
11:00～12:30（      ）時間

3階  311・312（      ）場所

入場は
15:30まで

参加費無料

入退場自由

履歴書不要

事前申込不要
失業保険受給に必要な
求職活動実績を証明する書類
（参加証明書）を発行可能です。

福祉のしごと

就職支援ガイダンス
福祉施設等による

就職相談会

高齢・障害・児童の

各分野の現場の職員か

ら仕事のやりがいや魅

力、働き方などについ

てお話します。

13:00～16:00（      ）時間

3階  301～304（      ）場所

100法人の参加を予定。

福祉の仕事の求人を募集して

いる法人の担当者から、職場

環境や労働条件などについて

面談方式で聞くことができます。

パシフィコ横浜パシフィコ横浜
会議センター会議センター（                 ）（                 ）横浜市西区

みなとみらい1-1-1
横浜市西区
みなとみらい1-1-1

10/1910/19土

あ
な
た
の
こ
と
を
、

必
要
と
し
て
い
る

ひ
と
が
い
ま
す
。

看護師、
調理員など
様々な求人が
あります。

共催（予定） 神奈川県／社会福祉法人川崎市社会福祉協議会・川崎市福祉人材バンク／神奈川県社会福祉協議会経営者部会／神奈川県社会福祉法人経営青年会

後援（予定） 横浜公共職業安定所／公益社団法人神奈川県看護協会・神奈川県ナースセンター／公益社団法人神奈川県社会福祉士会／公益社団法人神奈川県介護福祉士会
神奈川県私立大学連絡協議会／神奈川県私立短期大学協会／神奈川県介護福祉士養成校連絡協議会／一般社団法人神奈川県専修学校各種学校協会

求人募集のある法人・施設・職種等の情報は、右記QRコードから、ホームページ（ http://www.kfjc.jp/ ）で確認できます。

［ お問い合わせ先 ］   かながわ福祉人材センター　TEL. 045-312-4816



令和元年度第 2 回福祉のしごとフェア 

福祉施設等就職相談会実施要項 

 

1 目的 

参加者が、福祉・介護を運営する法人や施設・事業所担当者、相談コーナー相談員と直接話をし

ながら、仕事の内容、働く環境、資格取得等について理解を図ることで就労を促進することをめざしま

す。 

2 主催 

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉人材センター 

3 共催(予定) 

神奈川県 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会・川崎市福祉人材バンク 

   神奈川県社会福祉協議会経営者部会 

神奈川県社会福祉法人経営青年会 

4 後援(予定) 

