
福祉の職場
魅力発見施設見学

高校生・資格取得見込者のための

どんな
働き方が
できるの　？

福祉の
職場って

どんな雰囲気
？

現場で働く
スタッフの声が
聞きたい　！

そう思ったあなたへ //

社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会
福祉人材センター
〒461-0011
名古屋市東区白壁一丁目50番地（愛知県社会福祉会館5階）
TEL：052-212-5519　FAX：052-212-5520

10～40名程度

お申込・お問い合わせ先

定　　員

愛知県内に所在する高等学校の生徒及び教員
福祉関係資格取得見込者（介護福祉士・社会福祉士・保育士・実務者研修 等）対　　象

参加費
無 料

実施日程

福祉の職場の　　　や　　　をたっぷりご紹介！仕事 魅力

1回あたり 終日または半日程度

見学施設

愛知県内の
高齢・障害・児童分野等の

社会福祉施設
1回あたり1～2施設

WEBサイト「福祉のお仕事」
http://www.fukushi-work.jp

求人情報の検索ができます。スマートフォンから検索可能です。

福祉のお仕事

（新型コロナウイルス感染の拡大予防に伴い、事業の延期や中止・事業内容が変更になる場合もあります。）



福祉の職場魅力発見  実施施設

参加した
感 想

　介護者が負担にならないよ
うに、移動用リフト等をうまく取
り入れていたので、介護職に対
する不安が減りました。

（初任者研修修了者）

　母が福祉の職場で働いてい
て、とても楽しそうにしていま
す。今回の見学でその気持ち
がわかったような気がします。

（高校2年生）

特別養護老人ホームを見学

　どこか冷たいような印象を
持っていましたが、実際に施設
を利用する方と働いている方と
のやり取りを見て、とてもあた
たかい場所だと気づきました。

（高校2年生）

グループホームを訪問

　私も小さくて誰かの力が必
要な弱いころがあったのだなと
振り返る機会となりました。子
どもたちの未来を温かく見守る
職員さんの姿を見て勇気をもら
いました。　　　（高校2年生）

