
令和４年度第１回ふくし就職フェア事業所出展募集要項 

 

１ ふくし就職フェアの目的 

人材の新規参入や定着促進策を一層強力に推進していくため、福祉・介護職場のイメージアップ

を図るとともに、福祉・介護職場に対する不安や疑問を解消し就労意欲を向上させ、福祉事業者と

の面談（対面方式及びＷＥＢ）により新たな就労を支援すること等を目的に、就職説明会や福祉職

場のプレゼンテーションなどを開催します。 

 

２ 開催日時及び開催方法 

 対面方式 ＷＥＢ 

開催日時 
令和４年７月 23日（土） 

11：30～16：00 ※１部制 

配信開始日 令和４年７月１日（金） 

面談日時  令和４年７月 22日（金） 

23日（土） 

いずれも 10：00～16：00 

会場 高知県立ふくし交流プラザ２階 他 ※ＷＥＢ開催 

※新型コロナウイルス感染対策に配慮し、対面及び WEB方式で行います。また、対面方式ではアク

リル板や消毒液を配置するなどの感染対策を行います。 

 

３ 出展募集数  

  対面方式・ＷＥＢの両方参加、ＷＥＢのみ、対面のみの参加が選択できます。 

 対面方式 ＷＥＢ 

出展募集数 45法人 80 法人 

出展単位 １法人１ブース 法人又は事業所 

※対面方式の出展は、先着 45 法人です。受付期間内で募集いたしますが、先着順のため、上限以

上の申し込みがあった場合は、調整させていただきますので、あらかじめご了承ください。なお、

全体の調整が完了次第、各法人に参加決定通知を E－Mailでお送りします。 

※会場内の混雑を避けるため、フェア当日の出展法人職員は１法人４人以内とします。 

 

４ 募集要件 

  下記の（１）及び（２）を満たす法人または事業所であること。 

  （１）下記の条件のうちいずれかを満たしている。 

    ア 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を実施する事業所 

（ただし、社会福祉法人が実施する公益事業、また、公益法人が実施する高齢者や障害者・ 

児童等を対象とする公益目的事も含む。） 

    イ 介護保険法に規定する介護保険事業所 

    ウ 障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 

エ その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等 

オ 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 

カ 行政が実施する相談所 

（福祉事務所、児童相談所、更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉ｾﾝﾀｰ等） 

キ 社会福祉分野の国家資格を持つ専門職 

（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等）の場合は、上記以外の社会福祉 

を目的としない事業を行う事業所を含む。 

  （２）ＷＥＢ配信開始時期に下記の内容を全て満たしている。 



ア 職種、採用人数、採用日など具体的に確定した求人を有しており、福祉人材センターに求

人登録ができる。 

イ オンライン（Zoom）面談または電話面談の体制を設定できる。 

 

５ 申込期限及び方法 

   ・５月１６日（月）までに高知県福祉人材センターHP『フクシでグッジョブ』の「お知らせ」欄

（https://www.fukushi-jinzai.com/）よりお申し込みください。 

・参加方法は、①対面方式とＷＥＢの両方 ②ＷＥＢのみ ③対面のみのいずれかです。 

・対面では就職説明会の前に、任意で各事業所を直接 PRできるプレゼンテーションを行ってい 

ます。プレゼンを行うことでブース来場者数がプレゼン未実施事業所と比べ２倍になることか 

らお勧めしています。ぜひご検討ください。（出展申込内にプレゼン参加の可否を確認します。） 

※『フクシでグッジョブ』トップページ ⇒ お知らせ ⇒ 「令和４年第１回ふくし就職フェ

アにおける出展法人事業所募集について」を押下 ⇒ 申込手続き専用 Google フォームを選択

し、必要事項を入力 ⇒ 全項目の入力が完了しましたら、フォームの末尾にある「送信」ボ

タンを押下 

 

６ 出展決定通知 

  標記フェアへの出展が決定次第、本会からメールで通知します。 

 

７ 出展決定後から開催までのスケジュール 

  ※随時、E-Mailで事前説明会への参加確認や面談時間の可否など確認のご連絡をいたしますので、 

お手数おかけしますがご承知くださいますようお願いいたします。 

 

