
「保育所就職支援フェアあいち 2017」 実施要領 

 

 

１ 目 的 

保育の仕事に就労を希望する一般の方及び学生の就職活動を支援するために、求人情報の提供、保

育職場の人事担当者との個別面談会、保育に関する相談会等の機会を提供するとともに、保育職場に

おける人材の確保を目的として開催するものです。 

２ 主 催 

愛知県 

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 愛知県保育士・保育所支援センター 

３ 共 催 

愛知労働局 

一般社団法人愛知県私立保育園連盟 

公益社団法人名古屋民間保育園連盟 

４ 後 援 

刈谷市 

５ 開催日時及び会場 

日時：平成 29年 9月 10日(日) 午後 1時から午後 4時(求職者受付は午後 3時 45分まで) 

会場：刈谷市若松町 2丁目 104番地 刈谷市総合文化センター 4、5階会議室 

６ 実施内容 

(1) 職場説明会 

職員採用を予定する保育所の人事担当者と直接面談を行う個別面談コーナーを設けます。 

(2) 就職相談会 

愛知県保育士・保育所支援センター、ハローワーク、愛知県私立保育園連盟、名古屋民間保育園連

盟の相談員等による、総合的な就職相談と求職登録等を行う保育の仕事相談コーナーを設けます。 

７ 参加対象者と参加方法等 

＜求職者等＞ 

(1) 対  象  保育職場に就職希望の者及び保育の仕事に関心のある方 

(2) 入 場 料  無料 

(3) 参加方法  入退場自由 

＜求人事業所等＞ 

(1) 対  象  現在職員を募集している、又は平成 30年度以降に職員の採用予定のある公私立保育所 

(2) 参 加 費  無料 

(3) 参加方法  指定様式による事前の参加申込及び参加決定通知が必要です。 

(4) 申 込 先  愛知県保育士・保育所支援センター 

８ 出展ブース予定数 

50ブース(法人又は団体で 1ブースとします。) 

９ その他 

求人保育所等の出展参加申込については、詳細を別に定めます。 

 



出展参加申込書・求人情報の記入上の注意事項 

(申込者は必読) 

 

 

 

1 出展参加申込書の作成等に関すること 

(1) 出展参加申込書の作成は、別添「記入例」を参考として記入漏れの無いように、十分注意し

て作成してください。 

(2) ひとつの職種（保育士、看護師、調理士）、雇用形態(正職員・常勤・非常勤パート)毎に作成

してください。（複数職種や異なる雇用形態の求人を１票にまとめて書かないこと） 

(3) 申込、求人内容の照会等に必要ですので、必ず FAX 番号を記入してください。 

(4) 様式が不足する場合は、各自複製してください。また、愛知県保育士・保育所支援センター

のホームページから、様式をダウンロードすることもできます。 

(5) 来場者へ配布する資料は、本申込書を基に作成します。 

(6) 提出いただいた求人情報は、本会無料職業紹介所に閲覧用として配架します。 

(7) 申込法人等は、原則として、インターネットサイト「福祉のお仕事」により保育所の求人を

登録してください。 

URL https://www1.fukushi-work.jp/cool/kyujin/ 

 

2 その他 

(1) 会場の面積により、出展参加法人(ブース)数を限定しています。申込が予定数を超過した場

合は、申込順、所在地等の状況を鑑み、開催事務局において出展を調整させていただきます

のでご了承ください。 

(2) 準備の都合上、提出期限は厳守とさせていただき、提出期限後の受付はいたしませんので、

ご承知ください。 

(3) 出展決定後のキャンセルは固くお断りします。 

(4) 申込書は、愛知県保育士・保育所支援センターの開催事務局あて、必ず郵送、または持参に

てご提出ください。 

(5) 出展決定後の参加法人名・保育所名は、求職者等へ周知するため、愛知県社会福祉協議会及

び愛知県保育士・保育所支援センターのホームページへ掲載し公表します。 

 

 

[保育所就職支援フェアあいち 2017 出展参加に関する問合せ・申込先] 

（開催事務局） 

愛知県保育士・保育所支援センター  

〒461-0011 名古屋市東区白壁 1-50  TEL(052)212-5519 

 

[無料職業紹介所、求人内容に関する問い合わせ先] 