　子どもが好きなので児童福
祉施設で働くのもいいなと思い
ました。　　　　 （高校2年生）

乳児院を見学

種別 エリア 市町村 法人名 施設名

高　　齢

名古屋市 緑区 （社福）英楽会 楓林花の里

名古屋市 南区 （社福）なごや福祉施設協会 なごやかハウス三条

名古屋市 昭和区 （社福）愛知育児院 南山の郷 / みなみやま

名古屋市 守山区 （社福）愛知玉葉会 第二尾張荘

名古屋市 千種区 （社福）葆光会 藤美苑

名古屋市 東区 （社福）サンライフ ジョイフル砂田橋 / ジョイフル千種

名古屋市 北区 （社福）愛生福祉会 鳩の丘

名古屋市 西区 （社福）長生福寿会 二方の郷

名古屋市 中区 （社福）九十九会 ユートピアつくも

名古屋市 瑞穂区 （社福）長寿会 シルバーピアみずほ

名古屋市 中川区 （社福）フラワー園 あんのん / ほっとはっと

名古屋市 天白区 （社福）八事福祉会 八事苑

名古屋市 名東区 （社福）ひまわり福祉会 杜の家

尾張 弥富市 （株）森津介護サービス グループホーム森津

尾張 長久手市 （社福）愛知たいようの杜 杜っと館 / ハモリー館

尾張 東浦町 （社福）愛光園 相生 / こぶし

尾張 一宮市 （社医）大雄会 アウン

尾張 一宮市 （社福）朝日福祉会 朝日荘

尾張 瀬戸市 （社福）ふたば福祉会 ウィローふたば

尾張 尾張旭市 （社福）旭会 アメニティあさひ

尾張 岩倉市 （社福）一期一会福祉会 岩倉一期一会荘

尾張 清須市 （社福）西春日井福祉会 平安の里

三河 豊橋市 （社福）さわらび会 福祉村

三河 岡崎市 （社福）岡崎福祉事業団 西部地域福祉センター

三河 豊田市 （医）豊和会 さなげ

三河 豊田市 （社福）みどりの里 豊水園

三河 豊田市 （社福）豊田市社会福祉協議会 豊寿園

三河 豊田市 （医）寿光会 豊田老人保健施設

三河 豊田市 （社福）旭会 アメニティ豊田駅前

三河 新城市 （社福）中部盲導犬協会 翠華の里

三河 新城市 （医）双樹会 サマリヤの丘

障　　害

名古屋市 港区 （社福）中部盲導犬協会 寛政町訓練センター

名古屋市 東区 （社福）名古屋東福祉協会 山吹ワーキングセンター明倫

名古屋市 中川区 （社福）名古屋ライトハウス 戸田川グリーンヴィレッジ

名古屋市 名東区 （社福）ひまわり福祉会 ひまわりの風

尾張 東浦町 （社福）愛光園 ひかりのさとファーム / 愛光園

尾張 扶桑町 （社福）ふそう福祉会 ベーカリーたんぽぽ

尾張 小牧市 （社福）あいち清光会 サンフレンド

尾張 瀬戸市 （社福）くわの実福祉会 まゆ / かいこ

尾張 高浜市 （社福）昭徳会 高浜安立

尾張 豊明市 （社福）豊明福祉会 メイツ

三河 豊田市 （医）豊和会 アーム / エポレ / ビブレ

三河 安城市 （社福）ポテト福祉会 ポテトハウス / ホームいずみ

三河 安城市 （社福）ぬくもり福祉会 ぬくもりの郷 /  ぬくもりワークス

児　　童

名古屋市 昭和区 （社福）愛知育児院 ルンビニー園

名古屋市 守山区 （社福）愛知玉葉会 玉葉会乳児院

尾張 東浦町 （社福）相和福祉会 トイ BOX / 風の色

尾張 津島市 （社福）愛燦会 あいさんテラス

尾張 日進市 （社福）中日新聞社会事業団 中日青葉学園

尾張 長久手市 （社福）名古屋文化福祉会 名古屋文化キンダーホルト

三河 豊橋市 （社福）豊橋市福祉事業会 豊橋ひかり乳児院

三河 豊田市 （社福）清心会 みずほこども園



令和３年度 高校生のための福祉の職場魅力発見事業実施要項 

 

１ 目 的 

福祉・介護分野における人材確保が喫緊の課題となっている現在、労働環境や給与水準等に対す

るマイナスイメージが広まり、福祉・介護分野への就職を敬遠する傾向があります。 

  そうした中で本会では、県内の高校生・教職員及び介護福祉士や社会福祉士などの資格取得見込

者を対象に、福祉・介護分野における職業の魅力を伝え、福祉職に対するイメージアップを図り、

将来の職業の選択肢の一つとして関心を持ってもらうことで福祉・介護分野へ進む人材の裾野を

中長期的・総合的に広げることを目的とし、社会福祉施設等の見学会を実施します。 

 

２ 主 催 

 愛知県、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター 

 

３ 対 象 

愛知県内の高等学校の生徒及び教職員 

 

４ 実施日程 

  １回あたり１日又は半日程度 

 

５ 定 員 

  １回あたり１０～４０名程度 

 

６ 実施内容 

中型バス等を利用（原則として、学校集合・学校解散）して、愛知県内の高齢・障害・児童分野

等の社会福祉施設を 1 回あたり１～２施設程訪問し、施設概要の説明を受けるとともに、職員の

働く姿を見学します。 

 

７ 実施方法 

  令和３年６月から令和４年２月までの期間で、希望日程を聴取し、希望日程に基づき受入可能施

設と実施日時を調整のうえ実施します。 

 

８ 参加方法 

  別紙の参加申込要領によります。 

   

９ 費用負担 

(1) 本事業の実施ための費用（バス借上料・燃料費・通行料・損害保険料等）は、社会福祉法人

愛知県社会福祉協議会が負担します。 

(2) 日程により昼食が必要な場合は、参加者が各自で持参してください。 

 

10 その他 

愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針を参酌し講ずるべき対策を実施し開催するこ

とにしておりますが、今後の状況により、形態を変更しての実施や、中止・延期・内容が変更にな

る場合もありますのでご了解ください。 

なお、参加にあたり参加者にお願いする事項等については、決定後お知らせいたします。 

 

