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面談会における出展募集のご案内 

 
１．参加条件 

（１）岡山県福祉人材センターが実施する無料職業紹介事業において、求人取扱対象事業であること 

（２）ホームページ「福祉のお仕事」に求人票登録を行っていること 
 

《参考》 岡山県福祉人材センターの取扱範囲 

① 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、事業実施者が社会福祉法人の場合は、

公益事業も含む） 

② 介護保険法に規定する介護保険事業所 

③ 障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 

④ 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 

⑤ 社会福祉法に規定する福祉事務所・児童福祉法に規定する児童相談所・身体障害者福祉法に規定する更生相

談所・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所・精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター 

⑥ 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、 

①から⑤以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む 

   

 

1.開催内容（年４回） 

 日程 会 場 募集参加数 

第 1回（春） 令和 3年 5月 1日(土) 
岡山コンベンションセンター 

2 階レセプションホール 

すまいる宣言登録法人 

限定１６法人(終了しました) 

第 2回(夏) 令和 3年 8月 1日(日) 
岡山コンベンションセンター 

3 階コンベンションホール 
５０法人 

第 3回(秋) 令和 3年 11月 20日(土) 
きらめきプラザ 

3 階他 
５０法人 

第 4回(冬) 令和 4年 2月 11日（金・祝） 
岡山コンベンションセンター 

3 階コンベンションホール 
５０法人 

                       ＊募集参加数にすまいる宣言登録法人を含みます。 

■内容  

・特設サイト開設（参加法人の魅力紹介・仕事内容・求人情報、事業所ＰＲ動画等） 

・個別面談会 参加法人別のブースを設け、採用担当者等と求職者の個別面談 

・就職ガイダンス、就職応援セミナー 

 ・相談コーナー（就職、資格取得方法、復職支援等の貸付相談等）福祉・介護専門職相談  

・人材センター 求職登録、施設見学調整、施設紹介等 
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２．募集概要 

（１）参加数 ５０法人(予定) ＊１法人単位での申込  【優先ブース確約：すまいる宣言登録法人】 

＊第 2回（夏）の募集受付は、先着順となります。６月１日（火）９時より、メール受付開始 

＊第 3回（秋）・第 4回（冬）募集受付は、ご応募多数の場合より多くの法人にご出展頂くため、 

出展を調整させて頂く可能性がございます。 

＊募集期限内であっても出展定員に達した場合、募集を締め切ることがございます。 

＊募集締切後、出展法人には決定通知ならびに出展ブース参加料の請求書を郵送いたします。 

 

（２）出展ブース参加料 

すまいる宣言登録法人 5,000円、県社協会員 10,000円  県社協非会員 20,000円 

     ＊特設サイト掲載のみ、会場出展なしの場合も金額は同じです。 
＊感染症拡大の影響により、会場での開催は中止する場合があります。 

中止に伴うご入金後の参加費は返金いたしませんので、ご了承ください。 

 

（３）出展募集期間（各回ご案内いたします） 

 日程 会 場 募集参加数 募集期間 
特設サイト掲

載用資料デー

タの締切 

特設サイト 

公開期間 

第 1回

（春） 

令和 3年 

5 月 1 日(土) 

岡山コンベンシ

ョンセンター 

2 階レセプショ

ンホール 

すまいる宣言 

登録法人限定 

１６法人 

3 月 10日(水) 

終了しました 

3 月 25日 

（木） 

4月 15日（木）

～5月 10日（月） 

第 2回

(夏) 

令和 3 年 

8 月 1 日(日) 

岡山コンベンシ

ョンセンター 

3 階コンベンシ

ョンホール 

５０法人 
6 月 1 日(火) 

～3日（木） 

6 月 11 日 

(金) 

7月 6日（火） 

～8月 2日（月） 

第 3回

(秋) 

令和 3年 

11月 20日(土) 

きらめきプラザ 

3 階他 
５０法人 

10月 4日(月)

～6日（水） 

10月 12日 

（火） 

11月 1日（月）

～11月 22日（月） 

第 4回

(冬) 

令和 4年  

2 月 11日 

（金・祝） 

岡山コンベンシ

ョンセンター 

3 階コンベンシ

ョンホール 

５０法人 
12 月１日（水）

～3日（金） 

12月 17日 

（金） 

1月 24日（月）

～2月 14日（月） 

 

 ■参加決定後、特設サイト掲載資料データ提出については、改めてご案内します。 

■出展決定法人提出資料 

◇法人事業所紹介用写真 1枚（職員の笑顔の写真など）、２５文字以内のメッセージ  

   特設サイトを閲覧された方が、貴会事業所の写真とメッセージを閲覧し、より関心を持ち  

詳細な事業所紹介、動画、求人票を閲覧できるようにと考えています。 

◇法人・事業所紹介資料（Ａ４ ３ページ程度の PDFデータ）  

【例：法人パンフレット、法人事業所紹介、求人に関するお知らせ、職員の声、写真等】 

  ◇１分～５分程度のＰＲ動画(任意) 

