平成３０年１１月１６日
相模原市発表資料

「介護・福祉のしごと就職相談会」を開催します
介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所等の人材確保に向けた就職相談
会を開催します。
また、現場で働く職員の負担軽減や生産性向上につながるよう、「介護・福祉で役
立つ！！新製品・新技術コーナー」を新たに設け、市内企業の優れた新製品である
「市トライアル発注認定製品」などを紹介します。
本市では、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年までに、新たに４，９００人の介
護人材が必要となる中、介護と障害福祉に関わる人材の確保・定着に向けた様々な
取組を推進してまいります。
１．日

時

平成３０年１１月２４日（土）午後１時００分〜午後４時００分

２．場

所

市立産業会館（中央区中央３−１２−１）

３．主

催

相模原市

４．共

催

相模原市公共職業安定所（ハローワーク相模原）

５．対象者

○介護や障害福祉の仕事に関心がある方
○介護や障害福祉関係の就職をめざす方
○市内の介護や障害福祉事業所等で働くことを希望される方

６．内

容

就職活動に関するセミナー：午後１時００分〜午後１時３０分
就職相談会：午後１時３０分〜午後４時００分

７．出展法人等
（１）介護福祉コーナー

介護サービス事業者

３０法人

（２）障害福祉コーナー

障害福祉サービス事業者等

（３）就活相談コーナー

ハローワーク相模原、市就職支援センター

（４）介護・福祉で役立つ！！新製品・新技術コーナー
市トライアル発注認定企業等

５法人

※新規取組
６法人

【問い合わせ先】
健康福祉局 保険高齢部
高齢政策課 計画推進班
電話：０４２−７６９−８３５４

介護や障害福祉のプロやタマゴを
求める企業等が集結

就職相談会

11.24 土

2018.

相模原市立産業会館
（相模原市中央区中央 3-12-1）

介護
福祉

就職活動に関するセミナー

13：00 〜 13：30

就職相談会

13：30 〜 16：00

○特別養護老人ホーム
○介護老人保健施設
○グループホーム
○小規模多機能型居宅介護
○介護付有料老人ホーム
○訪問系・通所系サービス

障害
福祉
など

○障害者支援施設
○グループホーム
○生活介護
○就労移行支援
○就労継続支援 B 型
○短期入所（ショートステイ）など

対
象

●介護や障害福祉の仕事に関心がある方
●介護や障害福祉関係の就職をめざす方
●相模原市内の介護や障害福祉事業所等で働くことを希望される方

【主催】相模原市
【共催】相模原公共職業安定所（ハローワーク相模原）
【後援】市高齢者福祉施設協議会 市介護老人保健施設協議会 市障害福祉事業所協会

問合せ先

相模原市

市障害者地域作業所等連絡協議会

高齢政策課

市内の介護サービス・障害福祉
サービス事業所等を運営する法
人による就職相談会と就職活動
に関するセミナーを開催します。
相談会では、各法人の担当者に
仕事内容等について直接聞くこ
とができます。

相模原駅

JR 横浜線

←至八王子

国道 16 号線

至横浜→

相模原警察署
市役所前
市役所
ウェルネス
相模原

市駐車場

相模原市立
産業会館

あじさい会館
市民会館前
市民会館
↓至上溝

雇用保険の
求職活動実績になります
市社会福祉事業団

☎042-769-8354

市社会福祉協議会

【出展法人一覧】
※50 音順

介護サービス
法人名

就職相談会

❶（福）愛泉会
❷（株）合の家
❸ アサヒサンクリーン（株）
❹（同）ａｍｉｃａｌ
❺（株）エクシオジャパン
❻（福）恩賜財団神奈川県同胞援護会
❼（株）介護 NEXT
❽（福）上溝緑寿会
❾（福）久寿会
❿（医）社団幸山会

