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関係者各位 

社会福祉法人高知県社会福祉協議会 

202２年７月 13 日 

 
 
 
 

 
高知県福祉人材センター（社会福祉法人高知県社会福祉協議会内）は、新型コロナウイルス感染症

により中止していた「福祉・介護事業所見学バスツアー」を3年ぶりに開催します。 
 

１．背景 

高知県福祉人材センターでは、福祉の仕事の必要性及び魅⼒を発信し、福祉職場で働く人を増やし
ていくための様々な事業を実施しています。 
「福祉・介護事業所就職相談会・施設見学バスツアー」では、県内でも特に人口減少と高齢化が先

行し、福祉人材の確保が喫緊の課題となっている中山間地域の福祉・介護事業所をエリア別に見学
し、施設担当者から施設案内や取り組み等の説明を受けることにより、地域や施設に興味を持ってい
ただくことを目的として企画しました。 
２．内容  
参加対象者  ・福祉の仕事に興味のある⽅または就職希望の⽅ 

・高校⽣、専⾨学校⽣、⼤学⽣（学年は問いません） 
・保護者、教職員、外国人の⽅で福祉事業所に興味のある⽅等 

見学コース（各コース先着 15 名） 
コース 開催日 申込締切 
高幡コース（中土佐町・四万十町） 令和４年７月 30日（土） 7 月 28 日 
奥高幡コース（津野町・梼原町） 令和 4 年８月６日（土） ８月４日 
高吾北コース（越知町・日高村） 令和４年８月 13日（土） 8 月 10 日 
奥高吾北コース（仁淀川町） 令和４年８月 20日（土） 8 月 18 日 
香美・南国コース（香美市・南国市） 令和 4 年８月 27 日（土） 8 月 25 日 
嶺北コース（本山町・土佐町） 令和 4 年 8月 11 日（木） 8 月９日 
※見学事業所・日程の詳細については別添チラシ参照 

参加費   無料（昼食代は自己負担） 
申込⽅法  申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX にてご提出ください。（お電話での申込も可） 

 
 
 
 
 
 

福祉・介護事業所就職相談会・施設見学バスツアー開催！ 
～県内各地の福祉施設・事業所を見学できる！～ 

【お問い合わせ先】 

社会福祉法人高知県社会福祉協議会 
部署名：高知県福祉人材センター （担当：高添） 
TEL：088-844-3511  FAX：088-821-6765 
E-mail：jinzai@pippikochi.or.jp 
HP：  https://www.fukushi-jinzai.com/ 

申込書のダウンロード 
はこちら 

 

mailto:jinzai@pippikochi.or.jp


福祉・介護 事業所

各コース先着15名

７/ 30（土）高幡コース（中土佐町・四万十町）・・・ 7/28（木）

８/ ６（土）奥高幡コース（津野町・梼原町）・・・・ 8/４ （木）

８/1３（土）高吾北コース（越知町・日高村）・・・・ 8/1０（水）

８/2７（土）香美・南国コース（香美市・南国市）・・8/2５（木）

８/2０（土）奥高吾北コース（仁淀川町）・・・・・ 8/1８（木）

高知県福祉人材センターホームページより、申込書をダウンロード
またはバスツアーチラシの申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX
にて提出して下さい。電話申込も可能です。
先着順で定員になり次第締切ります。

３

２

問合せ

参加対象

定 員

申込方法

１

福祉の仕事に興味のある方または就職希望の方
高校生、専門学校生、大学生（学年は問いません）
保護者、教職員、外国人の方で福祉事業所に興味のある方等

高知県福祉人材センター
（高知県社会福祉協議会）
〒780-8567 高知市朝倉戊375-1
ふくし交流プラザ1階
TEL:088-844-3511
FAX:088-821-6765
E-mail：jinzai@pippikochi.or.jp

※見学事業所・日程の詳細は裏面をご覧ください。

申込締切

FAX番号

088
(821)6765

バスツアー

令和
４年度 参加

無料

就職相談会

施設見学

申込み

✿参加者全員を行事保険に加入します。
✿昼食代は自己負担です。

なお、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、中止または
延期となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

≪新型コロナウイルス感染症に関する対応について≫
〇バスツアー参加の際、マスク着用にご協力ください。また、うがい・手洗いなど
感染症予防にも努めていただくようお願い致します。

〇バス車内では隣席との距離を空けた体制を、施設内では他者との距離を保つ
体制をとります。

〇バス車内では換気を行います。

http://www.fukushi-jinzai.com/

８/１１（木）嶺北コース（本山町・土佐町）・・・・・8/９ (火）

４

６

５

施設担当者が施設案内や仕事内容・取り組み等を説明します。



09：15着 総合福祉ゾーン天空の里
09：55着 しゃくなげ荘
10：3５着 嶺北中央病院
11：15着 デイサービスたい
12：55着 トキワ苑
13：30着 早明浦病院
14：10着 就職相談会

①高幡コース ７月３０日（土）

就職相談会・施設見学 バスツアー スケジュール

ふりがな 性 別 生年月日（年齢）

氏 名 男・女
西暦 年 月 日

（ 歳）

住 所 〒

区 分

一般（在職・無職）

電話番号
学生（ 年）
（ 学校・ 学部）

参加コース

希望されるコースに〇印 希望される集合駅に〇印

７/３０ 高幡コース
高知駅北口 ・ ふくし交流プラザ
(9：20集合) (9：50集合)

８/６ 奥高幡コース
高知駅北口 ・ ふくし交流プラザ
(9：20集合) (9：50集合)

８/１３ 高吾北コース
高知駅北口 ・ ふくし交流プラザ
(9：20集合) (9：50集合)

８/２０ 奥高吾北コース
高知駅北口 ・ ふくし交流プラザ
(9：20集合) (9：50集合)

８/２７ 香美・南国コース 高知駅北口(9：20集合)

８/１１ 嶺北コース 高知駅北口(8：20集合)

見学バスツアー 申込書

※申込書に記入いただいた個人情報は、高知県福祉人材センター及び本事業の運営目的にのみ使用します。

②奥高幡コース ８月６日（土）

④奥高吾北コース ８月2０日（土）

FAX：088-821-6765

10：45着 養護老人ホーム双名園
11：30着 特養 望海の郷
13：30着 特養 大野見荘
14：05着 障害者支援施設 せせらぎ園
14：30着 障害者支援施設 オイコニア

10：25着 特養 コスモスの里
11：00着 デイサービスセンタ―ひだか
13：20着 山﨑病院
14：00着 前田病院
14：40着 北島病院

11：15着 障害者支援施設 湖水園
13：05着 特養 あがわ荘
13：55着 グループホーム ひだまりの家
14：25着 デイサービスセンター ひなた荘

11：30着 ゆすはら総合福祉施設 YURURI
13：05着 特養 梼原ふじの家
13：35着 障害者支援施設 梼原みどりの家
14：45着 特別養護老人ホーム葉山荘

解散
15：50
福祉交流プラザ
16：20
高知駅北口

解散
15：50 福祉交流プラザ
16：20 高知駅北口

解散
15：50
福祉交流プラザ
16：20
高知駅北口

解散
15：50
福祉交流プラザ
16：20
高知駅北口

解散 16：20
高知駅北口

9：50着 土佐希望の家 医療福祉センター
10：40着 ウエルプラザやまだ荘
11：20着 とさやまだファミリア
14：00着 高知県知的障害者育成会 かがみの育成園
15：00着 障害者支援施設 白ゆり

②嶺北コース ８月１１日（木）

⑤香美・南国コース ８月27日（土）

解散 16：20
高知駅北口

③高吾北コース ８月1３日（土）


