
事 務 連 絡  

平成２７年８月１９日  

 

 

関係団体・機関のご担当者 様 

 

兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課 

 

ひょうご福祉・介護のしごと魅力発見キャンペーン 2015 について 

 

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、将来にわたって、福祉人材を安定的に確保するためには、福祉・介護サービス

の周知・理解の促進とともに、その社会的評価の向上が必要です。 

そこで、県では福祉・介護のしごとの魅力を県民に感じていただき、これからの担い

手となっていただくため、11 月 11 日（いい日、いい日）の「介護の日」を中心に、平

成 27 年 10 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までキャンペーンを展開します。 

つきましては、キャンペーン期間中に開催するイベント等について、別紙様式により

ご回答いただきますようお願いいたします（ご回答いただいたイベント等は県ＨＰなど

で広報する予定です）。 

 

記 

 

１ 回答期限   平成 27 年９月 10 日（木）【必着】 

         ※該当がない場合もその旨ご連絡ください。 

２ 注意事項 

 (1) 上記期限までにできる限り事業内容を確定させてください（行事名称、開催日、

開催時間、開催場所、行事内容、参加条件及び問い合わせ先に｢未定｣、｢予定｣、｢仮｣

の項目がないようにしてください）。 

 (2) ｢日時･場所｣欄には、会場の住所までご記入ください。 

 (3) ｢参加｣欄には、申込の要否、参加費等の参加条件を記載してください。 

 (4) ｢問い合わせ先｣欄は、行事に係るホームページがある場合、アドレスを記載してくだ

さい。 

 (5) 対象となる行事は、一般の方が参加可能な行事とし、県委託の有無に関わらず記

載してください。 

 

回答・問い合わせ先 

兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課 

福祉基盤推進班 西川 

〒650－8567（※この番号を使用すると住所の記載は不要です。） 

神戸市中央区下山手通 5－10－1 

TEL 078－362－3185（直通） 

FAX 078－362－4264 

e-mail hikari_nishikawa@pref.hyogo.lg.jp 



（参考）ひょうご福祉・介護のしごと魅力発見キャンペーン2014のイベント一覧 平成26年9月10日現在

イベントの名称 日時・場所 内　　　容 参　加 問い合わせ先

たじま荘４０周年記念講
演オープンセミナー
「認知症の治療・最前
線」

10月4日（土）14:00～16:00
特別養護老人ホーム　たじま荘
（豊岡市日高町十戸455)

●高石医院・認知症疾患センター
　医師　高石俊一氏による最新の認知症に
　関する講演

事前参加申込要
当日入場もOK

無料

社会福祉法人兵庫県
社会福祉事業団
たじま荘
TEL:0796-44-1730

社会福祉士によるまちか
ど福祉、介護無料相談
会・活動展示会★

①10月4日（土）10:00～17:00
　兵庫県立丹波年輪の里
（丹波市柏原町田路102－3）
②10月12日(日)  10:00～14:00
　やまて会館（洲本市総合福祉会館）
（洲本市山手2丁目2-26）
③10月13日（月･祝）13:00～17:00
　豊岡市民プラザ（JR豊岡駅前ｱｲﾃｨ7階）
（豊岡市大手町4−5）
④11月1日(土) 10:00～16:00
　ハーバーランドJR神戸駅前
（地下街サンポルタ広場）
⑤11月3日(月) 9:00～15:00
　姫路城大手前公園
⑥11月22日（土）10:00～15:00
　アスピア明石
（明石市東仲ノ町6−1）
⑦12月7日（日）10:00～16：00
　西宮市総合福祉センター
（西宮市染殿町8−17）

●社会福祉士による無料相談会
●チラシ配布
●パネル展示
①アートクラフトフェアへの出展
②ふれ愛まつり2014への出展
③豊岡市認知症フォーラムへの出展
⑤ひめじ福祉まつりへの出展
⑦「輪イ輪イひろば」への出展

当日参加OK
無料

一般社団法人
兵庫県社会福祉士会
TEL：078-265-1330

介護体験セミナー
10月8日（水）13：30～16：00
ハローワーク神戸5Ｆ会議室
（神戸市中央区相生町1-3-1）

●講師による介護の仕事・資格についての説
明
●介護装具を使った疑似体験

事前申込要
無料

ハローワーク神戸
福祉人材コーナー
TEL:078-362-4602
http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.m
hlw.go.jp/