   横浜公共職業安定所 

公益社団法人神奈川県看護協会・神奈川県ナースセンター 

公益社団法人神奈川県社会福祉士会 

公益社団法人神奈川県介護福祉士会 

神奈川県私立大学連絡協議会 

神奈川県私立短期大学協会 

神奈川県介護福祉士養成校連絡協議会 

一般社団法人神奈川県専修学校各種学校協会 

5 日程および会場 

令和元年 10 月 19 日（土）13：00 から 16：00 まで（入場は 15：30 まで） 

パシフィコ横浜 会議センター3 階 301～304（横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

6 内容 

(1) 福祉施設等による面談コーナー 

     各法人・施設、事業所のブースを設置、人事担当者と求職者が直接面談をします。 

(2) 相談コーナー（予定） 

かながわ福祉人材センター、かながわ保育士・保育所支援センター、川崎市福祉人材バンク、

神奈川県社会福祉士会、神奈川県介護福祉士会、神奈川県ナースセンター 

※ 当日の 11：00 から 12：30 まで「就職支援ガイダンス」を求職者向けに別会場で実施し

ます。 

7 対象者 

(1) 求人事業者 

ア 神奈川県内に施設・事業所があり、令和元年度内及び令和 2 年 4 月に職員採用予定のあ

る社会福祉施設・事業所経営法人等。 

イ 事業分野・職種等は、かながわ福祉人材センター取り扱い範囲に準じます。  

(2) 求職者 

ア 福祉施設等への就職希望者 

イ 2020 年 3 月に卒業予定の大学（院）・短期大学、専門学校の学生 

※求職者は、履歴書不要、事前申込不要、入退場自由。  

※裏面へ続く 



8 求人事業者としての参加 

(1) 参加申込の要件（次の要件をすべて満たしている場合にお申込みください） 

ア 前項「7-（1）」に該当していること。 

イ 別紙「参加申込の留意事項」の記載内容に同意いただいていること。 

ウ 全国社会福祉協議会が運営する福祉分野の情報検索サイト「福祉のお仕事」に登録し、申

込み時点で申込書に記載した求人内容を有効期間内で掲載していること。 

(2) 参加法人数（予定） 

100 法人程度（1 法人（グループ法人）につき、1 ブース限定とします） 

(3) 参加法人負担金 

ア １法人 15,000 円 

イ 参加決定した法人あてに本会から請求書を送付します。（振込手数料はご負担ください） 

(4) 申込方法等（次のア～ウの手順を必ず確認してください） 

ア 法人単位での申込みです。グループ法人においてはグループで 1 件の申し込みとなります。 

イ 参加申込書の必要事項をすべて記入のうえ、期日までに原則 E-mail にて申し込みをしてく

ださい。E-mail 送信の際「開封確認の要求」を設定してください。なお、ファクシミリを利用す

る場合は、送信後、受信確認の電話を入れていただき、申込書が受信されているかどうか

確認してください（この時点で申込み完了とします）。 

ウ E-mail で申込書を送信する際、件名は「第 2回福祉のしごとフェア参加申込（法人名）」とし

てください。 

※（法人名）の箇所に貴法人の名称を記入してください。法人格の記入は不要です。  

エ 申込書に記載の求人内容が有効であることなど「別紙 参加申込の留意事項」の内容すべ

てに該当・同意し、本会にて申込内容が確認できた時点で受付完了となります。  

(5) 申込期限  令和元年 8 月 16 日（金）15 時まで 

(6) 選考方法および参加可否の通知等 

ア 定数を超える参加申込があった場合には事務局の定める基準にて調整いたします。  

イ 参加の可否にかかわらず書面で結果を通知します。9月 3日（火）までに通知が届かない場

合は事務局までお問い合わせください。 

ウ 参加決定した法人には、当日用資料として「求人票」の作成をお願いしています。エクセルフ

ァイル指定用紙への入力となりますので、エクセルファイルでの入力作業およびファイルを添

付した電子メールの送受信を行いますことをご承知おきください。 

9 広 報（予定） 

(1) 県のたより、福祉タイムズ・地域広報紙への掲載、社会福祉士及び介護福祉士養成校、大

学・専門学校等教育機関、県内公共職業安定所、都道府県福祉人材センター・バンク、県内

市区町村等へポスター・チラシを送付。 

(2) 後援関係機関（県私立大学連絡協議会等）を通じたチラシ等の送付。 

(3) 福祉人材センター求職登録者等への案内。 

(4) 本会ホームページへの掲載。 

10 申込書の受信確認（ファクシミリの場合）、問い合わせ先 

  社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉人材センター 

   〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 かながわ県民センター13 階 

Tel 045-312-4816（月～金の 8：30～17：15 にお願いいたします。） 

Fax 045-313-4590 

E-mail jinzai@knsyk.jp 

 

mailto:jinzai@knsyk.jp


 

別紙    令和元年度第 2回福祉のしごとフェア 

参加申込の留意事項 
 

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉人材センター 

 

 かながわ福祉人材センターが実施する「福祉のしごとフェア（就職相談会）」においては実施要

項に記載の内容に加え、次の各項目をお読みいただき、すべての項目に同意をいただける場合の

み、参加のお申込みを承ります。 

 また、同意をいただいたにも関わらずお守りいただけない場合、参加取り消しを含む対応をさせ

ていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

1 「福祉のお仕事」への求人情報の掲載について 

求人情報検索サイト「福祉のお仕事」に、フェア当日に有効な求人情報の掲載をしていた

だくことが必須となります。 

登録方法は「福祉のお仕事」サイト内の求人事業所登録方法でご確認ください。

（https://www.fukushi-work.jp/kyujin/） 

当日配布する求人情報冊子に掲載可能なのは「福祉のお仕事」サイト内でフェア当日に有

効となっている求人情報に限ります。 

 

