
【第2回】福岡市介護人材合同就職面談会（Fukuoka Fukushi Fes.）出展概要 

～フクオカ カイゴつながるプロジェクト～ 

 

 

 

目 的 ➀福祉の仕事を希望する人、興味・関心を持つ人に介護事業所への就職の援助（面談会） 

②介護の担い手のすそ野の拡大  ③福祉・介護職のイメージアップ など、福祉・介護人材を広く掘り起こし、 

福岡の将来の福祉・介護を担う方々を一人でも多く業界へといざなうことを目的として開催します。 

主 催 福岡市（受託事業者：アスタスク株式会社  電話：092-283-5441）  

日 時 2019年2月11日（祝）13時～17時 

会 場 レソラNTT夢天神ホール  （住所：福岡県福岡市中央区天神２－５－５５レソラ天神５Ｆ） 

対象者 潜在資格保有者、福祉系学生（大学、短大、専門学校、高校）一般学生 

      資格をお持ちでない方、未経験の方、若年者、主婦、高齢者、障がい者 等 

内 容  ワールドカフェ形式の面談会 ・出展事業所の事業所アピールタイム（※希望者のみ）・ゲストのトークショー などを予定  

      ★事業所アピールタイムとは、1法人30秒で自分の職場の魅力を来場者に発信する時間です。 

面談会  「単に求職者が求人ブースを訪ね面談を行う」という従来の枠を外れ、従来型とは異なる面談会（ワールドカフェ形式）を 

実施し、介護事業所と介護・福祉で働きたい人の出会いの場とします。 個別面談、採用担当者から来場者への一方的な説明

会ではなく、事業所の PR、働く環境への質問や不安、期待、介護への想いなども気軽に話せる時間とします。 

【面談会形式】 

ワールドカフェ形式：面談時間は概ね1.5時間程度、参加者は15分（予定）ごとに各テーブルを回っていただきます。 

備え付けの机はなく、事業所担当者、来場者がえんたくん（丸段ボールテーブル）を膝の上に置き、 

机にみたて、事業者側2名と参加者1～3名で支えながら、面談いたします。 

【留意事項】 

１．テーブルには事業所側（担当者）は最大2名まで。強引な客引きは禁止いたします。 

２．参加者の服装は、スーツ等の堅い恰好でなく、カジュアルな服装とします。（ユニフォーム可） 

３．会場の関係上、パソコン、プロジェクターの使用は不可となります。（タブレット等は使用可） 

４．来場者の中には、すぐの就職を考えていない方、介護に興味のなかった方々に興味を持っていただき、介護の担い手として高齢者や障がい者

の方の動員も予定をするため、丁寧な説明、対応をお願いします。 

出展申込み及び決定について 

添付の出展申込書を12月14日（金）までにメール等でお申込みください。出展申込書の内容を総合的に判断し、出展いただく法人

を決定いたします。※決定後にキャンセルされた法人は、次回以降の選考にて不利になる場合があります。 

出展決定の可否については、2019年12月25日(火)前後にメールにて通知いたします。 

（なお、選考内容や決定とならなかった理由等の問い合わせには応じることが出来ませんので、予め御了承ください。） 

※出展事業所については、事前説明会（1/15予定）を行い、参加必須となります。（会場・時間等は出展決定の通知にてご連絡します） 

※面談会当日は、イベントの開会～閉会までの参加が必須となります。(面談会のみの参加はできません) 

来場者が貴法人の採用に結びつくことだけを目的とせず、上記のように未来の介護の担い手の発掘も大きな目的としています。 

来場者全員に対し、皆さんと一緒に「介護」「福祉」の仕事の魅力を来場者に存分にお伝えしたいと考えています。 

このような趣旨をご理解の上、お申し込みをいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

【ワールドカフェ イメージ】 【丸段ボールテーブルを使ったワールドカフェ面談会の様子】昨年の開催の写真より 

【Fukuoka Fukushi Fes.】＆【re:life】 

福岡県介護福祉士養成施設協議会が主催する【re:life】（県内の福祉系の学生達が集まるイベント）とコラボイベントを行います。 

 

 