・貴法人のホームページ等で紹介されている動画（YouTubeの URL） 

  【留意事項】◆写真、動画、資料等につきまして（個人情報保護等） 

＊職員、利用者等複数人で写っている場合は、ご本人の掲載許可を必ずお願いします。 

 

 



「令和３年度福祉の就職総合フェア岡山」  

（４）申込に関する留意事項 

・ホームページ「福祉のお仕事」に求人票登録を行っていることが必須条件となります。 

   ・参加申込書内の記載内容は、特設サイトで掲載しますので、正確にご記入ください。 

・『主な就業先名称』は、現在、ホームページ「福祉のお仕事」に、求人票登録を行なってい 

る施設・事業所名を入力してください。 

・参加申込書の「法人」及び「事業所名」は、当日の看板名となります。 

  ・フェア実施後３週間までを『職場見学会推進強化週間』と設定し、各法人・施設における 

見学会の開催を一層促進していくとともに、この期間見学会を開催するフェア参加法人・ 

施設について広報していくことといたしました。見学会を企画実施いただける法人・事業 

所におかれましては、参加申込書にご記入ください。 

なお、実施法人におかれましても、フェア面談時にチラシ等により求職者に見学会開催を 

ご案内いただきますようお願いいたします。 

・法人・事業所紹介の分野については、高齢・障害・児童・保育の該当項目に○を付けてください。 

 

（５）募集求人 

令和３年度卒（令和４年３月卒業見込）の新卒者採用や中途採用、正職員や常勤（正職員以外）、 

非常勤・パートなど全ての求人募集を行っていただいて構いませんが、必ずホームページ「福祉 

のお仕事」において、雇用形態別・職種別に登録してください。 

 

（６）当日会場内における留意事項 

①感染症拡大防止対策として、ブース着席可能な求人担当者は、２名とします。 

②会場ブースは、原則として 1法人 1ブースとします。 

 １ブースには、会議用机 2本(求人担当者 2名着席）、アクリル板設置 

 今回は、背面パネル、電源の用意はございませんので、ご了承ください。 

 なお、法人 PR用自立する看板、椅子カバー等は設置可能です。 

③会場出入口付近でのチラシ配布、ブースへの勧誘は禁止しています。また、会場内で求職者の通 

行を妨げるような強引な勧誘ならびに机や椅子の移動等はご遠慮ください。 

留意事項を守っていただけない場合、次回フェアのブース出展は出来ません。 

④事業所紹介等は、会場内資料コーナーをご利用ください。 

⑤当日会場内における感染症予防対策について 

   ・事前予約制の実施、来場者数を常時管理し、一定以上の来場数となったときには入場制限の 

実施、発熱・体調不良時の来場および入場見合わせのお願い、換気の励行、密集回避策の実施 

（フロアマーカー等）、来場学生・企業・関係者等にマスクの着用予定、アルコール手指消毒 

液・マスクの設置、共有部分について定期的な消毒等、会場入り口では、非接触体温計などで 

の体温測定、発熱症状が認められた場合は、入場制限 
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（７）開催会場について 

・岡山コンベンションセンター（岡山市北区駅元町 14番 1号） 

・きらめきプラザ（岡山市北区南方２丁目 13-1） 

きらめきプラザ会場へは公共交通機関を利用してお越しください。 

きらめきプラザ駐車場は、求職者・相談者優先です。近隣の有料駐車場をご利用くださいますよ

うご理解とご協力をお願いいたします。  

・参加法人開場は、開始 30分前から入場可能です。 ※フェア前日の備品搬入はご遠慮ください。 

 

（８）その他の留意事項等 

   ・おかやま★フクシ・カイゴ職場『すまいる宣言』の認証法人は、優先枠にてブースをご用意し

ます。『すまいる宣言』の詳細は下記 URL https://smile.okayama-fukushikaigo.jp/ 

・参加申込書に記入されている法人名で登録されている求人票情報を掲載いたします。 

なお、フェア期間中、公開期日が終了する求人につきましては、ホームページ「福祉のお仕事」 

より再登録処理を、必ず行うようお願いします。 

・インターネットの操作環境（設備等）がない、ホームページ「福祉のお仕事」における操作方 

法、その他ご質問事項等がある場合は、下記までお問合わせください。 

 

 

【会場のご案内】 

■岡山ンベンションンター  

 〒700-0024 岡山市北区駅元町 14番 1号 

 https://www.mamakari.net/access/       

 

■きらめきプラザ（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館） 

 〒700-0807 岡山市北区南方 2丁目 13-1 

 http://www.kirameki-plz.com/access.html   

 

 

 

参加申込・お問合せ先 

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会  

福祉支援部 福祉人材支援班 福祉人材センター（担当：田口） 

〒700-0807 岡山市北区南方 2丁目 13-1 きらめきプラザ 1階 

TEL：086-226-3507    FAX：086-801-9190    

E-mail：jinzaicenter@fukushiokayama.or.jp 

    岡山県福祉人材センターホームページ URL：https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/ 
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https://jinzai.fukushiokayama.or.jp/okayama-fukushifair/  
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