
 

 

 

 

 

 

道 社 協 第 １ ３ ３ ９ 号 

令和元年１１月２５日 

各 人事採用ご担当者 様 

北海道社会福祉協議会 

会 長  長 瀨  清 

 

令和元年度第３回福祉職場説明会「職場個別面談コーナー」への参加のご案内について 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 本会事業の推進につきましては、日ごろからご高配を賜り深謝申し上げます。 

 さて、このたび本会北海道福祉人材センターでは、｢第３回福祉職場説明会｣を開催要綱により開催いたします。 
 本説明会は、福祉職場への就職希望者・学生、福祉職場に関心のある方等を対象に、福祉の仕事の魅力や福祉職場の具

体的な情報提供等を行うことを目的に開催します。なお、「職場個別面談コーナー」は、その場で採否を決定するもので

はなく、貴法人等の職員募集の詳細や就労環境、お仕事の内容等を就職希望者等と個別に面談をして説明いただ
く場となります。 

 参加をご希望の場合は、下記事項をご確認の上、お申込みくださいますようお願いします。 

 

記 
 

１ 日 時 令和２年３月８日（日） １０：３０～１５：００ 
 

２ 場 所 札幌ビューホテル 大通公園 地下２階ピアリッジホール 

（札幌市中央区大通西 8丁目 ℡ 011－261－0111） 
 

３ 内 容 職場個別面談コーナー 

※一般、学生等の参加者に対し、職員募集の詳細や就労環境、お仕事の内容等、個

別面談・説明をお願いします。 

 

４ 参 加 対 象 社会福祉法人運営の施設・事業所、社会福祉協議会、社会福祉法人以外の社会福祉
事業・介護保険事業・障害者総合支援法に基づく事業を実施する事業所 

※福祉人材センターインターネット求人システム「福祉のお仕事」に事業所登録・
求人登録をしている事業所を優先させていただきます。登録は、無料です。 

 

５ 参 加 費 
（ブース出展料） 

１ブース ８，０００円（税込） 

※参加費（ブース出展料）の振込については、参加決定通知と併せてご連絡いたし

ます。なお、振込手数料は出展法人様でご負担願います。 

 

６ 申込み方法 
 
 

①申込みは、法人単位とします。 
②申込みは、北海道福祉人材センターホームページ上の入力フォームから行ってく

ださい。必要事項（法人情報及び求人情報）を選択・入力し、申込んでください。 
 ※申込み後、メールアドレスあてに「申込み受付確認メール」が自動配信されま

す。メールが届かない場合は、ご連絡をお願いします。 

 ※参加が決定した場合は、上記②の入力内容をもとに、開催当日会場で配布する
「求人情報一覧（簡易版)」を作成します。来場者がブースを訪問する際の参考

資料になります。職種や雇用形態が異なる求人はそれぞれ入力してください。 
また、福祉職場での勤務経験がない方が来場することが想定されます。資格不

問・経験不問・年齢不問等の求人のご検討をお願いします。 

なお、求人情報は５つまで入力可能です。それ以上になる場合はお問い合わせ

ください。 

③上記②で入力した求人情報と、福祉人材センターインターネット求人システム

「福祉のお仕事」は連動していません。「福祉のお仕事」システムに同内容の求人

登録をお願いします。 

（裏面あり） 
 

北海道内において社会福祉施設、事業所等を運営している法人様へご案内しております。 

各施設・事業所へは送付しておりませんので、法人内の人事担当者様と情報共有の上、参加

をご検討いただきますようお願いいたします。 

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


 

◆入力フォーム掲載場所：北海道福祉人材センターのホームページ http://hfjc.jp 

 ※該当のページにある         をクリックした後、パスワード「2726662（半角）」を入力し、 

申込フォームに進んでください。 

  
◆受付期間：令和元年１２月４日（水）９時頃 ～１２月１２日（木）１２時 

  ※先着順ではありませんので、期間内にお申込みください。受付期間以降の申込みはお受けできません。 
 

７ 参加可否 
 

・１２月２３日（月）までに、法人宛（申込時に入力された住所）に文書にてご連絡いたし

ます。期日までに通知が届かない場合は、ご連絡ください。 

 ※参加決定法人には、当日の連絡事項等の詳細を同封します。 

 

