
 

 

 

 

 

 

 

１１月１１日は「介護の日」です 

～１１月中は、都内ハローワークで介護のお仕事の 

就職面接会や各種セミナーを集中開催します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考①：平成２８年度介護就職デイにおける就職面接会の実績 
※（ ）内は、大規模な合同就職面接会の実績で内数 

 

開 催 回 数 ：１７回（１回） 

 

参加事業所数：２３４社（４０社）    参加求職者数：５０４人（８５人） 

求 人 件 数 ：７３２件（１５３件）   面 接 数 ：７１０（１５２） 

求 人 数 ：１６２６人（４５７人）  就 職 件 数 ：１１２（１４） 

 

    （昨年度の様子） 

      

 

 

 

  

 

 

参考②：都内６つのハローワーク（渋谷、池袋、足立、木場、八王子、立川）には、福

祉分野の就職に関する専門窓口を設置しています。 

（別添「ハートフルワークコーナー」リーフレット参照） 
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 東京労働局（局長 勝田 智明）は、１１月１１日の「介護の日」を中心に、

１１月は「介護就職デイ」として、都内各ハローワークにおいて介護分野の就職

面接会・ツアー面接会（※）・各種セミナーを以下のとおり集中開催します。 
（※）求人事業所の見学と面接をセットにした就職面接会（ハローワーク職員も同行） 

 

【介護就職デイ（平成２９年１１月）におけるイベント内容は別添のとおり】 

 

就職面接会開催回数：２６回以上 

参 加 事 業 所 数 ：１５５社以上 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 月は、東京労働局・都内ハロー

ワークにおいて「介護就職デイ」とし

て、介護のお仕事の就職面接会やセミ

ナーなど様々なイベントを集中開催し

 ています!!

 

 皆様のご参加をお待ちしております!!

11 月11 日  は介護の日!!

東京労働局・都内ハローワーク 



平成２９年10月２４日現在

イベント名
参加

事業所数
開催時間 開催場所

実施ハローワーク
（問い合わせ先TEL）

11/6 月 介護のしごとビデオ上映会 10:30～
ハローワーク池袋　サンシャイン庁舎
２階　会議室

ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

介護職員初心者向けビデオセミナー 9:10～11:45 ハローワーク八王子　２階　大会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ八王子ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(042-648-8612)

足立区の介護のしごと相談・面接会 32 11:00～15:00 シアター１０１０ギャラリー
ﾊﾛｰﾜｰｸ足立ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3870-8614)

スマイリー＆ハートプチ面接会 1 13:30～1６:00
ハローワーク足立
ハートフルワークコーナー隣

ﾊﾛｰﾜｰｸ足立ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3870-8614)

ミニ会社説明会 1 13:30～17:00 ハローワーク墨田　１階　相談ブース
ﾊﾛｰﾜｰｸ墨田
(03-5669-8609(42#))

おおた介護のお仕事定例就職面接会 6 14:00～16:30 ハローワーク大森　大会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ大森事業所第一部門
(03-5493-8711)

ツアー面接会 1 14:00～
※右記へお問い合わせください。
（新宿・池袋・王子共催）

ﾊﾛｰﾜｰｸ飯田橋事業所第二部門
(03-3812-8609(32#))

11/9 木 介護の仕事セミナー（入門編） 14:00～15:30 ハローワーク立川　２階　会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ立川ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(042-525-8629)

11/11 土 めぐろ福祉しごと相談会 17 13:00～16:00 目黒区総合庁舎　２階　大会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ渋谷ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3476-8609(47#))

介護のしごとビデオ上映会 10:30～
ハローワーク池袋　サンシャイン庁舎
２階　会議室

ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

介護職のお仕事ビデオセミナー上映会 10:30～12:00
ハローワーク足立　７階
セミナールーム

ﾊﾛｰﾜｰｸ足立ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3870-8614)

ツアー面接会 1 13:00～ ※右記へお問い合わせください。
ﾊﾛｰﾜｰｸ立川ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(042-525-8629)

福祉のしごとミニ面接会 2 13:30～ ハローワーク青梅　２階　会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ青梅
(0428-24-8609(41#))

