支援を目的として「平成28年度　正
社員求人限定　人材育成企業面接会」を開催します。

平成28年度　正社員求人限定　人材育成企業面接会

平成２８年９月２６日（月）　13：00～16：00　（開場　12：50）

新都市ホール（そごう横浜店９Ｆ）　　　横浜市西区高島2-18-1

４０社程度　次のいずれかに該当する企業が参加します。
（神奈川労働局における若者応援宣言企業、くるみん認定企業）

（神奈川県における優良工場表彰企業、中小企業モデル工場、インベスト認定企業）
企業名、求人概要は神奈川労働局　神奈川ハローワークで公開します。

神奈川県産業労働局労働部雇用対策課　担当：横山・水野
ＴＥＬ　045-210-5867



参加申込書

東口

新都市
ホール

東口地下街
ポルタ

スカイビル
マルイシティ横浜

ヨコハマ
プラザホテル

外周道路

ルミネ
横浜店

横　浜　駅

出展企業　下記のいずれかに該当する企業
　　　　　○神 奈 川 県　優良工場表彰企業
　　　　　○神 奈 川 県　中小企業モデル工場
　　　　　○神 奈 川 県　インベスト認定企業
　　　　　○厚生労働省　くるみん認定企業
　　　　　○厚生労働省　若者応援宣言企業

お問い合わせ 神奈川県産業労働局労働部雇用対策課
担当：横山・水野 TEL 045-210-5867

主催：神奈川県・神奈川労働局
受付時間
平日 8：30～17：00

・ハローワークカードをお持ちの方は、番号を記入してください。
  （番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・ハローワークカード番号が分からない方は、登録したハローワーク名を記入してください。
  （ハローワーク名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※参加申込書の個人情報は、今回の面接会のみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。
※ハローワークカードの無い方についても、採用の場合は、ハローワーク内システムにデータを入力させていただきます。
※面接会の様子を、県の広報等に使用するため、写真撮影させていただきますのでご了承ください。

※履歴書・職務経歴書を複数用意して直接
会場へお越しください。

（必要事項を記入の上、当日、受付までお持ちください。）

程度

参加企業

40社社
平成28年度

正社員求人限定
人材育成企業面接会
正社員求人限定
人材育成企業面接会
開催日 9/26（月）
開催時間： 会場：（横浜駅東口そごう横浜店９階）（開場 12:50　閉会 16:00）

13:00 ～ 16:00 横浜新都市ホール

参加対象者：39 歳までの若年者・新卒学生
（平成 29 年３月大学等卒業予定者。
  高校生・中学生は不可。）

■予約不要　■入場無料
■入退場自由

■キャリアカウンセリングコーナー　■移住相談コーナー　

求人の全てが正社員！
魅力ある企業へ入社するチャンス！
転職希望の方も大歓迎！

同時開催

神奈川県は
若者の

就職を
  応援しています！

（ふりがな）

氏　名

住　所 〒

ハローワークカード
有無

生年月日

昭和・平成　　年　　月　　日

年　齢

歳

性　別

男・女

有・無
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視覚障害者雇用・就労支援セミナー 

 企業のダイバーシティー推進活動を考え、視覚障害者当事者からの体験談
や定着支援事例、職業問題等、視覚障害者への対応や障害特性に配慮した対
応について、企業の人事担当者の方が「視覚障害」の理解を深めて雇用理解
を図る。 

【お問合せ】 
 神奈川労働局職業安定部職業対策課 
 担当 ： 星野 
 〒２３１－００１５  
 横浜市中区尾上町５－７７－２  
 馬車道ウエストビル３階 
  TEL ： 045-650-2801  
  FAX ： 045-650-2805   
   

ください。 

 

日 時 ： 平成２８年９月１２日（月）  ９：３０～１１：３０  
           
内 容 ： ・講演 「視覚障害者の障害特性と職業問題について」    

         視覚障害者就労生涯学習支援センター代表  井上 英子 様 
 
    ・雇用事例紹介 「視覚障害者の雇用管理等、雇用就労・定着支援」 
         株式会社 富士通エフサス   
 
    ・講義 「障害者の差別禁止及び合理的配慮について」 
         神奈川労働局職業安定部職業対策課  
         地方障害者雇用担当官   星野 知治 
     
定 員 ： １５０名程度 （定員を超えた場合は、各事業所で１名とさせていただきます。） 
 
主 催 ： 神奈川労働局 職業安定部 職業対策課 
 
共 催 ： 神奈川県 
 
会 場 ： 神奈川県かながわ県民センター「２階ホール」 
       ※ ＪＲ線、私鉄 「横浜駅」 西口、きた西口より徒歩約５分 
       ※ 駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 
 
お申込み ：  裏面の申込書に必要事項をご記入の上、 
          平成２８年８月３１日（水）までにFAXにてお申し込みください。 

参加費：無料 
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