11 事務取扱先 

  社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター  



令和３年度高校生のための福祉の職場魅力発見事業参加申込要項 

 

１ 訪問先 

愛知県内の社会福祉施設等 

（要望に応じて見学先を調整します。別紙チラシ裏の見学実施施設一覧をご参照ください。

新規も可。） 

 

２ 内 容 

(1) 施設概要の説明及び施設見学・体験等 

(2) 福祉の職場で働く職員の体験談や働く姿の見学等 

(詳細は訪問先により異なります。) 

 

３ 日程例 

時間は、参加者や見学先の都合により前後します。 

Ａ（平日午前・午後）/見学先２施設の場合 

１０時頃 １１時頃 
移動 

昼食 

１３時頃 １５時頃 

出発 
施設①見学・体験

概要説明・体験談 

施設②見学・体験

概要説明・体験談 
帰着・解散 

 Ｂ（平日午前）/見学先１施設の場合 

９時頃 １０時頃 
移動 

昼食 

１３時頃 
 

出発 
施設①見学・体験

概要説明・体験談 
帰着・解散 

  Ｃ（平日午後）/見学先１施設の場合 

１３時頃 １４時頃 １６時頃 
 

出発 
施設①見学・体験

概要説明・体験談 
帰着・解散 

 

４ 参加費 

無 料 

 

５ 申込等 

⑴  申込単位 

クラス、サークル、部活、学年等は問いません(引率教員を含む１０～４０名程度)。 

⑵ 申込方法 

別紙の参加申込書に必要事項を記入し、申込受付期間に、愛知県福祉人材センターあてに 

ファクシミリにてお申し込みください。 

⑵  申込受付期間 

令和３年７月３０日(金)までにお申し込みください。なお、予算の範囲内において随時受

け付けます。 

 

６ その他 

⑴ 当日の昼食は持参してください。 

⑵ 引率責任者が必ず帯同してください。 

⑶ 参加者は、主催者指定の傷害・賠償保険に加入します(費用は主催者が負担します。)。 



別紙 

  年  月  日 

→愛知県福祉人材センター 中野 行 

 送信先ＦＡＸ：０５２－２１２－５５２０ 

 申 込 期 間：令和３年７月３０日(金) 

（予算の範囲内において随時受け付けます。） 

 

 

令和３年度高校生のための福祉の職場魅力発見事業 

参加申込書 

団体名 

（学校名） 
 

連絡先 

所在地等 

〒    － 

 

 

TEL(    )    －     FAX(    )    － 

申込ご担当者氏名(                      ) 

参加人数 

(予定) 

生徒     名（   年生） 

（        科 コース 系列） 

引率者    名 

引率責任者 

職・氏名 
 

希望行程 Ａ(終日行程・2施設) ・Ｂ(午前行程・1施設) ・Ｃ(午後行程・1施設) 

見学希望日 

第 1希望 第 2希望 第 3希望 

令和  年  月  日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 

見学先 

希望種別 

順位 

高齢者福祉 障害者福祉 児童福祉 希望なし 

    

希望施設名 

(任意)  
    

※施設との連絡 している していない している していない している していない している していない 

※具体的な希望施設があり、この申込前に施設と日程等の連絡をしている場合は「している」

に○をつけてください。 

 



令和３年度資格取得見込者のための福祉の職場魅力発見事業実施要綱 

 

１ 目 的 

福祉・介護分野における人材確保が喫緊の課題となっている現在、労働環境や給与水準等に対

するマイナスイメージが広まり、福祉・介護分野への就職を敬遠する傾向があります。 

  そうした中で本会では、介護福祉士や社会福祉士などの資格取得見込者で、これから就職する

方々を対象に、福祉・介護分野における職業の魅力を伝え、福祉職に対するイメージアップを図

り、将来の職業の選択肢の一つとして関心を持ってもらうことを目的に、社会福祉施設等の見学

を実施し、福祉・介護分野へ進む人材の裾野を中長期的・総合的に広げるものです。 

 

２ 主 催 

 愛知県、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター 

 