介護・福祉ミニ面接会 7 9:30～12:00
ハローワーク町田　２階　会議室
（相模原・八王子共催）

ﾊﾛｰﾜｰｸ町田事業所部門
(042-732-7397)

介護のしごと入門セミナー 10:00～11:45
ハローワーク渋谷
外部会議室（神南ビル７階）

ﾊﾛｰﾜｰｸ渋谷ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3476-8609(47#))

ミニ会社説明会 1 13:30～17:00 ハローワーク墨田　１階　相談ブース
ﾊﾛｰﾜｰｸ墨田
(03-5669-8609(42#))

ツアー面接会 1 14:00～
※右記へお問い合わせください。
（飯田橋・新宿・王子共催）

ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

11/16 木 杉並区福祉のおしごと就職相談・面接会 26 13:30～16:30 セシオン杉並　１階　展示室
ﾊﾛｰﾜｰｸ新宿事業所第二部門
(03-3200-8609(34#))

11/20 月 介護のしごとビデオ上映会 10:30～
ハローワーク池袋　サンシャイン庁舎
２階　会議室

ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

はーとふるビデオセミナー 10:00～11:45 ハローワーク木場　４階　会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ木場ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3643-8627)

ツアー面接会 1 14:00～
※右記へお問い合わせください。
（飯田橋・新宿・王子共催）

ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

福祉のしごとミニ面接会 未定 未定 ハローワーク青梅　２階　会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ青梅
(0428-24-8609(41#))

介護職入門セミナー 10:15～ ハローワーク池袋
ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

ツアー面接会 1 13:30～ ※右記へお問い合わせください。
ﾊﾛｰﾜｰｸ八王子ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(042-648-8612)

11/24 金 はーとふるミニ面接会ｉｎ船堀 3 13:30～
タワーホール船堀　３階
産業振興センター

ﾊﾛｰﾜｰｸ木場ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3643-8627)

11/25 土 三鷹市福祉のしごと相談・面接会 31 13:00～15:30
三鷹市市民協働センター
２階　第１会議室

ﾊﾛｰﾜｰｸ三鷹
(0422-47-8617)

ねりまDｅ介護Ｒｅスタートセミナー／ 13:00～14:30

ねりま♪ふくしの仕事相談・面接会 14:30～16:30

介護のしごとビデオ上映会 10:30～
ハローワーク池袋　サンシャイン庁舎
２階　会議室

ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

足立区ふくしワーク就職面接・相談会 5 13:00～ ハローワーク足立　７階　大会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ足立ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3870-8614)

ハート＆ハート面接会 未定 13:30～ ハローワーク池袋
ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

ツアー面接会 未定 13:30～ ※右記へお問い合わせください。
ﾊﾛｰﾜｰｸ八王子ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(042-648-8612)

ツアー面接会 未定 未定 ※右記へお問い合わせください。
ﾊﾛｰﾜｰｸ渋谷ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3476-8609(47#))

福祉のしごとミニ面接会 未定 未定 ハローワーク青梅　２階　会議室
ﾊﾛｰﾜｰｸ青梅
(0428-24-8609(41#))

ツアー型施設見学会・面接会 未定 13:30～ ※右記へお問い合わせください。
ﾊﾛｰﾜｰｸ墨田
(03-5669-8609(42#))

多摩市福祉のしごと面接会 未定 13:30～ ※右記へお問い合わせください。
ﾊﾛｰﾜｰｸ府中事業所部門
(042-336-8650)

11/30 木 ツアー面接会 未定 14:00～ ※右記へお問い合わせください。
ﾊﾛｰﾜｰｸ新宿事業所第二部門
(03-3200-8609(34#))

11/27 月

11/28 火

11/29 水

18
練馬区立区民・産業プラザ
３階　ココネリホール

ﾊﾛｰﾜｰｸ池袋ﾊｰﾄﾌﾙﾜｰｸｺｰﾅｰ
(03-3987-4367)

11/22 水

11/26 日

11/14 火

11/15 水

11/21 火

開催日

介護のお仕事 イベントカレンダー（平成２９年１１月）

11/8 水

11/13 月






