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福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

その他 お問い合わせは各実施機関まで

福祉のお仕事就職フェア（県北エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県東エリア）
福祉・保育のお仕事就職フェア（県南エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県西エリア）
福祉・保育のお仕事就職フェア（県北エリア）
福祉・保育のお仕事就職フェア（県央エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県南エリア）
福祉のお仕事就職フェア 2020・冬

健康長寿センター（那須塩原市）
真岡商工会議所（真岡市）
栃木市栃木文化会館（栃木市）
鹿沼商工会議所（鹿沼市）
矢板市文化会館（矢板市）
とちぎ健康の森（宇都宮市）
小山市立中央公民館（小山市）
とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30

8月24日土
9月14日土
10月 5日土
10月19日土
11月16日土
12月14日土

令和2年 2月 1日土
令和2年 2月15日土

※各フェアに参加する事業所については、開催2週間前に栃木県社会福祉協議会のホームページに掲載いたします。
※10/5・11/16・12/14の就職フェアには託児があります。開催日の7日前までに、とちぎ保育士・保育所支援センター（028-307-4194）までお申し込みください。

■ 福祉・保育のお仕事就職フェア　各エリアで開催します。ぜひご参加ください！
イベント名 会　　場 日　　程

《受験申込書の受付期間》
　令和元年８月７日水～９月６日金まで（消印有効）
《試験日程》
　筆記試験：令和２年１月26日日
　実技試験：令和２年３月 1日日

■介護福祉士国家試験

《受験申込書の受付期間》
　令和元年９月５日木～10月４日金まで（消印有効）
《試験日》
　令和２年２月２日日

■社会福祉士国家試験

詳しくは、公益財団法人社会福祉振興・試験センター
HP（http://www.sssc.or.jp/index.html）を

ご確認ください。

基本研修と専門研修を修了することで「子育て支援分野で働く際
に必要な知識や技能」を身に付けることができます。
研修修了の認定をされた方は、保育士の補助や家庭内・小規模・
事業所内保育や子育て支援拠点・学童保育などで活躍できます。
受講希望の方は、受講申込書に必要事項をご記入し、必要書類を
添付のうえ、ＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。
詳しくは、㈱ＴＢＣ福祉教育センター　教育事業部　子育て支援
員研修事務局ホームページをご覧ください。

■令和元年度　子育て支援員研修

お申込・お問い合わせ
〒321-0963　栃木県宇都宮市南大通り2-1-2　TBC学院ビル7階

株式会社ＴＢＣ福祉教育センター　
教育事業部　子育て支援員研修事務局
℡ 028-651-2171　℻ 028-614-8502

その地域で事業を運営している施設が多数参加します。仕事内容や採用条件など確認したいことを直接聞くことができます。
当日は人材センターの総合相談ブースを開設しますので、資格・貸付事業についてなどお気軽にお話しください。皆さまのご参加をお待ちしています。

参加費
無 料

申 込
不 要

履歴書
不 要

入退場
自 由

今年は開催時期を少し早めて、7月 13日・14日の開催となりました。
来年 4月の就職を目指す学生や、福祉の世界に初めて飛び込んでいく方など…多くの方が参加
しました。
「どこに応募しようか迷っていたのですが、まずは見学に行こうと思います。今日は参加してよかったです」
「学校にはない生の情報が得られたことが何よりの収穫です」など、感想が聞かれました。

就職フェア 2019・夏  開催‼

福祉のお仕事就職フェア2019・夏 保育のお仕事就職フェア2019・夏

7/13　　　

　参加法人
数　　 63法人

　参 加 者
数　　161

名
福 祉

7/14　　　

　参加法人
数　　 65法人

　参 加 者
数　　118

名
保 育

たくさん
のご参加

、

ありがと
うござい

ました！

「保育士資格を取ったけれど、実務経験がない。」「ブランクが
あって不安。」そんな保育士さんたちに保育のお仕事を経験し
ていただこう！とスタートした事業です。
［申込期間］令和２年１月31日金 まで
［体験期間］令和２年２月28日金 まで
［体験場所］各市町の受入可能な公立保育園
［対 象 者］保育士資格所持者もしくは取得間近の方
※健康診断の結果が必要な市町があります。詳しくはお問
い合わせください。

保育施設へ体験に行こう！

『保育のお仕事1day体験』 お気軽にご利用ください！『福祉のお仕事出張相談』
県内のハローワーク等に定
期的にキャリア支援専門員
が出向き、福祉の仕事や資
格等に関する個別の相談に
応じます。福祉のお仕事が
初めてという方もお気軽に
ご相談ください。