セーフティードライビン
グフェスタ2014

10月13日(月・祝) 12:00～16:00
自立生活訓練センター自動車運転練習場
（神戸市西区曙町1070）

●車いす利用プロレーサーによる安全運転
　トークショウ
●福祉車両展示
●新機能装置をつけた車両の試乗体験
●自動車運転競技大会

当日入場OK
（競技について
は身障者のみの
参加で要エント

リー）

無料

社会福祉法人兵庫県社
会福祉事業団総合リハ
ビリテーションセン
ター障害者支援施設自
立生活訓練センター
TEL:078-927-2727（内
線3602）

介護・看護の就職相談
（面接）会

①10月15日（水）13：30～15：30
　　（受付終了15：00）
②12月17日（水）13：30～15：30
　　（受付終了15：00）
　※会場は2日間とも共通
ハローワーク神戸5Ｆ会議室
（神戸市中央区相生町1-3-1）

●求職者と求人事業所との就職相談・面接会
当日参加ＯＫ

無料

ハローワーク神戸
福祉人材コーナー
TEL:078-362-4602
http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.m
hlw.go.jp/

福祉の就職説明会
AUTUMN in HYOGO★

①10月23日(木) 12:30～15:30
　尼崎市総合文化ｾﾝﾀｰ ｱﾙｶｲｯｸﾎｰﾙ・ｵｸﾄ
　(尼崎市昭和通2-7-16)
②10月31日(金) 13:00～16:00
　明石市立産業交流センター 展示場
　（明石市大久保町ゆりのき通1-4-7）
③11月9日(日) 13:00～16:00
　姫路商工会議所 展示室
　（姫路市下寺町43）

●求職者と求人事業所の合同就職面談会
●採用予定情報誌の提供
●福祉の仕事相談コーナー
●求職登録コーナー

求職者等:
当日参加OK

無料

社会福祉法人兵庫県
社会福祉協議会
福祉人材センター
TEL:078-271-3881
http://www.hyogo-
wel.or.jp/work/inde
x.php

オレンジリボン
キャンペーンinひょうご

10月25日（土）・26日（日）
10:00～15:00
関西福祉大学（学祭内）
 (兵庫県赤穂市新田380-3）
＊スクールバス運行有

●パネルコーナー
　・児童虐待に関する資料の展示
　・施設紹介
　・ＤＶＤ上映
●親子のふれあい
　・制作活動 ＜ 予定　＞

自由観覧

兵庫県児童養護連絡協
議会事務局
TEL：078‐855‐5915
FAX：078‐855‐5916
泉心学園
TEL：0791‐52‐0168

第９回五色精光園祭
10月26日(日)  10:30～14:30
障害者支援施設　五色精光園　成人寮
（洲本市五色町広石北847)

●地域ボランテアアトラクション
●利用者・職員有志アトラクション
●防災備蓄非常食の試食コーナー
●各事業所パネル展示
●各作業所生産品バザー
●保護者会不用品リサイクルバザー

当日参加OK

無料

社会福祉法人兵庫県社
会福祉事業団
五色精光園
TEL:0799-35-0231

11月3日（月・祝）
10：00～16：00
神戸市立フルーツフラワーパーク
（神戸市北区大沢町大沢2150）

Fの会収穫祭
●障害者支援施設による模擬店・バザー

11月22日（土）
13：00～16：00
芦屋市保健福祉センター 多目的ホール
（芦屋市呉川町14番9号）

基調講演『発達障がい者の理解のために』
講師　佛教大学　准教授　堀家由妃代先生に
よる発達障がい児者についてお話

兵庫県社会福祉事業団設
立５０周年記念
清水が丘学園祭

11月3日（祝・月）10:00～15:00
兵庫県立清水が丘学園 内
（明石市魚住町清水2744）

●アトラクション
●バザー
●各種模擬店

当日参加OK
無料

兵庫県立清水が丘学
園
TEL：078-943-0501

ハローワーク姫路
介護就職デイ（就職面接
会）

11月5日(水）　13:30～15:30
姫路公共職業安定所　本庁舎大会議室
（姫路市北条字中道250）

●求職者と求人事業所との合同就職面接会
当日参加OK

無料

ハローワーク姫路
福祉人材コーナー
079-222-4431
http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.m
hlw.go.jp/