2 参加法人の申し込みについて 

1法人につき 1件のお申込みといたします。またグループ法人におかれましては、グループ

で 1件のお申込みとさせていただきます。 

 

3 求人対象の事業所について 

保育所のみの求人につきましてはお申込みをご遠慮ください。保育士・保育所支援センター

の開催する就職相談会等をご利用ください。詳細は保育士・保育所支援センターのホームページ

（http://www.kanagawahoiku.jp/）をご覧ください。 

 

4 参加を決定した場合 

ア 参加決定した法人には、参加決定通知および負担金請求書の他、当日配布資料の求人情報原

稿（Excel データ）作成のお願いと「参加にあたっての留意事項」等をお送りいたします。 

イ 本フェアの周知について、貴ホームページ等でもご協力をお願いいたします。 

ウ 「福祉のお仕事」サイト上にて就職相談会当日に有効な求人情報を掲載ください（必須）。

掲載されていない求人情報についてはお取り扱いしかねる場合があります。 

 

5 終了後の報告について 

就職相談会終了後、当日は面談等に関する状況書を、一定期間を経て相談会以後の面接や採

用等の状況の報告書をそれぞれ提出いただくことになっております。ご協力をお願いいたしま

す。 

 

 

 

https://www.fukushi-work.jp/kyujin/
http://www.kanagawahoiku.jp/


申込締切　：　令和元年8月16日（金）　15時必着

◆申込法人

FAX

No,

1
1400

(1410)
- -

2
1400

(1410)
- -

3
1400

(1410)
- -

4
1400

(1410)
- -

5
1400

(1410)
- -

所在地　〒

所在地

E-mail
※必ずご記入ください

施設・事業所名

担当者氏名

※この申込書で得た個人情報については、本会個人情報保護方針に基づき、お取り扱いします。

雇用形態（いずれかに○）施設等種別（いずれかに○）
職種（介護職、

看護職、支援員等）

◆求人予定施設、職種・雇用形態等（「福祉のお仕事」サイトに掲載している求人情報から、全項目を記載ください）

フリガナ

電話番号

高齢　　障害　　児童　　その他

高齢　　障害　　児童　　その他 正規　　常勤　　非常勤・パート

正規　　常勤　　非常勤・パート

正規　　常勤　　非常勤・パート

正規　　常勤　　非常勤・パート

正規　　常勤　　非常勤・パート

高齢　　障害　　児童　　その他

高齢　　障害　　児童　　その他

高齢　　障害　　児童　　その他

「福祉のお仕事」サイトの求人番号
※必ずご記入ください

実施要項、参加申込の留意事項等の内容を確認しましたので、「福祉施設等就職相談会」への
参加を申し込みます。

【10月19日（土）パシフィコ横浜】

この申込用紙はパシフィコ横浜会場専用です

◆別紙「参加申込の留意事項」に記載の内容について(○を記入してください）

求人情報検索サイト「福祉
のお仕事」への登録・有効
求人の掲載　（いずれかに
〇）

しています

神奈川県社会福祉協議会　福祉人材センター    E-mail jinzai@knsyk.jp/　FAX　０４５-３１３-４５９０

法人格・法人名

フリガナ

本部所在地

フリガナ

事務局記入欄

※参加申込書の必要事項をすべて記入のうえ、期日までに原則E-mail（「開封確認」添付）にて申し込みをしてください。

　ファクシミリを利用される場合は、送信後、受信確認の電話にて、申込書が受信されているか確認ください（この時点で申込完了とします）。

※申込書に記載の求人内容が有効であることなど、「別紙　参加申込の留意事項」内容すべてに該当・同意し、本会にて申込内容が確認でき

た

　時点で受付完了となります。記載内容の確認ができない場合は、申込みは無効となります。ご注意ください。

令和元年度第2回「福祉のしごとフェア」（就職相談会）参加申込書

していません
（していない場合、申込書は

受付できません）

（確認者　　　　　　　　　）

（受信日　　　／　　　　 　：　　　）

パシフィコ横浜
　同意しません　（同意しない場合は、申込書は受付できません）

　同意します

　No,　　　　　　　M ／ F