【相談時間】13:00～16:00（受付15:45まで）
【相談会場・日程】

予約
不要

毎月
第３土曜日

《開所日》8/17・9/21・10/19
《時　間》9:00～17:00

福祉人材・研修センター 土曜開所日のお知らせ

福祉のお仕事就職フェア参加法人による、1
分間プレゼンテーションを13日の午前中に
開催。参加者は各法人の説明やPRを真剣に
聞き入り、相談先を絞り込んでいました。

参加法人による
１分間プレゼンテーション

今年
初開催！

7/13   福祉のお仕事 7/14   保育のお仕事 ＆

求人状況報告

受付求人数　832件　（正職員 444件　   非正職員 388件 　）
高齢者福祉分野………656件　　　障害者福祉分野…121件　　　児童・母子福祉分野…212件　　　その他………………10件

8/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は5/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

会　　場 開設曜日

ハローワーク鹿　　沼

ハローワーク栃　　木

ハローワーク佐　　野

ハローワーク足　　利

ハローワーク真　　岡

ハローワーク矢　　板

ハローワーク大 田 原

ハローワーク小　　山

ハローワーク日　　光

ハローワーク黒　　磯

ハローワーク那須烏山

とちぎジョブモール（宇都宮市）

第１・３火曜日

第１・３火曜日

第１・３水曜日

第２水曜日

第１・３水曜日

第２・４火曜日

第１・３月曜日

第２・４火曜日

第４水曜日

第２・４月曜日

第２水曜日

第２水曜日（予約制）※祝日は相談をお休みさせていただきます。

①初任者研修受講後、新たに介護のお仕事を始めた方、または、②現任職員で初任者研修を受講修了した方に初任者研修
受講費用の半額（５万円以内）を助成します。

『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）受講費用助成制度』
資格を取得し介護の仕事を始めた方に、資格取得費用をキャッシュバック！
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就職・現場復帰に向けて一歩踏み出したいあなたにオススメ！
☆ 各講座のご案内 ☆

『福祉・介護職見学・体験』『保育のお仕事スタート講座』
初めてでもブランクがあっても安心！

保育士として就職したいと思ったきっかけは？
ずっと異業種で働いていましたが、勤務時間が希望と合わずにいました。
学生時代に保育士資格を取得したことを思い出し、保育士として働きたいと
思ったことがそもそものきっかけです。
とちぎ保育士・保育所支援センターで開催している、復職応援コミュニティ
おしゃべりカフェらふ＆ラフにも参加し、保育士として働くイメージもできま
した。

宝木保育園を選んだ決め手は？
園長先生をはじめとする先生方が穏やかであったこと。保育園の中が良い雰囲気だったことです。

これから保育士として就職を目指している方へメッセージをお願いします。
思い切って一歩踏み出してみると、誰かが助けてくれるかもしれません。
勤務時間も自分の希望を伝え、最初から無理はしないことが大事だと思います。一緒に頑張りましょう！

「保育士として就職したい！」
夢をかなえた先輩方にインタビューをしてきました！

昨年12月に開催した保育のお仕事就職フェアから、宝木保育園（宇都宮市若草）へ
就職した2名の方にインタビューしました。

笹島  麻貴 さん（１歳クラス担任★９：00～16：00・週５日勤務）

保育士として就職したいと思ったきっかけは？
最初は事務の仕事を探していましたが、ハローワークで「保育士資格を持っているので
あれば保育士はどうでしょう？ぜひとちぎ保育士・保育所支援センターで話を聞いてみて
ください」と話があり、センターに行きました。

とちぎ保育士・保育所支援センターや就職フェアを利用してみてどうでしたか？
短時間勤務希望だったため求人の数が少なかったのですが、スタッフの方が親身になってサポートしてくれた
ので心強かったです。
12月の就職フェアに参加後すぐに見学の調整をしてもらい、面接まですんなりと進めることができました。
背中を押してもらえてよかったです。

藍 さん（幼児クラス：9：15～14：15・週3日勤務）

（福）とちぎ健康福祉協会　宝木保育園お二人が働いているのは…

【所在地】〒320-0072　栃木県宇都宮市若草２丁目３-31
　　　　　園児定員160名の認可保育園です。
11月28日（木）開催のスタート講座（県央）では、参加者の皆さまと見学をさせて
いただく予定です。