愛知県福祉人材センター無料職業紹介所 TEL(052)212-5519 

 



申込書（ 　　）枚中の（　 　）枚

[この求人による採用者が従事する保育所名、所在地等]

法人又は
自治体名

　保育所名

　所 在 地 　所 在 地

　Ｔ　Ｅ　Ｌ 　Ｔ　Ｅ　Ｌ

  Ｆ　Ａ　Ｘ   Ｆ　Ａ　Ｘ

[職種・募集人数等]

　職種（１つのみ）  雇用開始日

 雇 用 形 態

[賃金・手当等]

[勤務体制・社会保険等]

勤務時間 社会保険

週労働時間 時間 時間外勤務 時間/週 休憩時間 分 週勤務日数 日 休日体制 　　  週　　休

[応募方法・選考方法等]

応募方法 募集期間 　□　随時 □指定（　　年　月　日～　月　日）

 ＴＥＬ番号

 ＦＡＸ番号

　注　１　この申込書は、１つの職種・１つの雇用形態毎に必ず１枚ずつ作成してください。

この求人に関する照会・応募先
出展担当者名

　　□労災　　　□雇用　　　□健康

　　□厚生年金　　　　 □退職共済

　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　～

　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　～

　　　 ２　この申込書は、愛知県保育士・保育所支援センター事務局へ郵送、又は持参による期日必着のもののみ
            受付けます。

採用担当者名

　募集人数

　※　各出展ブースにおいて説明対応

　　　 ３　この申込による出展参加を決定した法人名・保育所名は、愛知県社会福祉協議会及び愛知県保育士・保
            育所支援センターのホームページへ掲載し公表しますので、ご承知ください。

□随時　　□その他（　　　年　月　日から）

□正規　　　□常勤　　　□非常勤・パート

出　　展　　参　　加　　申　　込　　書

　

「保育所就職支援フェアあいち ２０１７」



申込書（　２　）枚中の（　１　）枚

[この求人による採用者が従事する保育所名、所在地等]

法人又は
自治体名

　保育所名

　所 在 地 　所 在 地

　Ｔ　Ｅ　Ｌ 　Ｔ　Ｅ　Ｌ

  Ｆ　Ａ　Ｘ   Ｆ　Ａ　Ｘ

[職種・募集人数等]

　職種（１つのみ）  雇用開始日

 雇 用 形 態

[賃金・手当等]

[勤務体制・社会保険等]

勤務時間 社会保険

週労働時間 40 時間 時間外勤務 1～2 時間/週 休憩時間 60 分 週勤務日数 5 日 休日体制 　　4 週　8 休

[応募方法・選考方法等]

応募方法 募集期間 　■　随時

 ＴＥＬ番号

 ＦＡＸ番号

　注　１　この申込書は、１つの職種・１つの雇用形態毎に必ず１枚ずつ作成してください。

　同　左

　○○○－○○○－○○○○

２　人 　■正規　　　□常勤　　　□非常勤・パート

　　　 ３　この申込による出展参加を決定した法人名・保育所名は、愛知県社会福祉協議会及び愛知県保育士・保
           育所支援センターのホームページへ掲載し公表しますので、ご承知ください。

「保育所就職支援フェアあいち ２０１７」
出　　展　　参 　加 　申 　込 　書

　社会福祉法人　ほいく福祉会 　○　○　保育園

　名古屋市中区丸の内２丁目４番７号

○　○　○　○

○○○－○○○－○○○○ 出展担当者名 ○　○　○　○

　○○○－○○○－○○○○

　○○○－○○○－○○○○ 　○○○－○○○－○○○○

　保育士 　■随時　　■その他（　28年　4月　1日から）

　募集人数

　※　各出展ブースにおいて説明対応

　　   8:00　　～　　17:30　　　　　 　～

　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　～

　　 ■労災　　　■雇用　　　■健康

　　 ■厚生年金　　　　 □退職共済

　　　 ２　この申込書は、愛知県保育士・保育所支援センター事務局へ郵送，又は持参による期日必着のもののみ
            受付けます。

まずはお電話ください。履歴書、資格証明書→　面接 ■　指定（　28年　4月　1日～　月　日）

この求人に関する照会・応募先

○○○－○○○－○○○○ 採用担当者名

記入例