【前回の実績】 

来場者数：計325名 

詳細は別紙レポートを 

参照ください。 



下記の通り、「Fukuoka Fukushi Fes.」への出展を申し込みます。

法人名 法人所在地 法人設⽴
年⽉⽇

担当者名 連絡先

メールアドレス

募集職種 雇用形態※ 採用人数 資格要件※ 賃⾦(基本給＋定期⼿当※） 経験有無

　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜

※雇用形態：正職員・準職員・契約職員・嘱託職員・パート職員・登録ヘルパーなど
※定期⼿当：定期的に支払われる⼿当。資格⼿当・夜勤⼿当・職務⼿当など
※資格要件：介護福祉⼠・社会福祉⼠・介護支援専門員・介護職員初任者研修・資格不問など

＊必ず下記の記入もお願いします＊

【お問い合わせ先】
福岡市介護人材合同就職⾯談会　　受託事業者：アスタスク株式会社　Fukuoka FukushiFes.事務局　担当：柳澤
電話：092-283-5441　FAX番号　092－283－5540　　メール:fukuokafukushifes@yahoo.co.jp　

FFF.(福岡市介護人材合同⾯談会）への意気込みをお聞かせください↓

高齢者雇用
障がい者雇用

子育て支援
外国人雇用

　　可   　 可能な障がい種別（⾝体　・　知的　・　精神）　　・　　　　不可　
　　可　（　　　）歳まで可能　　可能な職種（　　　　　　　　　　　　　　）　・　　　不可

　　可　　　　・　　不可
　　はい（具体的施策:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　　いいえ

採用時期

平成29年度内の離職者数全従業員数(平成30年4⽉1⽇現在） 　人

就業先（事業所名）

TEL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX:

←こちらのアドレスに採否結果などのご連絡をいたします！丁寧にご記入ください。

事業所名 事業種別 事業所住所

人

出 展 申 込 書 
アスタスク株式会社内　Fukuoka Fukushi Fes.事務局⾏
メールアドレス　fukuokafukushifes@yahoo.co.jp

事業所PRタイム 希望する
希望しない

⇓どちらかに○を入れてください

申込み締切: 12/ 14（ ⾦）必着
（出来るだけ、Excelデータによる

メールでの申込みをお願いします）



下記の通り、「Fukuoka Fukushi Fes.」への出展を申し込みます。

法人名 法人所在地 法人設⽴
年⽉⽇

担当者名 連絡先

メールアドレス

福岡市博多区・・・・
福岡市南区・・・・
福岡市博多区・・・

募集職種 雇用形態※ 採用人数 資格要件※ 賃⾦(基本給＋定期⼿当※） 経験有無

介護職 正職員 介護福祉士時給　　　　　　　　〜 不問
ヘルパー 契約職員 資格不問 ⽇給　　　　　　　　〜 あれば尚可
生活相談員 嘱託職員 初任者研修⽉給　　　　　　　　〜 ○年以上必要

パート 　　　　　　　　〜
登録 　　　　　　　　〜

　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜
　　　　　　　　〜

※雇用形態：正職員・準職員・契約職員・嘱託職員・パート職員・登録ヘルパーなど
※定期⼿当：定期的に支払われる⼿当。資格⼿当・夜勤⼿当・職務⼿当など
※資格要件：介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・介護職員初任者研修・資格不問など

＊必ず下記の記入もお願いします＊

【お問い合わせ先】
福岡市介護人材合同就職⾯談会　　受託事業者：アスタスク株式会社　Fukuoka FukushiFes.事務局　担当：柳澤
電話：092-283-5441　FAX番号　092－283－5540　　メール:fukuokafukushifes@yahoo.co.jp　

子育て支援 　　はい（具体的施策:　託児所あり・子連れ出勤可能　など　　　　　）　・　　いいえ

FFF.(福岡市介護人材合同⾯談会）への意気込みをお聞かせください↓

今回の⾯談会に申込みするにあたっての意気込み等の記入をお願いします。

高齢者雇用 　　可　（　　70　）歳まで可能　　可能な職種（　　介護職・看護職・・・　）　・　　　不可
障がい者雇用 　　可   　 可能な障がい種別（⾝体　・　知的　・　精神）　　・　　　　不可　
外国人雇用 　　可　　　　・　　不可

