
 

※本要項には、応募に関する諸事項が書かれています。お申込み前に、必ずご確認ください。	 

	 

１．	 本フェアのポイント	 

■地元や地域で働きたい、福祉系の大学生が集まります！	 

地元で働きたい（U ターン）、地方で働きたい（I,J ターン）、地域を選ばず興味のある法人で働き

たい学生が集まります。また、福祉系大学（福祉大学、福祉学部学科のある大学）へ積極的に広報

をし、即戦力となる福祉系大学生が集まります。	 

	 

■特設 WEB サイトで積極的な情報発信を行います！	 

本フェアの特設 WEB サイトを OPEN します。出展企業の情報を掲載、また、希望者には求人記事も

作成し、WEB サイト上で積極的に情報発信をすることで、フェア当日に来られない学生にも出展法

人の情報をご紹介します。	 

	 

■フェア後も学生との接点を作ります！	 

県外で働きたい学生にとって、選考のための交通費はかなり負担が大きくなります。	 

フェア翌日の９時〜１７時で、日本財団の会議室を借りていますので、無料で個別面談などの選考

会をセッティングすることができます。個別面談があることは、フェアの特設 WEB サイト上でもア

ピールし、学生を誘導します。	 

また、フェアに来た学生のデータベースを弊社で管理し、フェア後も適宜、出展法人に興味のある

学生をご紹介します。	 

	 

	 

２．	 参加対象法人について	 

■下記の条件を満たす法人が参加対象となります。	 

２０１５年度	 全国 FUKUSHI 就職フェア in	 FUKUSHI しごと市	 
出展法人募集要項	 

□社会福祉事業を運営する法人（下記のいづれかに該当）	 

（１）社会福祉事業	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （２）介護保険事業	 	 

（３）障害者総合支援法に基づく事業	 	 	 	 	 （４）地方自治体独自施策による福祉事業	 

（５）その他社会福祉を目的とする事業	 

□本事業の円滑な運営にご協力いただける法人（下記すべてに該当）	 

（１）メールでの円滑な連絡が可能	 	 	 	 	 	 （２）スケジュールの厳守	 

（３）事前説明資料の拝読	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （４）事業の成果確認へのご協力	 

□情報発信にご協力いただける法人（下記すべてに該当）	 

（１）自社の WEB サイトを持っている	 	 	 	 	 （２）SNS での情報発信へのご協力	 

□本フェアの採用担当責任者として、２０代〜３０代の職員を充てることができる法人	 

※各出展法人におかれましては本フェアの採用担当責任者（企画責任者）を置いていただくこと

と思いますが、その際には２０代〜３０代の職員を充てていただきますようお願い致します。	 



 

	 	 

３．	 募集定員について	 

■３０法人（予定）	 

■本就職フェアでは、全国から出展法人が集まるため、エリアごとでの配置を考えています。そのた

め、あらかじめ、出展を希望されるエリアをお選びいただきます。下記のエリアからお選びください。	 

各エリア３法人程度の出展を予定しております。尚、採用エリアが複数にまたがる場合は出展ができ

ませんのでご了承ください。	 

※一旦お選びいただいたエリアにつきましては、変更ができませんのでご注意ください。	 

	 

４．	 申し込み期限について	 

５．	 申し込み方法について	 

■お申し込みは、基本的に１法人１ブースです。	 

■指定の WEB サイトから、申込書をダウンロードいただき、必要事項を記入後、お申込みください。	 

	 	 URL：http://f2f.or.jp/archives/435	 
■申し込み先：fair-apply@f2f.or.jp にメールにてお申込みください。	 

■お申込みいただいた法人から順次審査を行い、出展の可否をご連絡いたします。	 

	 

６．	 申し込みのキャンセルについて	 

■出展法人からの出展取り消し、解約は、弊社においてこれを了承しない限り認めません。	 

■弊社が出展の取り消しを了承した場合にも、出展法人は下記キャンセル料を支払いいただきます。	 

・開催日から起算して６１日前まで	 	 	 	 	 	 	 ＝出展料の１０％	 

・開催日から起算して６０日前から３１日前まで	 ＝出展料の３０％	 

・開催日から起算して３０日前まで１５日前まで	 ＝出展料の６０％	 

・開催日から起算して１４日前から開催日まで	 	 ＝出展料の１００％ 

□北海道エリア	 北海道	 

□東北エリア	 	 青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島	 

□関東エリア	 	 群馬、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川	 

□中部エリア	 	 山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重	 

□北陸エリア	 	 新潟、富山、石川、福井	 

□近畿エリア	 	 滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫	 

□中国エリア	 	 岡山、広島、鳥取、島根、山口	 

□四国エリア	 	 香川、徳島、愛媛、高知	 

□九州エリア	 	 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島	 

□沖縄エリア	 	 沖縄	 

◎申し込み期間	 ご案内日〜２０１５年５月３１日（日）１７：００まで	 

	 （若干の空きがございますので、ご興味のある方はお問い合わせください。）	 

	 →先着順で順次審査を行い、出展法人を決定いたします。	 

	 →定員を超えるお申込みがあった場合は、キャンセル待ちといたします。	 



 