日にち 対面参加法人 プレゼン実施法人 ＷＥＢ参加法人 

５月９日（月） 

  ～１６日（月） 
フェア出展申込期間 ※先着順 

５月１７日（火） フェア出展決定通知（E－Mail） 

随時 

・出展法人紹介ページ作成 

・事業所紹介冊子原稿作成 

・求人票登録 

・プレゼン資料作成 

・出展法人紹介ページ

作成（再掲） 

・PR動画作成（任意） 

６月１３日（月） 作成物 提出期限 

６月１５日（水） 
☆ふくし就職フェア事前説明会（ブース抽選会） 

☆プレゼン事前発表会（発表法人、順番決定） 
 

６月 30日（木） 

～7月 1日（金） 
  

☆Zoomでのオンライン 

説明会（いずれか） 

７月１日（金）～   ☆ＷＥＢ配信開始 

７月１８日（月）  
当日用プレゼン資料

提出期限 
 

７月２２日（金） ブースの設営準備 ☆オンライン面談① 

７月２３日（土） ☆対面開催 ☆オンライン面談② 

（１）対面方式・ＷＥＢ共通事項 

https://www.fukushi-jinzai.com/


①WEB内における「出展法人概要」のデータ作成について                    

  ☆この「出展法人概要」欄は WEB上における各法人の基本ページになります。 

   このページに、それぞれの法人基本概要、法人ホームページリンク、法人ＰＲ動画（任意）、 

求人票、面談申込フォームを掲載します。 

・Excelシート『出展法人概要記入表』は参加決定通知とともに、E－Mail で直接お送りします。 

 令和３年度第３回に出展した法人について前回の資料を参考にお送りします。変更や追加があ 

る場合は、赤文字で修正等をしてご提出ください。 

・紹介ページ記入表に必要事項をご記入いただき、６月１３日（月）までに本センター代表メー

ル（jinzai@pippikochi.or.jp）までご提出くださいますようお願いします。 

・ホームページ、法人 PR動画の掲載は任意ですが、求職者に PRするため是非おすすめします。 

 

②フェア用求人の登録について 

・令和５年４月採用予定の新卒求人や令和４年度中途採用予定の求人を取り扱います。 

・高知県内外の様々な年齢層の方が閲覧しますので、求人条件へのご配慮をお願いします。 

Eｘ.福祉の仕事に興味がある一般求職者、令和５年度卒業予定の大学・専門学校生、 

アクティブシニア、子育てと両立したい保護者、UIターンを希望する移住希望者など。 

  ・特に県内外の学生など“若い世代の人材確保”や、他業種からの転職者など“新規参入者”をタ 

ーゲット層としていますので、ご配慮くださいますようご理解ご協力をお願いします。 

  〇登録上限数：６件 

〇登 録 期 間：出展決定日～６月１３日（月）13：00 ※インターネットのみ 

       ※令和４年４月から人材センター求人サイト「福祉のお仕事」のデザイン等が新し 

くなりました。求人の見せ方も変わりますので一度ご確認ください、 

〇登 録 方 法： ①人材センターサイト「福祉のお仕事」求人事業所マイページをログイン  

        ⇒ https://www1.fukushi-work.jp/cool/kyujin/login.do 

        ②求人の申請 （公開区分：来所公開） 

※具体的な手順は「ふくし就職フェア求人の提出方法」をご確認ください。 

 

③事前説明会について（④と同日開催） 

ふくし就職フェアを通じた人材確保についての説明や、フェア当日のブース位置を抽選で決める事

前説明会を開催します。事前説明会を欠席された場合には主催者にてブースの位置を決定します。 

・日時：令和４年６月１５日（水）14：00～15:00（予定） ※対面と WEBの両方で開催 

・場所：高知県立ふくし交流プラザ２階 多目的ホール（高知市朝倉戊３７５－１） 

・プレゼンテーションに参加する法人は、上記説明会後に下記④のとおりプレゼンテーション事

前説明会を行いますので、対面でのご参加にご協力ください。 

・ＷＥＢのみに出展する法人は、オンライン事前説明会（６月 30 日と 7 月１日開催予定）への

参加で差支えありません。開催日時は申込締切後、改めて通知します。 

 

④福祉職場のプレゼンテーションについて（③と同日開催） 

ふくし就職フェアにおいて、求職者に各施設・事業所の魅力や強みを伝え、福祉職場に対する関心

を高めるとともに、出展ブースへの来場者増を図ることを目的として行います。なお、プレゼンテー

ションの発表順の決定及びプレゼンテーション自体の効果を高めるために下記のとおり事前発表会

を実施しますので、参加希望法人は必ずご参加くださいますようお願いいたします。 

 ・日時：令和４年６月１５日（水）15：15～17：30（予定）≪出席必須≫ 

・場所：高知県立ふくし交流プラザ２階 高齢者能力開発室（高知市朝倉戊３７５－１） 

・募集法人：１３法人（発表時間：１法人あたり６分以内） 

mailto:jinzai@pippikochi.or.jp


・内容例：職場の魅力・強み、ケアの特徴、職員の育成・キャリアパス等 

※上記募集法人数以上の参加申込があった場合には、プレゼンテーション事前発表会で相互投票

を行い選出します。 

※過去の「福祉職場のプレゼンテーション」の動画は高知県福祉人材センター公式 YouTubeチャ

ンネルで配信していますのでご参考ください。 

 