現在宝木保育園には、常勤（正職員・嘱託職員）のほかパート勤務の職員が10名ほどいま
す。全員が無理のない範囲で勤務できるよう、勤務時間などの配慮をしています。
私たちは業務として「保育と子育て支援」を行いますが、「働く仲間の子育て」も全力でサ
ポートします。
経験の有無や年齢にかかわらず、保育士としてみんなが協力し助け合うことがより良い保育
につながります。
ぜひ一歩踏み出してみてください。保育士として一緒に頑張りましょう！

園長先生・主任：小室先生からのメッセージ

県南エリア

県北エリア

県央エリア

◆開催日
９月６日金
栃木第五地区コミュニティセンター［栃木市］
10月15日火
大田原西地区公民館［大田原市］
11月28日木
とちぎ福祉プラザ［宇都宮市］

※時間は各回とも10：00～14：30（受付9：30～）
◆内　容
☆ 施設見学（全エリア）
☆ 工作遊びと保育士の関わり（県南）
☆ まっちゃんのつながりあそび・うた（県北）
☆ 幼児体育講座・保育士のためのエクササイズ（県央）
※託児は開催日１週間前までにご連絡ください。

県内 400 以上の高齢・障害分野の施設で、お仕事を見学・
体験できます。
今年度は中学生以上が対象となります。（中学生の参加
には保護者の同意が必要です。）

保育士としての勤務をスタート（復帰）するにあたっ
て、知識や技術をもう一度確認するための講座です。
小さなお子様がいる方向けに、託児も行います。

施設内の見学や説明（１か所まで）
利用者との交流や介護・介助、
配膳などの業務補助体験（３か所まで）

申込締切：令和２年２月21日金
体験期間：令和元年５月７日火～令和２年３月６日金
対 象 者：中学生以上の方ならどなたでも　　

未経験でも
大丈夫！

まずは、見学・体験

見学コース

体験コース

福祉のお仕事　はじめのい～っぽ！『福祉・介護職スタート講座』
「福祉・介護」の現場ってどんな感じだろう？
どんな仕事だろう？そんな疑問を解決！
現場で活躍する職員さんに直接お話を聞いてみましょう！
◆開催日◆　第３回　 9月11日水【デイサービスのお仕事】

《会場》グッドエイジクラブ宇都宮（宇都宮市）
第４回　 9月26日木【特別養護老人ホームのお仕事】

《会場》おおたわら風花苑（大田原市）
第５回　10月26日土【特別養護老人ホームのお仕事】

《会場》ひかりの里（日光市）
第６回　11月30日土【障害者支援施設のお仕事】

《会場》CSWおとめ（小山市）
第７回  （令和2年）1月18日土【訪問介護のお仕事】
第８回  （令和2年）2月 8日土【老人保健施設のお仕事】

◆開催時間◆　10：00～12：00（第4・7・８回）
10：00～15：00（第3・5・6回）

◆会　場◆　とちぎ福祉プラザ ３階 社協会議室
9/11・9/26・10/26・11/30は協力施設でのスタート講座開催となります。

第2回スタート講座レポート

「障害者福祉施設のお仕事」をテーマに、（福）せ
せらぎ会　相談支援員の篠原愛子さんにお話いた
だきました。

「障害を持つ…
とはどういうこと
でしょう？」という
講師の問いかけ
から始まった今回
の講座。

せせらぎ会の施設を例に、障害者福祉施設の種類
や内容、障害福祉の現状まで、多岐にわたりお話を
いただきました。
「就職先として、障害者の施設も考えていきたい」
「詳しい話が聞けてよかった」など、たくさんの感想
が活発に飛び交う回となりました。

気軽に参加ＯＫ！みんなで話そう！作ろう！『保育士復職応援コミュニティ おしゃべりカフェ　らふ＆ラフ』
就職・復職を検討中の皆さんで集まり、不安や疑問を軽減する場として
開催します。保育の現場で役立つミニ講座＆ミニ製作、気軽に語り合う
時間を設けていますので、ぜひご参加ください。
◆開催日◆　9月10日火 　10：00～12：00
◆製　作◆　かぼちゃの帽子
◆講　座◆　ヒヤリ・ハットについて
◆会　場◆　下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」
◆開催日◆　10月24日木 　10：00～12：00
◆製　作◆　作って遊ぼう★クリスマスツリーとリース
◆講　座◆　保育記録　種類と記入のポイント
◆会　場◆　矢板市公民館
参加希望の方は、とちぎ保育士・保育所支援センターまでお申込みください。