特別養護⽼人ホーム○○園 随時
2019.4⽉〜

全従業員数(平成30年4⽉1⽇現在） 　人 平成29年度内の離職者数 人

就業先（事業所名） 採用時期

小規模多機能ホーム　　○○ 小規模多機能型居宅介護
デイサービス　　○○ 通所介護

事業所名 事業種別 事業所住所
特別養護⽼人ホーム　　　○○園 介護⽼人福祉施設

社会福祉法人　　●●会 福岡市中央区・・・・・ 平成○年○⽉

本部　人事担当　　●● TEL:　092-000-0000　　　　　　　　FAX:092-000-0001

fukushi@○○co.jp ←こちらのアドレスに採否結果などのご連絡をいたします！丁寧にご記入ください。

出 展 申 込 書  ＜記⼊例＞
アスタスク株式会社内　Fukuoka Fukushi Fes.事務局⾏
メールアドレス　fukuokafukushifes@yahoo.co.jp

⇓どちらかに○を入れてください

事業所PRタイム
希望する

希望しない

➀

②

③

④

③④の欄は、行の追

加・削除等を行い、記入

をお願いします。

←必ずこちらの記入

もお願いします



フクオカカイゴつながるプロジェクト 
福岡市介護人材合同就職面談会 【Fukuoka Fukushi Fes.2018】＆学生主催により介護・福祉イベント【re:life】 

 

2018年11月10日（土）レソラNTT夢天神ホールにて、フクオカカイゴつながるプロジェクトを開催いたしました。 

これからの介護の世界を変えていくことへとつながるイベントにたくさんの方々がご来場いただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆オープニングライブ 「ミサンガwith Re:Life」♪♪ 

メジャーデビュー曲「はじめまして、ばあちゃん。」の素敵な曲に学生の皆さんの写真と 

コメントに込めた思いが歌にのり、心温まる感動のライブでした♪ 

 

 

 

◆オープニングトークショー ＮＨＫアナウンサーの職を辞して、選んだ仕事が『福祉』だった！」 

ゲスト：国立成育医療研究センター“もみじの家”ハウスマネージャー 内多勝康氏  

医療的ケアの必要な子供たちの支援を通じて、福祉に携わっている皆さん、 

福祉に携わられようとしている皆さんに、NHKを辞めてまで選ばれた福祉の 

仕事の魅力を存分にお伝えいただきました。 

 

 

◆「発信しよう！私の職場！」事業所アピールタイム！ 

1法人３０秒という時間の中で、出展事業所の担当者の方々から、 

思考を凝らした個性あふれる熱いメッセージをいただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

◆介護に関わる方へのエール 「介護の流儀～あなたらしさはここにある～」 

ゲスト：株式会社あおいけあ 代表取締役 加藤忠相氏 

あたりまえの介護を当たり前に実践される加藤さんから 

「福祉の原点」そして「加藤さんの想い」を強く感じる、魅力あふれるお話をいただきました。 

 

 

 

Report 

 

★来場者数 

325人 

★出展法人数 

40社 

ＴＶＱのニュースで取り上げていただきました！⇒ 



◆トークセッション「語りつくそう！介護の魅力！」 

内多勝康氏×加藤忠相氏×介護を目指す学生×介護職×会場 

小笠原氏の絶妙なファシリテートで、 

それぞれの視点から介護の魅力、熱く語りつくしていただきました！ 

 

◆カイゴ×アニメクリエーターwith Re:Lifeによる「介護キャラ誕生！」 

人気アニメクリエーターの青池良輔氏と介護福祉士養成校の学生とのコラボレーションで、オリジナル介護キャラクターが誕生！ 

 

 

 

 

 

 

◆面談会（ワールドカフェ形式） 

福岡市内選りすぐりの出展事業所とワールドカフェ形式の面談会で来場者の方々が多くの職場の話を聞きました。 

「介護が思っていた以上に進化していることに驚いた！」「色々な事業所から貴重なお話を聞けた」など来場者の嬉しい声をいただきました。(アンケートより抜粋) 

 

 

 

 

 

 

＜学生たちが作るイベント Re:Lifeブース＞ 

             福岡県内の14校の介護福祉士養成校の集まり「福岡県介護福祉士養成施設協議会」の学生さんの企画・運営したRe:Lifeブース!! 