７．	 参画費用について	 

①	 出展料	 １５万円（税別）	 

出展料に含まれるブース出展は下記の通りです。	 

出展法人の基本情報は WEB サイトに掲載し、フェアに来られない学生にも求人情報を届けること

ができます。	 

ブースイメージ・備品	 

１ブースは次の通りです。	 

①	 机（幅 1.8m×奥行 0.90m×１台）	 

②	 椅子（背もたれあり。６脚）	 

③	 三角看板（１辺 0.6m の三角×高さ 1.8m。1 面はこちらでデザインし、残り 2 面は自由に装飾可）	 

※椅子は予備で丸いすを用意しております。追加の椅子が必要な場合は、そちらをお使いください。	 

※机のサイズ、看板のサイズは変更になる場合がございます。	 

（注意事項）	 

・	 フェア当日は、１１：００頃からブースの準備が可能です。	 

・	 各ブースに電源はございませんのであらかじめご了承ください。	 

・	 会場レイアウトの都合上、通路にものを置くことはできないため、スクリーン、看板・のぼり等

の通路に置く PR グッズの設置もお控えください。	 

・	 各ブースにございます、机、椅子、三角看板はご自由に装飾ください。	 

・	 フェア当日は必ず１３：００〜１８：００までブースに残るようにしてください。途中参加、途

中退席はできませんので、あらかじめご了承ください。	 

・	 ブースを離れての勧誘はご遠慮ください。求職者の誘導は、事務局スタッフが行います。	 

	 

	 	 



 

	 

②	 求人記事作成	 １０万円（税別）＋ライター交通費（大阪駅からの往復実費分）	 

本フェアのイベント特設サイトに求人記事を掲載します。	 

ライターが掲載を希望する法人に訪問し、取材および写真撮影を行い、求人記事を作成します。

求人記事を作成し、注目してもらうことで、フェア当日の注目度が高まります。また、フェアに

来られない学生にも求人情報を届けることができます。	 

記事の掲載期間は掲載日より２０１６年３月末日までです。	 

５社限定で記事を作成いたしますので、お早めにお申込みください。	 

	 

【求人記事イメージ】	 

	 

※費用のお支払いにつきましては、２０１５年６月中旬を目処に、請求書を郵送いたします。	 

	 	 

プロのライター・カメラマンが出展法人を

訪問し、経営者や職員、支援現場の取材を

行います。	 

取材内容をもとに、会社の理念、経営者・

職員の想い、仕事内容、職場の特徴、求め

る人物像を求人記事にします。	 

求人記事は、フェア当日の注目度を高める

他、フェア終了後も記事は残りますので、

リンクを張って頂く等をすることで、今後

の採用活動の素材としてご活用いただけ

ます。（但し、記事の転載はできませんの

であらかじめご了承ください。）	 

	 

２０１４年度に開催した福祉就職フェア

での求人記事もございますのでそちらも

ご参照ください。	 

▶http://hellolife.jp/special/fukushi	 

（※ハローライフ WEB サイト）	 

但し、本年度は弊社の WEB サイト内で求人

記事を掲載するため、レイアウト等は多少

変更になります。	 



 

	 

８．	 フェア翌日の個別面談会について	 

全国 FUKUSHI 就職フェアの初回特典として、フェア翌日の８月３日（月）に、日本財団の会議室を

出展法人様に無料でお貸しいたします。	 

東京でフェアへの出展だけでなく個別の会社説明や選考をしたい法人の方はぜひ、ご活用ください。	 

尚、会議室の利用に関しては先着順となりますので、出展をご検討されている方はお早めにお申込

みくだい。	 

	 

会議室利用時間	 

８月３日（月）のうち、	 

各法人１２０分（準備、片付けを含む）無料でお貸しいたします。	 

①	 	 ９：３０〜１１：３０	 

②	 １２：３０〜１４：３０	 

③	 １５：００〜１７：００	 

の時間からご希望のお時間をお選びください	 

各時間、同時に１０団体ご利用いただけます。	 

会議室備品	 

会議室には以下の備品がございます。	 

①	 長机	 ２本	 

②	 椅子	 ２０脚	 

※スクリーン、プロジェクターの貸出（有料：5,000 円）もございます。	 

使用会議室	 

会議室の大きさは、５ｍ×７ｍ程度でございます。会議室の割り当ては弊社で行

います。下記に示す、会場①か②のいずれかになります。	 

	 

会場①	 

５ｍ×７ｍ程度の部屋。	 

各部屋の壁は、パーテーションで仕切

られています。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

会場②	 

大会議室を柱ごとにパーテーション

（高さ 180cm 程度）で区切って使用し

ます。	 

パーテーションで区切った会議室の

大きさは５ｍ×７ｍ程度です。	 



 

９．	 本フェア前日の福祉人材戦略フォーラムについて	 

本フェアの前日（8 月 1 日（土）13 時〜＠日本財団）には、福祉人材戦略フォーラムが開催されま

す。	 

講師をお招きし、福祉人材確保に関して、全国の福祉人材担当の方と一緒に考えるフォーラムとな

っております。	 

本フェアに出展をされる方には、2 名様まで参加費無料（通常の参加費 2,000 円。但し交流会に参

加される場合は、別途 3,000 円（予定）要）でご招待いたしますので、ぜひ参加をご検討ください。	 

	 

１０．	 出展規約	 

その他の出展規約に関しては、「出展規約」をご確認ください。	 

	 

１１．	 事務局	 

一般社団法人 FACE	 to	 FUKUSHI（担当：岩本、池谷）	 

〒530-0001	 大阪府大阪市北区梅田１−３−１大阪駅前第一ビル６階１０３号室	 

TEL：06−4799−0108	 FAX：06−4799−0107	 MAIL：fair@f2f.or.jp	 

WEB：http://f2f.or.jp	 

本フェア特設サイト：http://f2f.or.jp/fair2015/	 

	 

	 

	 