（２）対面方式で参加する法人について 

   ①求職者用事業所紹介冊子の作成について 

    ・会場に来場した求職者に対し配布する事業所紹介冊子です。当日はカラー印刷で配布します。 

    ・出展決定後、様式を E-Mailで直接お送りします。 

    ・新規出展法人は作成をお願いします。なお、大きな空白（スペース）は出展法人の魅力発信 

スペースです。法人の強みやらしさなどをご掲載ください。 

・令和３年度第３回ふくし就職フェア（対面）に出展いただいた法人につきましては、前回の 

データを参考にお送りします。内容をご確認のうえ、修正や追加が必要な場合は前回の資料 

に直接上書き変更をしたうえで、期日までにご提出ください。 

②ブース出展について 

〇留意事項 

ア 主催者が用意するもの 

・３面パーティション：間口 2.7ｍ×奥行 1.8ｍ×高さ 2.1ｍ ※目安 

・長机（幅 180ｃｍ×奥行 45ｃｍ）：１台 

・いす：内側３脚＋外側６脚＝合計９脚 

・電源コンセント 

・長机１台につき感染対策のためのアクリル板を１台設置 

 イ 出展者に用意をお願いするもの 

   ・パソコンやプロジェクタは、必要に応じてご持参ください。 

   ・会場でＷＥＢ面談を行う場合、ポケット Wi-Fiやイヤホンなどの準備をお願いします。 

   ・ブース内飾りつけ・表示 

 

（３）ＷＥＢで参加する法人について 

①出展法人ＰＲ動画の掲載について 

 〇注意事項 

 ・YouTubeによる法人ＰＲ動画です。 

 ・動画掲載は任意ですが、事業所の特徴や魅力を伝えるのに有力な広報手段になりますので是

非ご提供ください。 

 ・ＰＲ動画は３分以内で作成いただき、それ以上の情報をＰＲしたい場合は、法人ＨＰへリン

クしてください。（長くなるとサイト全体への求職者の興味が失せること、学生等のパケッ

ト量への配慮より） 

・容量は 100MB以内でお願いします。 

・ファイル形式は下記のものでお願いします。 

 MOV､MPEG4､MP4､AVI､WMV､MPEGPS､FLV､3GPP､WebM､DNxHR､ProRes､CineForm､HEVC（h265） 

・就職ふくしフェア終了後も継続して公開することを考慮した上で作成ください。 

 ・ＷＥＢ上に掲載する法人及び事業所の基本情報は、（１）①の紹介ページを反映します。 

 〇動画の提出方法について 

・動画は、撮影及び編集したものをＵＳＢ又はＤＶＤにコピーし６月１３日（水）までに本セ

ンターまでお送りいただくか、出展法人紹介ページに YouTubeの URLを掲載していただきま



すようお願いします。 

    ・動画を本センターへ提出いただいた場合は、本センターチャンネル内に掲載するとともに、 

紹介ページに URL を掲載し閲覧者にＰＲします。 

  

②オンライン等の面談方法と体制整備について 

   〇配信開始から面談までの流れ 

時期 内容 
オンライン面談 

希望者 
法  人 電話面談希望者 

7 月 1 日 

（金）～ 

面談 

予約 

期間 

面談申込 

（申込フォーム） 

  面談申込 

（申込フォーム） 

予約決定通知（自動送信） 予約決定通知（自動送信） 

 希望媒体に併せて面

談の設定準備。 

  

～  

 事前にオンライン希

望者へ招待メールを

送信。 

  

7月 22日 

（金）～ 

23日（土） 

面談 

日 

招待に参加 面談開始 面談時間にな

ったら希望者

へ電話をかけ

る。 

面談開始 

☆出展法人紹介ページに面談日時が掲載された面談予約フォームを掲載しますので、面談希望者が出 

展法人に個別で申込を行います。申込が完了したら、自動で求職者及び事業所等へ申込連絡が送ら 

れますので、内容に従い後日、面談を実施する流れになります。 

   

  〇留意事項 

・面談方法はオンライン面談（Zoom）または電話面談の２種類です。手順は高知県福祉人材セン 

ターＨＰ『フクシでグッジョブ』の「お知らせ」欄より確認できます。 

・求職者の希望に併せて面談体制の準備（オンライン面談のテストや面談者の配置等）をお願い 

します。 

   ・電話面談を行う場合は、予約日時に事業所から面談者に直接ご連絡ください。 

   ・オンライン面談は両日とも 10：00～16：00 の時間内、一枠 30分程度です。面談が難しい時間 

帯があれば事前に“面談不可”にすることも可能ですので、法人紹介ページ記入表にその旨を 

ご記入ください。（その際、ＨＰ上にはバツ印で標記されます。） 

   ・求職者の希望により事前に資料を配布するなどは差し支えありません。 

※オンライン面談を行う場合は、途中で途切れたりしないよう Wi-Fi環境などが安定している 

場所で行うことをお勧めします。 

 

８ お問い合わせ先／連絡先 

   社会福祉法人高知県社会福祉協議会 高知県福祉人材センター 

    〒780-8567 高知市朝倉戊 375‐1高知県立ふくし交流プラザ１階 

    TEL：088-844-3511   FAX：088-821-6765   E－Mail:jinzai@pippikochi.or.jp 

 

pp 


