
栃社協第２００号   

令和４年４月２８日 

 

関係施設長 様 

 

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会事務局長 

 

「福祉のお仕事就職フェア 2022・夏」参加法人の募集について 

 

時下、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、標記フェアを別添開催要項により開催いたします。 

つきましては、標記就職フェアに参加を希望される場合には開催要項を御確認いただき、お申込

みください。会場の都合により、ブースには「掲示用パーティション」はございませんので、御了承くだ

さい。また、当日の対応職員の参加は２名以下でお願い申し上げます。 

なお、新型コロナウイルス拡大防止のため、状況に応じて内容の変更・中止となる場合もございま

すので御了承ください。 

 

 
【添付書類】   

   ・開催要項             

   ・（別紙）紹介あっせんできる事業所・職種の範囲 

   ・（別紙）申込フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉人材・研修センター 
担当：早乙女・鈴木 
〒320-8508 宇都宮市若草 1-10-6 
TEL028-643-5622 
FAX028-623-4963 



福祉のお仕事就職フェア 2022・夏 開催要項 

 

１ 目 的   福祉の仕事に就きたい方を対象に、福祉の仕事内容や必要な資格、その取得方法などにつ

いて相談に応じるとともに、求人のある社会福祉施設等の採用担当者等との個別相談の場を提

供することで、福祉人材の確保と求職活動の支援を図る。 

          

２ 主 催   栃木県 ／ 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

 

３ 共 催   社会福祉法人全国社会福祉協議会 （予定） 

 

４ 後 援   厚生労働省 （予定） 

 

５ 協 力   栃木労働局 ／ 宇都宮公共職業安定所（ハローワーク宇都宮） ／  

（予定）   公益財団法人介護労働安定センター栃木支所 ／ 公益社団法人栃木県看護協会 ／ 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部 

 

６ 日 時   令和４年７月１６日（土） ※ 二部の入れ替え制 

【第 1 部】 

① １分間プレゼンテーション   9：30～ 

② 合同相談会          10：30～12：30 

     【第 2 部】 

 ① １分間プレゼンテーション 13:00～ 

② 合同相談会            14：00～16：00 

  

７ 会 場   とちぎ福祉プラザ （宇都宮市若草１‐10‐6） 

          

８ 内容・スケジュール  

（１） 内容 

① １分間プレゼンテーション 

② 合同相談会（各 120 分） 

求人のある法人の採用担当者と求職者との個別相談 

（求人事業所・法人の詳細情報、職種・勤務内容、職員募集の概要等について） 

（２） 福祉人材センター相談コーナー（合同相談会と同時開催） 

  センターの利用方法、福祉の仕事や資格に関する相談 

（３） スケジュール 

【第一部】  

  8:50～ 事業所受付（1 階多目的ホール） 



9:00～ 求職者受付・開場（３階 301 会議室・福祉研修室） 

9：30～ １分間プレゼンテーション (３階福祉研修室） 

10：30～ 合同相談会（1 階多目的ホール） 

   12:30   終 了 

【第二部】   

12：30～  事業所受付（3 階 301 会議室） 

12：30～  求職者受付（３階福祉研修室） 

13：00～  １分間プレゼンテーション（３階福祉研修室） 

14：00～  合同相談会（1 階多目的ホール・３階福祉研修室） 

16：00    終 了 

※  １分間プレゼンテーションと合同相談会、いずれも参加いただきます。 

 

９ 参加対象及び定員等  

（１）参加希望者（求職者）  

・対象 福祉職を希望する方、興味・関心のある方（一般及び学生、ただし高校生以下は除く） 

・定員 第 1 部 ６０名 

     第 2 部 ８０名 

（２）参加希望法人 

      ・対象：別紙「紹介あっせんできる事業所・職種の範囲」内で、栃木県内施設における求人を募集

中・募集予定の法人、かつ「福祉のお仕事（ https://www.fukushi-work.jp/ ）」へ求人を登録

できること。なお、保育士等を募集予定の保育所等については、福祉人材・研修センター

内「とちぎ保育士・保育所支援センター」が開催する「保育のお仕事就職フェア」への参

加をお願いいたします。 
・定員  第 1 部 25 法人程度 

第 2 部 30 法人程度 

       

１０ 申込み方法等     

（１）参加希望者（求職者）  

・グーグルフォームでの申し込みを原則とします。ネット環境等に制限があり、グ－グルフォームで

の申し込みができない場合に限り、電話でお問い合わせください。定員になり次第締切りとしま

す。 

（２）参加希望法人 

・グーグルフォームに必要事項を入力の上、下記受付期間中にお申し込みください（申込方法や

アドレスについては、別紙「申込フロー」を参照ください。） 

・申込受付期間 ：令和４年５月９日（月）10：00～５月１６日（月）15：00 まで 

・決定については、基本的には先着順とし、分野や地域の偏りがないよう選考します。なお、第一

部・第二部の指定はできません。 



（ア）募集法人の予定数を超えた場合には、原則先着順で選考。ただし、過去の本フェアの参

加状況や求人分野・地域等を考慮することもあります。 

（イ）参加決定の事業所へは、令和４年５月２３日（月）に E-mail にて通知し、その後の

ご案内を郵送にて５月２７日（金）までに発送いたします。 

（ウ）同一法人から複数の事業所の申込みがあった場合は、１法人として受付け、会場の割当

は１ブースとします。 

（エ）運営主体が同じ法人から、複数の法人の申込みがあった場合は、1 法人として受付け、会

場の割当は１ブースとします。 

 