３ 対 象 

 福祉関係資格取得見込者（介護福祉士・社会福祉士・保育士等） 

 

４ 実施日程 

  １回あたり１日又は半日程度 

 

５ 定 員 

  １回あたり１０～４０名程度 

 

６ 実施内容 

中型バス等を利用して、愛知県内の高齢・障害・児童分野等の社会福祉施設を 1 回あたり１～

２施設程訪問し、施設概要の説明を受けるとともに、職員の働く姿を見学します。 

 

７ 実施方法 

  令和３年６月から令和４年２月までの期間で、希望日程を聴取し、希望日程に基づき受入可能

施設と実施日時を調整のうえ実施します。 

 

８ 参加方法 

  別紙の参加申込要領によります。 

   

９ 費用負担 

(1) 本事業の実施ための費用（バス借上料・燃料費・通行料・損害保険料等）は、社会福祉法人

愛知県社会福祉協議会が負担します。 

(1) 日程により昼食が必要な場合は、参加者が各自で持参してください。 

 

10 その他 

愛知県新型コロナウイルス感染拡大防止対策指針を参酌し講ずるべき対策を実施し開催する

ことにしておりますが、今後の状況により、形態を変更しての実施、中止・延期・内容が変更に

なる場合もありますのでご了解ください。 

  なお、参加にあたり参加者にお願いする事項等については、決定通知に併せてお知らせいたします。 

 

11 事務取扱先 

  社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター 

  



令和３年度資格取得見込者のための福祉の職場魅力発見事業参加申込要領 

 

１ 訪問先 

愛知県内の社会福祉施設等 

（要望に応じて見学先を調整します。別紙チラシ裏の見学実施施設一覧をご参照ください。

新規も可。） 

 

２ 内 容 

(1)  施設概要の説明及び施設見学・体験等 

(2) 福祉の職場で働く職員の体験談や働く姿の見学等 

(詳細は訪問先により異なります。) 

 

３ 日程例 

  時間は、参加者や見学先の都合により前後します。 

 Ａ（平日午前・午後）/見学先２施設の場合 

１０時頃 １１時頃 
移動 

昼食 

１３時頃 １５時頃 

出発 
施設①見学・体験

概要説明・体験談 

施設②見学・体験

概要説明・体験談 
帰着・解散 

 Ｂ（平日午前）/見学先１施設の場合 

９時頃 １０時頃 
移動 

昼食 

１３時頃 
 

出発 
施設①見学・体験

概要説明・体験談 
帰着・解散 

  Ｃ（平日午後）/見学先１施設の場合 

１３時頃 １４時頃 １６時頃 
 

出発 
施設①見学・体験

概要説明・体験談 
帰着・解散 

 

４ 参加費 

 無 料 

 

５ 申込等 

別紙の参加申込書に必要事項を記入し、令和３年７月３０日(金)までに愛知県福祉人材セ

ンターあてにファクシミリにてお申し込みください。なお、予算の範囲内において随時受け

付けます。 

  

６ その他 

⑴ 当日の昼食は持参してください。 

⑵ 参加者は、主催者指定の傷害・賠償保険に加入します（費用は主催者が負担します。）。 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

  年  月  日 

→愛知県福祉人材センター 中野 行 

 送信先ＦＡＸ：０５２－２１２－５５２０ 

 申 込 期 間：令和３年７月３０日(金) 

（予算の範囲内において随時受け付けます。） 

 

 

令和３年度資格取得見込者のための福祉の職場魅力発見事業 

参加申込書 

団体名  

連絡先 

所在地等 

〒    － 

 

 

TEL(    )    －     FAX(    )    － 

申込ご担当者氏名(                      ) 

参加人数 

(予定) 
名(同行予定者含む) 

同行予定者 

職・氏名 
 

希望行程 Ａ(終日行程・2施設) ・ Ｂ(午前行程・1施設) ・ Ｃ(午後行程・1施設) 

見学希望日 

第 1希望 第 2希望 第 3希望 

令和  年  月  日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 

見学先 

希望種別 

順位 

高齢者福祉 障害者福祉 児童福祉 希望なし 

    

希望施設名 

(任意) 
    

※見学先の種別は、ご希望に添えない場合があります。 