８ 留意事項 ・申込みにあたっては、下記を確認いただき、同意した上でお申し込みください。 

 ①会場の都合上、出展ブース数は、６０ブース（予定）です。１法人１ブースと

し、申込み多数の場合は、北海道民間社会福祉事業職員共済会会員法人、地域性
・施設種別・求人募集状況等を鑑み本会にて決定させていただきます。（先着

順ではありません） 

②説明会当日の全日程（１０時から１５時００分）にご参加いただける法人に限

らせていただきます。 

③開催時間中は休憩時間を設けておりませんので、昼食休憩等は、各法人内にて

交替でお取りいただき、開催時間中ブースを不在にしないようなるべく２人以

上でのご参加をお願いします。 

④会場には、専用の駐車場の用意はありません。お車で来場される場合は、各自

でご手配ください。 

⑤本センターでの求人取扱い範囲は、下記のとおりです。下記以外は取扱いでき
ませんのでご承知おきください。 

【求人取扱い事業】社会福祉事業（社会福祉法第２条）、介護保険事業、障害者総合支援法に基

づく事業、行政が実施する相談所 

【求人取扱い職種】 

  ・福祉・医療の職場における福祉職（介護職、介護支援専門員、相談員、支援員、指導員等） 

  ・福祉職場における医療・看護職（看護師、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等） 

  ・その他、福祉職場における関連職種（事務職、栄養士、調理員、運転手等） 

  ※病院（介護療養型医療施設除く）における医療専門職（看護職・准看護師・ＰＴ・ＯＴ・

ＳＴ）の募集はできません。 

⑥参考：過去来場者数等 

 平成 30年度第 1回（6/2開催） …116名（一般 58名、学生 58名）/出展数 42法人 

 平成 30年度第 2回（10/4開催）…139名（一般 83名、学生 56名）/出展数 126法人 

 平成 30年度第 3回（2/2開催） … 69名（一般 60名、学生 9名）/出展数 43法人 

令和元年度第 1回（5/26開催） …179名（一般 97名、学生 79名）/出展数 61 法人 

令和元年度第 2回（9/29開催） …190名（一般 162名、学生 28名）/出展数 86 法人 

 

９ 今後の開催予定 ・次年度の開催は、決まり次第北海道福祉人材センターホームページ
（http://hfjc.jp）に掲載するとともに、「福祉のお仕事」登録事業所へメール

にてご連絡いたします。 

 （各事業所へ郵送によるご案内は行いませんので、予めご承知おきください） 
 

 
10 問い合わせ先 北海道社会福祉協議会 北海道福祉人材センター【佐藤】 

〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目１番地 かでる２.７ ３階 

TEL 011-272-6662 ／ FAX 011-272-6663 
ホームページ『北海道福祉人材センター』 http://hfjc.jp/ 

ホームページ『福祉のお仕事』 https://www.fukushi-work.jp/ 

 

 

※昨年度の来場者アンケート結果は、本センターのホームページ（http://hfjc.jp/）「福祉の調査・研究 事

業報告」に掲載しております。参加検討の参考にしてください。 

http://hfjc.jp/
http://hfjc.jp/
http://hfjc.jp/
https://www.fukushi-work.jp/


福祉人材センターインターネット求人システム「福祉のお仕事」の登録について 

※本センターは、福祉のお仕事専門の無料職業紹介所です。費用は一切かかりません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載期間終了後の求人票抹消申請のお願い 

募集期限が切れた求人票は「採否待ち」状態となり、インターネットに掲載されなくなります。「採否待ち」の求人票は、

抹消の申請をし、採否の報告をお願いします。 

 