認知症VRゴーグル体験・車いすやセラピューティックケア体験・メイクやネイルなどの介護技術体験などの体験や若者に人気のSNSのtiktokを 

使った学校紹介・介護の魅力エピソードブックの展示などが行われ、介護の未来を担う福岡の若者たちからエネルギーを頂きました。 

★介護を目指す学生たちのエピソードブック   ★介護福祉士養成校紹介TIK TOK     ★セラピューティックケア体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

★介護をおしゃれに！ネイル体験          

 

 

 

 

 

 

 

 

ご来場の皆さん、出展法人の皆さん、ご登壇いただいたゲストの皆さん、ボランティアとして運営に参加してくださった皆さん、ご協力いただいたすべての皆さん、 

本当にありがとうございました！                                                          

柴田 太郎（新人介護福祉士） 

田中 たま（要介護3） 

 

★車いす体験  ★会場内のお手洗いには感動的なメッセージも・・ 



フクオカカイゴつながるプロジェクト 

福岡市介護人材合同就職面談会 【Fukuoka Fukushi Fes.2018】 

今回の面談会で来訪人数が多かった事業所等に工夫した点などをお伺いました。 

今後の皆様自身の情報発信に活かし，求人方法（内容，手法）等の改良やアップグレードにもご活用いただければ幸いです。 

1.  工夫をした点 

・スタッフの人選 

・明るく前向きなスタッフを選抜した。 

・話しやすそうな雰囲気・笑顔が多い人（男性1名・女性1名） 

・30秒PR 

30秒と時間が短い為、出来るだけシンプルに親しみが持てるように心掛けた。 

場所・名前・施設の売りと3点に絞って伝えた。 

30秒で伝えることが出来るように事前に練習を行った。 

視覚でも伝えられるように PR用のグッズを事前に作成した。 

・その他 

 ・ブース担当スタッフ以外に、他のスタッフが会場外で施設パンフレットを配布とブース案内を行った。 

・自社のHPで事前告知を行った 

・面談ブースは若いスタッフが担当し、施設長・相談員・ケアマネ等も参加し、側面からサポートを行った。 

・聞く姿勢（目線・相槌など）を意識し、来場者の話をしっかり聞くようにした。 

・来場者の目を引くように同じユニフォーム（ジャンパー・法被等）を着用し、事業所の統一感をだした。 

・若いスタッフにブース担当をしてもらう為、事前に面談のレクチャーなどを先輩が行った 

 

 

 

 

 

2.  面談をした際の手応え 

・面談は14名もの来場者とお話しでき、今後のアプローチを 6名も予定し、新たな出会いの場になった。 

 ・固くない雰囲気がとても良く企業側にとってもリラックスした姿勢で臨めました。 

 ・自分たちが喋るのではく学生等からの質問を中心に受けていました。 

 ・円形の配席であった為、普段の面談のように対面した形ではないので、かしこまった感じがなくリラックスして話せた。 

・面談に来て頂いた方と、面談後も顔を見るたびに話かける事で、笑顔が多くなり反応が変わっていくのを感じた。 

面談後、話かける事で親しみやすさがでると思うので、面談の時間を早めに取るといいと思う。 

3. 今後のＦＦＦへの期待 

・賞与時期になると退職するスタッフがいるため、5月と10月くらいに面談会を開催して頂けると嬉しい。 

・会場がもっと広い方が良かった。入れきれず、帰られる方もいたので１ブース 10人は欲しいと感じた。今回400人程の参加のようで

参加人数も多く有意義であった。告知を多くする事や学生と合同で行う事で、幅広い年齢層の方と話が出来たので今後も人が多く集

まるように告知や会場の拡張（駅地下）で行って欲しいと思います。 

・学生と近い距離感で話ができる機会や時間を共有する機会が少ないので、今後も交流の場として色々な企画を提案して頂けたらと

思います。 
【今回ご協力いただいた事業所】 

・敬愛園グループ  様  

・医療法人 日の出会 様 

・社会福祉法人 白熊会 様  他 

 

【参考資料】 


