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『介護就職デイ』 就職面接会等の開催について 
 

～11 月 11 日の「介護の日」とその前後に介護分野の就職面接会を開催～ 

 

厚生労働省では、平成21 年度より、11 月11 日の「介護の日」とその前後を集中的な開催日として、全国のハ

ローワークにて、介護分野の就職面接会「介護就職デイ」を実施しています。 

令和元年度は、新潟県内のハローワークにおいて、次のとおり実施します。 

 

【令和元年度の新潟県内における「介護就職デイ」の実施予定】 

１ 開催概要     ハローワークへ求人申込みをしている介護関係事業所と、介護分野への就職を希望して

いる求職者等との面接会及び介護分野への就職に関心を持っている方に対するセミナーを

開催します。 

２ 開催日時     「別紙１」一覧表のとおり 

３ 会  場     県内 15地域（「別紙１」一覧表のとおり） 

４ 対 象 者     介護分野への就職を希望している一般求職者、令和2年3月卒業見込みの学生・生徒等

（※学生・生徒を対象とした開催地域は、「別紙１」一覧表を参照） 

５ 開催内容 

 ［就職面接会］   求人内容・事業内容に関する説明や採用選考に向けた面接 

 ［セミナー］        介護関係の就業に関するセミナー 

 

６ 実施機関     新潟労働局・ハローワーク 

７ 関係団体     新潟県 

           新潟県福祉人材センター 

           （公財）介護労働安定センター新潟支部 

           新潟県ナースセンター 

 

令和 元 年１０月２１日 

新潟労働局職業安定部職業安定課 

課  長    野 島  一 生 

課長補佐        刀 根  雅 人 

（ 電 話 ）０２５－２８８－３５０７ 

（夜間直通）０２５－２８８－３５４０ 

「１１月１１日」を「介護の日」とする理由とは…？ 

介護従事者への感謝を表す標語、「いい日、いい日、毎日、 

あったか介護をありがとう」を念頭に、「いい日、いい日」に 

かけた、覚えやすく、親しみ易い語呂合せとなっています。 



 

※参考【平成30年度の新潟県内における「介護就職デイ」の実施結果】 

１ 開催地域       県内14地域 

２ 参加事業所数        130社 

３ 求人数          1,512人 

４ 参加求職者数（延べ）    303人 

５ 就職者数           40人 

 
【ハローワーク新潟『人材確保支援コーナー』のご紹介】 

１ 施設概要     人材確保支援コーナーでは、福祉分野（※）や、建設、警備、運輸分野の就業を希望す

る方に対して、予約制・担当制によりきめ細かな職業相談・職業紹介を行っているほか、当

該分野での就業に関するセミナーや、社会福祉施設や建設現場等への見学会などを行ってい

ます。（詳細については「別紙２」のとおり） 

           ※福祉分野とは 

            介護関係 ホームヘルパー・介護福祉士・介護支援専門員・生活相談員 

            医療関係 看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・ 

                 言語聴覚士・管理栄養士・栄養士・看護助手（補助） 

            保育関係 保育士・児童指導員 

            障害関係 障害者支援指導員・生活支援員 

            その他  精神保健福祉士（ＰＳＷ）・社会福祉士（ＳＷ）・ 

医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）・福祉用具専門相談員・介護事務 

２ 所在地      新潟市中央区美咲町１－２－１ 新潟美咲合同庁舎２号館１階 ハローワーク新潟内 

３ ご利用時間    平日：８時３０分～１７時１５分 

           休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

４ 問い合せ先    ハローワーク新潟 人材確保支援コーナー （職業紹介第１部門） 

            電話０２５－２８０－８６０９（部門コード４１＃） 

 



「介護就職デイ」開催日程一覧
別紙１

※　詳細は、各ハローワークの連絡先へお問い合わせ下さい。

会　　　場 住　　　所 一般
大学卒業
予定者

高校卒業
予定者

ハローワーク新潟
人材確保支援コーナー

℡025-280-8609
(部門コード４１＃）

ハローワーク長岡
職業紹介部門

℡0258-32-1181
（部門コード４１＃）

ハローワーク小千谷
職業紹介部門

℡0258-82-2441

ハローワーク上越
職業紹介部門

℡025-523-6121
（部門コード４１＃）

ハローワーク三条
職業紹介部門

℡0256-38-5431

ハローワーク柏崎
職業紹介部門

℡0257-23-2140

ハローワーク新発田
職業紹介部門

℡0254-27-6677

ハローワーク新津
職業相談部門

℡0250-22-2233

新潟労働局職業安定課

安定所名 開催日 時　　　間
開　催　場　所

開　　催　　内　　容 お問い合せ先 備考

ハローワーク上越 11月6日 13：30～15：00
新潟県立
上越テクノスクール

上越市大字藤野新田333-2

○介護分野の就職面接会
〇事前申込制
〇職業訓練相談コーナー（上越テクノスクー
ル）
〇福祉職相談コーナー（新潟県福祉人材セ
ンター）

○

ハローワーク長岡 11月28日 9:30～１6:00 ハローワーク長岡
長岡市千歳1-3-88
長岡地方合同庁舎内

○介護分野の就職面接会
〇事前申込制
〇福祉職相談コーナー（新潟県福祉人材セ
ンター）

○

ハローワーク新潟 11月9日 13:30～１5:30
新潟県立
新潟テクノスクール

新潟市中央区鐙西1-11-2

○介護分野の就職面接会
〇事前申込制
〇高齢者疑似体験コーナー（新潟テクノスクール）
〇各種相談コーナー（新潟県ナースセンター、新
潟県福祉人材センター、介護労働安定センター、
ハローワーク）