障害福祉サービス
法人名
❶（福）かながわ共同会
❷（福）かながわ黎明会
❸（福）県央福祉会
❹（福）さつきの会
❺（福）すずらんの会

⓫（医）社団小松会
⓬（福）相模福祉村
⓭（福）三光会
⓮（株）システム・ワン

（同） ：合同会社
（株） ：株式会社
（生協）：生活協同組合
（福） ：社会福祉法人
（一財）：一般財団法人
（医） ：医療法人
（特非）：特定非営利活動法人

⓯（一財）シニアライフ振興財団
⓰（特非）シンフォニー
⓱（医）社団仁和会
⓲ スミリンフィルケア（株）

介護のしごと PR 動画
見てみよう！知ってみよう !
介護の仕事

介護職への扉

⓳（医）社団清伸会
⓴（福）草加福祉会
SOMPO ケア（株）
東電パートナーズ（株）

動画の長さは約１分です。ぜひ、ご覧ください。

（株）ニチイ学館
（株）日本ライフデザイン
（福）報徳会

さがみはら介護の日大会

（福）蓬莱会

〜みんなで支えよう明日のさがみはらの介護〜

（生協）ユーコープ
（株）ユニマットリタイアメント・コミュニティ
（株）レジオール
（株）ワン・ライフ

日時

2018.11.8

10：00 〜 16：00

場所 相模原市立あじさい会館
〇記念講演会「初めてでもわかる成年後見制度」
〇次代を担う介護職員等勤続表彰式
〇「介護に笑顔は良く似合う」写真展 など

介護・福祉で役立つ！！新製品・新技術コーナー
株式会社ビット・トレード・ワン
①『変わる君』
②キーガード付きパンタグラフタイプ
キーボード『BFKB113PBK‑G』
①
②

所在地：相模原市中央区上溝5‑1‑23
TEL：042‑785‑2142
URL：http://bit‑trade‑one.co.jp/

製品・技術の概要
①身体にハンディキャップがある方向けに作られ
ているグラスプスイッチ（握ると動作するスイッ
チ）、リボンスイッチ（わずかに曲げるだけで動
作するスイッチ）などを、パソコンやiPadなどに
接続する為の変換器です。
②上肢に震えや不随意運動がある方が、確実に
キー入力を出来るように、キーガードが付いた
キーボードです。

相模カラーフォーム工業株式会社
①『くびにかけるくん』
②『マスクにはるこちゃん』
①
②

【トライアル発注認定製品】

【トライアル発注認定製品】

製品・技術の概要
①マスクのゴムひもを首の後ろで固定する特殊ウ
レタン製パットです。
②マスクの内側上部に貼るだけで、マスクが鼻か
らずり落ちるのを防ぎ、合わせて、鼻とマスクの
隙間をなくす機能も備えた、日本国内では初め
てのマスクずれ防止パッドです。

所在地：相模原市中央区上溝292‑1
TEL：042‑778‑0288
URL：http://www.s‑foam.com

株式会社ダイソー
『メルトキング』

所在地：相模原市緑区大島3211
TEL：042‑763‑4577
URL：http://www.k‑daiso.co.jp

【トライアル発注認定製品】
製品・技術の概要
生ゴミや使用済紙おむつ等、水分の多いゴミを
間接的に加熱し、容量を１/５〜１/５０に縮小させ
る装置です。燃やさないので、煙やダイオキシン
の発生は無く、臭いや音も気になりません。
汚物が付着した紙おむつ、血液なども滅菌処理
出来るので衛生的です。
南極ではゴミを廃棄できないため、昭和基地で
使用されています。

株式会社エナメディカル
①『スルリエ』
②『エナラック』・『エナラック アクア』
①
②

【トライアル発注認定製品】
製品・技術の概要
リウマチ疾患や高齢化による手指の拘縮・筋力
低下のある方が、
①自分一人で脱ぎ着ができるように首周りに伸縮
性を持たせ、上からだけでなく下からも穿くこと
ができる女性用肌着です。
②脱ぎ着しやすいように、逆ポケットの指掛け機能
を付けた自立支援型ショーツです。

所在地：相模原市中央区淵野辺4‑37‑12 ラティブビル2階
TEL：042‑730‑3705
URL：http://www.e‑m.co.jp

サクサ株式会社

【先端技術展示】

①『双方向対話型ヘルスケアサービス』
製品・技術の概要
②『音声分析アプリ・クラウドサービス』
①仮想スタッフによる見守りコミュニケーション
①
②

サービスです。ご利用者の会話促進をはじめ、
見守り機器との連動でケア品質を向上します。
②音声認識による文字起こしと対話要約、感情
分析をサービス提供いたします。業務効率化
とともにメンタルケアにも応用いただけます。

所在地：相模原市中央区宮下3‑14‑15
TEL：03‑5791‑5521（東京本社）
URL：http://www.saxa.co.jp

株式会社キャロットシステムズ
『ドライ掃除ロボット』

【先端技術展示】

製品・技術の概要
●自律移動＆乾湿バキューム＆雨水の拭き上げ
●業務用と比べても遜色のない力強い吸引力
●傘の水しぶきや水滴を拭き上げ
●点字ブロックや自動扉レーン段差を乗り越える
●SLAMで地図作成後に希望の清掃ルートを設定
●ドライブレコーダー搭載

所在地：相模原市中央区相模原4‑7‑10 エス・プラザビル1階
TEL：042‑750‑0007
URL：http://www.carrotsys.co.jp/