１１ 参加費  無料 

 

１２ その他 

・荒天や新型コロナウイルス感染症拡大など、やむを得ない事情によりフェアを中止または

内容変更する場合には、栃木県社会福祉協議会ホームページに掲載しますので適宜ご確認を

お願いします。  
・参加にあたっては当日の検温・マスクの着用・手指消毒・咳エチケットの励行等、感染症

予防対策にご協力ください。また、発熱等の風邪症状がみられる場合は参加を見合わせてく

ださい。 なお、当日受付にて抗原検査にご協力をいただく予定です。 
・新型コロナウイルス感染症等に関する連絡を目的に、氏名、所属、緊急連絡先等の個人情

報を 把握させていただくとともに、万が一、保健所からの要請があった場合には個人情報

を提供する可能性があります。 
 

１３ 問い合わせ先等  

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会  福祉人材・研修センター 担当：早乙女・鈴木  

〒320－8508 宇都宮市若草１－１０－６ とちぎ福祉プラザ内 

TEL028（643）5622  FAX028（623）4963 



【別紙】 

紹介あっせんできる事業所・職種の範囲 

 区分 職種 主な事業所 
１ 社会福祉法第 2 条に規定する

社会福祉事業 
左記の事業に従事するすべ

ての職種 
 
（例） 
生活相談員 
生活支援員 
介護職員 
ホームヘルパー 
介護支援専門員 
サービス提供責任者 
保育士・保育教諭 
事務員 
看護師 
理学療法士 
作業療法士 
言語聴覚士 
栄養士 
調理員 
運転手 
世話人など 

 
 

救護施設 
乳児院 
児童養護施設 
特別養護老人ホーム 
軽費老人ホーム 
保育所・認定こども園 
社会福祉協議会など 

２ 介護保険法に規定する介護保
険事業 

介護老人保健施設 
介護療養型医療施設 
訪問介護（入浴） 
通所介護 
介護予防関連事業 
地域包括支援センター

など 

３ 障害者総合支援法に規定する
事業 

障害者支援施設 
（生活介護、就労支援など） 
障害者在宅支援 
（居宅介護、移動支援など） 

４ 上記以外のその他の高齢者や
障害者、児童等に関する法律に

基づく施設、事業所等 

サービス付き高齢者向

け住宅（高齢者専用賃貸

住宅） 
障害者の雇用促進等に

関する法律に基づく「特

例子会社」など 

５ 地方自治体の条例または補助
に基づく福祉関係事業 

小規模作業所など 

６ 行政が実施する相談所 婦人相談所 
児童相談所 
福祉事務所 
更生相談所など 

７ １から６以外の社会福祉を目
的としない事業 社会福祉分野の国家

※

資格を

持つ専門職のみ 
 

  

病院 
診療所 
福祉系養成校など 

※実施主体は問いません。 
※病院の看護職、栃木県外の事業所は対象外となります。 

※ 社会福祉士・介護福祉士
精神保健福祉士・保育士 



「福祉のお仕事就職フェア 2022・夏（7/16（土）開催）」 申し込みフロー 

 

◎申込手順 

 

①（福）栃木県社会福祉協議会ホームページの「新着情報・トピックス」より「福祉のお仕事就職フェ

ア 20２２・夏（７/16（土）開催）の参加法人募集のお知らせ（仮）」をクリック。 

 （５月６日（金） 10：00 更新予定） 

 

②「福祉のお仕事就職フェア 2022・夏（7/16（土）開催）の参加法人申込（仮）」より、「参加法人申

込はこちら（仮）」をクリック。 

 

③リンク先のグーグルフォームの全項目を入力し、最終項目の下の送信ボタンを押す。 

 （別紙 申込画面参照） 

 

④送信後、入力したメールアドレスに自動送信メールが届くことを確認。 

（※メールが届かない場合は、メールアドレスの記入に誤りがあるか、申込が完了していない可能

性があるため、必ずお電話ください。申込状況を確認いたします。TEL：028-643-5622） 

 

⑤自動送信メールが届いたら、申込完了です。 

 

 

※申込フォーム（システム）のセキュリティの関係上、申込入力送信ボタンを押した後、写真画像が

出ることがあります。問題に正解しないと申込が完了となりませんので、必ず問題に答えて下さい。

（分からない問題の場合は、スキップを押して次の問題に進んで下さい） 

 

 

◎申込受付期間 

令和４年５月９日（月）10：00～５月１６日（月）15：00 まで 

 