手順：①求人事業所マイページにログイン⇒②【求人票一覧】の募集終了件数をクリック⇒③該当する求人票番号をクリッ

ク⇒④抹消申請をクリック⇒⑤【他機関からの採用状況】の編集をクリック⇒⑥採用人数を入力し、入力内容を確認

するをクリック⇒⑦入力内容を確認し、登録するをクリック⇒⑧「求人票の採否登録が完了しました」の画面が表示

されたら、求人票の抹消画面に戻るをクリック⇒⑨入力内容を確認するをクリック⇒⑩抹消申請するをクリック 

                                                 【操作終了】 

 

 



≪参加法人用≫ 
 

北海道社会福祉協議会・北海道福祉人材センター 

令和元年度第３回福祉職場説明会開催要綱 

 

１．目 的  北海道が策定した第 7期「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」では、団塊の世

代が後期高齢者となる 2025年には 11万 7,000人の介護人材を確保する必要があると見込まれてお

り、福祉・介護の施設・事業所は、より積極的な人材確保に努めることが求められています。 

         そこで、福祉職場への就職を希望する学生及び一般求職者を対象に、求人情報や福祉の仕事・職

場についての紹介や相談等の機会を通して、就労へ向けての手がかりを提供するとともに、福祉人

材の確保を図ることを目的として、福祉職場説明会を開催します。 

 

２．主 催 北海道、北海道社会福祉協議会北海道福祉人材センター 

   

３．共 催 北海道労働局、札幌公共職業安定所 

  ＜予 定＞ 函館市社会福祉協議会、旭川市社会福祉協議会、釧路市社会福祉協議会 

        帯広市社会福祉協議会、北見市社会福祉協議会、苫小牧市社会福祉協議会 

 

４．協 賛 北海道民間社会福祉事業職員共済会 

  ＜予 定＞ 

５．後 援 北海道看護協会、北海道社会福祉士会、北海道介護福祉士会、北海道精神保健福祉士協会 

  ＜予 定＞ 

６．期日・時間 令和２年３月８日（日） １０：３０～１５：００（受付時間１４：３０まで） 

 

７．会 場 札幌ビューホテル 大通公園 地下２階ピアリッジホール  

        （札幌市中央区大通西8丁目 ℡ 011－261－0111） 
 

８．参 加 対 象 学生（大学生・短大生・専門学校生、高校生など）※令和 2年 3月・令和 3年 3月卒業予定の学生 

        一般求職者（未経験、無資格、復職の方など）、福祉職場に関心のある方 
 

９．参加施設等 社会福祉法人運営の施設・事業所、社会福祉協議会、社会福祉法人以外の社会福祉事業・介護保険 

        事業・障害者総合支援法に基づく事業を実施する事業所 

        ※福祉人材センターインターネット求人システム「福祉のお仕事」に事業所登録・求人登録をして 

         いる事業所を優先させていただきます。【「福祉のお仕事」https://www.fukushi-work.jp/】 

 

10．内 容 

 ①職場個別面談コーナー 

  職員募集の詳細や就労環境、お仕事の内容、採用スケジュール等について、求人担当者と個別に面談ができます。 

 ②参加法人 PRタイム【10：45～】 

  参加法人が、各法人の特徴などを１分でプレゼンテーションします。 

 ③先輩職員とのトークセッション【13：00～】 

  現場で活躍している先輩職員（入職２年程度）が、福祉・介護の魅力や仕事のやりがい、現場で感じていること 

  等についてお話しします。 

 ④相談コーナー 

  人材センター相談コーナー、資格相談コーナー、ハローワーク相談コーナー 

 ⑤その他 

  スタンプラリーの開催（面談コーナーを訪問した数によって景品をご用意しております） 

 

11．参加費（ブース出展料） １ブース ８，０００円（税込） 
 

12．申込方法等 別紙案内文を参照願います。 

 

13．問 合 せ 先 北海道社会福祉協議会 北海道福祉人材センター 
         〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目１番地 かでる 2.7 3階 

         TEL 011-272-6662 ／ FAX 011-272-6663 

         ホームページ『北海道福祉人材センター』 http://hfjc.jp/ 

https://www.fukushi-work.jp/】