ハローワーク新発田
11月11日～

11月15日

面接会
10：00～15：00

セミナー
10：00～12：00

施設見学会
10：00～15：00

ハローワーク新発田
新発田市日渡96
新発田地方合同庁舎

○介護分野の就職面接会
（11/12～13）
〇介護分野の就職セミナー
（11/11）
〇介護分野施設見学会
（11/14～15）

ハローワーク小千谷
11月26日
※開催日変更

（10月30日変更）
14:00～１6:00 ハローワーク小千谷 小千谷市城内2-6-5

○介護分野の求人説明会
〇事前申込制

11月18日 13：30～15：30 ハローワーク三条 三条市北入蔵1-3-10

対象者

〇 〇

○

○

○

〇

○

ハローワーク三条

ハローワーク柏崎
11月1日～
11月15日

面接会
10：00～15：00

セミナー
13：30～15：00

ハローワーク柏崎
柏崎市田中26‐23
柏崎地方合同庁舎

○介護分野の求人説明会・面接会
（11/1、11/5～8、11/11～15）
〇介護分野の就職セミナー
（11/1）

ハローワーク新津 11月19日

○介護分野の就職面接会
〇事前申込制

　
9：30～11：30
13：30～15：30

ハローワーク新津
新潟市秋葉区新津本町4-
18-8
新津労働総合庁舎

○介護分野の求人説明会
○事前申込不要

○

妙高出張所
との共催
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「介護就職デイ」開催日程一覧
別紙１

※　詳細は、各ハローワークの連絡先へお問い合わせ下さい。

会　　　場 住　　　所 一般
大学卒業
予定者

高校卒業
予定者

新潟労働局職業安定課

安定所名 開催日 時　　　間
開　催　場　所

開　　催　　内　　容 お問い合せ先 備考
対象者

ハローワーク十日町
就職相談部門

℡025-757-2407

ハローワーク糸魚川
職業紹介部門

℡025-552-0333

ハローワーク巻
職業紹介部門

℡0256-72-3155

ハローワーク南魚沼
職業紹介部門

℡025-772-3157

ハローワーク小出
職業紹介部門

℡025-792-8609

ハローワーク佐渡
職業紹介部門

℡0259-27-2248

ハローワーク村上
職業紹介部門

℡0254-53-4141

ハローワーク佐渡
11月22日
11月25日
（調整中）

10：00～16：00 ハローワーク佐渡 佐渡市両津夷269-8 ○介護分野の求人説明会・面接会 ○

ハローワーク南魚沼 11月21日 10：30～15：45 ハローワーク南魚沼 南魚沼市八幡20-1
○介護分野の就職面接会
○３部制（１部 60分）

○ ○

ハローワーク小出 11月27日 10：00～15：00

○ハローワーク村上
11月下旬
（調整中）

調整中 ハローワーク村上

○

ハローワーク糸魚川 11月29日 13：30～14：30 ハローワーク糸魚川 糸魚川市横町5-9-50 ○介護分野の求人説明会 ○

○

ハローワーク巻

ハローワーク十日町 11月13日 13：30～15：00
クロステン十日町
（予定）

十日町市本町6の1丁目71-
26

○介護分野の求人説明会・面接会

11月1日
11月7日

両日とも
10：00～15：00

ハローワーク巻 新潟市西蒲区巻甲4087

ハローワーク小出 魚沼市佐梨682-2

村上市緑町1-6-8 ○介護分野の求人説明会（予定）

○介護分野の就職面接会

○介護分野の就職面接会 ○ ○ ○

○
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ハローワーク新潟における人材確保支援コーナーの支援内容ハローワーク新潟における人材確保支援コーナーの支援内容

雇用情勢が着実に改善している中において、福祉等の分野において有効求人倍率が高止まりしており、人材不足が深
刻化している状況にあることから、求職者に人材不足分野のしごとの魅力を伝えるとともに、求人者には求人充足の
ための支援を強化し、両者を結び付けるマッチングの機会を拡充することにより、ミスマッチの改善を図る。

福祉分野のほか、建設業、警備業、運輸業など雇用吸収率の高い分野へのマッチング支援を強化するため、人材
確保支援の総合専門窓口となる「人材確保支援コーナー」を設置し、関係団体とのネットワークを活用した人材確
保支援を実施。関係団体等をメンバーとした協議会を通じて支援策について検討。

＜求人者への支援メニュー＞
●求職者のニーズを踏まえつつ、実現可能な求人条件の提案
●求人票記載方法のアドバイス
●求人票プラスアルファ情報の収集と求職者への提供
●雇用管理改善、人材確保に関するセミナーの開催
●職場見学会の受け入れ提案
●応募前職場見学の受け入れ提案
●就職面接会の開催

＜求職者への支援メニュー＞
●予約制・担当者制によるきめ細やかな職業相談、紹介
●登録された方への求人情報の提案、送付
●対象分野セミナーの開催
●個別の求人開拓
●対象分野施設などへの職場見学会の開催
●対象分野関係就職面接会の開催

別紙２

事業概要

支援メニュー

開催イベント ※人材確保支援コーナーで過去に開催したイベントを抜粋

＜ 福 祉 分 野 ＞
●介護の業界を知るセミナー
●介護・看護分野 求人説明会
●介護・看護分野施設見学会
●介護分野就職面接会
●保育分野 求人説明会・職場見学会 など

＜ 建設 ・ 警備 ・ 運輸 分野 ＞
●建設業求人説明会
●建設業ビデオセミナー
●運輸の業界を知るセミナー
●タクシー業界 体験型・座談会セミナー
●トラック業界を知る動画セミナー
●警備の業界を知るセミナー など