施設名

※「連絡先」とは、参加決定等の郵便物やメール、ファックスなどの送り先を指しますので、必ず記入してください。

本部所在地　〒

◆この申し込みに関する連絡先となる担当者名（複数施設・事業所の求人を予定している場合の代表者）



申込締切　：　令和元年8月16日（金）　15時必着

◆申込法人

FAX

No,

1
1400

(1410)
-1910 -1234

2
1400

(1410)
申請中 -

3
1400

(1410)
- -

4
1400

(1410)
- -

5
1400

(1410)
- -

高齢　　障害　　児童　　その他 正規　　常勤　　非常勤・パート

高齢　　障害　　児童　　その他 正規　　常勤　　非常勤・パート

かながわ福祉人材センター 介護職 高齢　　障害　　児童　　その他 正規　　常勤　　非常勤・パート

高齢　　障害　　児童　　その他 正規　　常勤　　非常勤・パート

神奈川　太郎

※この申込書で得た個人情報については、本会個人情報保護方針に基づき、お取り扱いします。

◆求人予定施設、職種・雇用形態等（「福祉のお仕事」サイトに掲載している求人情報から、全項目を記載ください）

施設・事業所名
「福祉のお仕事」サイトの求人番号

※必ずご記入ください
職種（介護職、

看護職、支援員等）
施設等種別（いずれかに○） 雇用形態（いずれかに○）

電話番号 045-312-4816 045-313-4590

かながわ福祉人材センター 介護職 高齢　　障害　　児童　　その他 正規　　常勤　　非常勤・パート

フリガナ カナガワ　タロウ

担当者氏名

E-mail
※必ずご記入ください

jinzai@knsyk.jp

フリガナ カナガワフクシジンザイセンター

施設名 かながわ福祉人材センター

所在地　〒 221-0835

所在地 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

社会福祉法人　かながわ福祉人材センター

本部所在地　〒 221-0835

本部所在地 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

◆この申し込みに関する連絡先となる担当者名（複数施設・事業所の求人を予定している場合の代表者）

※「連絡先」とは、参加決定等の郵便物やメール、ファックスなどの送り先を指しますので、必ず記入してください。

　同意しません　（同意しない場合は、申込書は受付できません） この申込用紙はパシフィコ横浜会場専用です

フリガナ シャカイフクシホウジン　カナガワフクシジンザイセンター 求人情報検索サイト「福祉
のお仕事」への登録・有効
求人の掲載　（いずれかに
〇）

しています
していません

（していない場合、申込書は
受付できません）法人格・法人名

実施要項、参加申込の留意事項等の内容を確認しましたので、「福祉施設等就職相談会」への
参加を申し込みます。

（確認者　　　　　　　　　）

◆別紙「参加申込の留意事項」に記載の内容について(○を記入してください）

パシフィコ横浜　同意します 〇

【10月19日（土）パシフィコ横浜】 （受信日　　　／　　　　 　：　　　）

神奈川県社会福祉協議会　福祉人材センター    E-mail jinzai@knsyk.jp/　FAX　０４５-３１３-４５９０

※参加申込書の必要事項をすべて記入のうえ、期日までに原則E-mail（「開封確認」添付）にて申し込みをしてください。

　ファクシミリを利用される場合は、送信後、受信確認の電話にて、申込書が受信されているか確認ください（この時点で申込完了とします）。

※申込書に記載の求人内容が有効であることなど、「別紙　参加申込の留意事項」内容すべてに該当・同意し、本会にて申込内容が確認でき

た

　時点で受付完了となります。記載内容の確認ができない場合は、申込みは無効となります。ご注意ください。

事務局記入欄

　No,　　　　　　　M ／ F令和元年度第2回「福祉のしごとフェア」（就職相談会）参加申込書

メールが主なご連絡

手段となりますので、

お間違いのないよう

サイト求人票を申請中の場

合はこのように記載してくだ

さい。
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