収穫祭行事と障害を理解する
講演会★

当日参加OK
無料

一般社団法人
兵庫県知的障害者施設
協会
TEL：078-862-6026



（参考）ひょうご福祉・介護のしごと魅力発見キャンペーン2014のイベント一覧 平成26年9月10日現在

イベントの名称 日時・場所 内　　　容 参　加 問い合わせ先

神戸地域介護就職デイ
（就職面接会）

11月6日（木）13：30～16：00
　　（受付終了15：30）
クリスタルタワー3Ｆクリスタルホール
（神戸市中央区東川崎町1-1-3）

●求職者と求人事業所との合同就職面接会

●介護・看護の仕事相談コーナー

当日参加OK
無料

ハローワーク神戸
福祉人材コーナー
TEL:078-362-4602
http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.m
hlw.go.jp/

県民公開講座
｢介護におけるストレスケ
ア」

11月8日（土）10：00～11：30
受付　9：30～
兵庫県福祉センター1F　多目的ホール
(神戸市中央区坂口通2-1-1）

●講演｢介護におけるストレスケア」
　講師：神戸女子大学健康福祉学部
　　　　教授　泉 妙子 氏

参加無料
事前申込要
当日参加OK

一般社団法人
兵庫県介護福祉士会
事務局
TEL:078-242-7011
http://care-
net.biz/28/haccw/

第4回C-1グランプリ
事例コンテスト

11月8日（土）　13：00～16：30
受付　12：30～
兵庫県福祉センター1F　多目的ホール
(神戸市中央区坂口通2-1-1）

●介護をもっと楽しもう！
介護の現場で働く介護職の日ごろの取り組み
事例を発表するイベント
発表テーマ「利用者さんと介護職員が笑顔に
なった事例」

応募事例
受付終了
観覧無料

事前申込要
当日入場OK

一般社団法人
兵庫県介護福祉士会
事務局
TEL078-242-7011
http://care-
net.biz/28/haccw/

看護フェア

11月9日(日) 10：30～15：30
兵庫県看護協会会館
（神戸市中央区下山手通5-6-24）

イベントテーマ「防災／減災を考えよう」
●講演「災害に強い地域づくり」
●一日まちの保健室
●医療職能団体による、測定と相談
●看護専門職による相談コーナー
●介護及び防災に関する展示

当日参加OK
無料

公益社団法人
兵庫県看護協会
TEL:078-341-0190
http//www.hna.or.jp

介護の日シンポジウム★
11月10日（月）13：00～17：15
兵庫県農業会館11Ｆ大ホール
（神戸市中央区海岸通1）

●講演①「地域包括ケアシステムってなに？
　～住み慣れた地域で在宅生活を送るために
　～」
　淑徳大学　総合福祉学部社会福祉学科教授
　結城康博氏
●講演②「平穏死のすすめ　～人生最期の迎
　え方を考える時～」
　特別養護老人ホーム芦花ホーム　常勤医師
　石飛幸三氏

要事前申込
無料

一般社団法人兵庫県
老人福祉事業協会
TEL:078-291-6822
http://www.hyogo-
kenroukyo.jp

ハローワーク柏原
介護就職ディ（就職面接
会）

11月11日（火）9：00～16：30
柏原公共職業安定所　3階会議室
（丹波市柏原町柏原字八之坪1569）

●求職者と求人事業所との合同就職面接会
当日参加OK

無料

ハローワーク柏原
職業相談部門
TEL：0795-72-1070
http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.m
hlw.go.jp/

洲本市五色健康福祉総合
センター　第５回　地域
交流セミナー

11月16日（日）13:30～16:00
（受付13:00～）
ウエルネスパーク五色　研修室
（洲本市五色町都志1087）

●テーマ（いつまでも「住みつづけたい」「守って
いきたい」そんなまちをつくろう！）
介護保険制度の説明や講演会により「高齢化社会を
生きる」について考える。

事前申込要
無料

洲本市五色健康福祉
総合センター
TEL：0799-33-0503

三田地域介護・福祉フェ
ア(三田地域合同就職面接
会同時開催)

11月19日(水)13:00～15：30
三田市まちづくり協働センター
キッピーモール６Ｆ　多目的ホール
（三田市駅前町2番1号）

●介護セミナー
●介護装具を使った疑似体験

当日参加OK
無料

ハローワーク三田
TEL:079-563-8609
http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.m
hlw.go.jp/

第1回みんなの文化祭
12月7日（日）14：00～16：00
明石市西部市民会館
（明石市魚崎町中尾702-3）

14：00～　ステージ発表・作品展示開始
15：30～　ハートフルコンサート 自由観覧

兵庫県児童養護連絡
協議会事務局
TEL：078‐855‐5915
FAX：078‐855‐5916

　★：兵庫県委託事業
　　