おしゃべりカフェ らふ＆ラフレポート

今年初めてのらふ＆ラフは、折り紙製作のほか、
NPO法人パパママおうえん隊　理事長の武田純子
先生を特別ゲストにお迎えし、「保育の魅力につい
て」お話をいただきました。

「保育士として早く勤
務したい」「やっぱり
がんばろう！と思った」
などの感想も聞か
れ、賑やかなままに
終了となりました。

食事介助中の笹島さ
ん

左：植木先生（園長）右：小室先生（主任）勤務している保育士の皆さんの話をしているときのお二人はとても穏やかな笑顔でした。



32

就職・現場復帰に向けて一歩踏み出したいあなたにオススメ！
☆ 各講座のご案内 ☆

『福祉・介護職見学・体験』『保育のお仕事スタート講座』
初めてでもブランクがあっても安心！

保育士として就職したいと思ったきっかけは？
ずっと異業種で働いていましたが、勤務時間が希望と合わずにいました。
学生時代に保育士資格を取得したことを思い出し、保育士として働きたいと
思ったことがそもそものきっかけです。
とちぎ保育士・保育所支援センターで開催している、復職応援コミュニティ
おしゃべりカフェらふ＆ラフにも参加し、保育士として働くイメージもできま
した。

宝木保育園を選んだ決め手は？
園長先生をはじめとする先生方が穏やかであったこと。保育園の中が良い雰囲気だったことです。

これから保育士として就職を目指している方へメッセージをお願いします。
思い切って一歩踏み出してみると、誰かが助けてくれるかもしれません。
勤務時間も自分の希望を伝え、最初から無理はしないことが大事だと思います。一緒に頑張りましょう！

「保育士として就職したい！」
夢をかなえた先輩方にインタビューをしてきました！

昨年12月に開催した保育のお仕事就職フェアから、宝木保育園（宇都宮市若草）へ
就職した2名の方にインタビューしました。

笹島  麻貴 さん（１歳クラス担任★９：00～16：00・週５日勤務）

保育士として就職したいと思ったきっかけは？
最初は事務の仕事を探していましたが、ハローワークで「保育士資格を持っているので
あれば保育士はどうでしょう？ぜひとちぎ保育士・保育所支援センターで話を聞いてみて
ください」と話があり、センターに行きました。

とちぎ保育士・保育所支援センターや就職フェアを利用してみてどうでしたか？
短時間勤務希望だったため求人の数が少なかったのですが、スタッフの方が親身になってサポートしてくれた
ので心強かったです。
12月の就職フェアに参加後すぐに見学の調整をしてもらい、面接まですんなりと進めることができました。
背中を押してもらえてよかったです。

藍 さん（幼児クラス：9：15～14：15・週3日勤務）

（福）とちぎ健康福祉協会　宝木保育園お二人が働いているのは…

【所在地】〒320-0072　栃木県宇都宮市若草２丁目３-31
　　　　　園児定員160名の認可保育園です。
11月28日（木）開催のスタート講座（県央）では、参加者の皆さまと見学をさせて
いただく予定です。

現在宝木保育園には、常勤（正職員・嘱託職員）のほかパート勤務の職員が10名ほどいま
す。全員が無理のない範囲で勤務できるよう、勤務時間などの配慮をしています。
私たちは業務として「保育と子育て支援」を行いますが、「働く仲間の子育て」も全力でサ
ポートします。
経験の有無や年齢にかかわらず、保育士としてみんなが協力し助け合うことがより良い保育
につながります。
ぜひ一歩踏み出してみてください。保育士として一緒に頑張りましょう！

園長先生・主任：小室先生からのメッセージ

県南エリア

県北エリア

県央エリア

◆開催日
９月６日金
栃木第五地区コミュニティセンター［栃木市］
10月15日火
大田原西地区公民館［大田原市］
11月28日木
とちぎ福祉プラザ［宇都宮市］

※時間は各回とも10：00～14：30（受付9：30～）
◆内　容
☆ 施設見学（全エリア）
☆ 工作遊びと保育士の関わり（県南）
☆ まっちゃんのつながりあそび・うた（県北）
☆ 幼児体育講座・保育士のためのエクササイズ（県央）
※託児は開催日１週間前までにご連絡ください。

県内 400 以上の高齢・障害分野の施設で、お仕事を見学・
体験できます。
今年度は中学生以上が対象となります。（中学生の参加
には保護者の同意が必要です。）

保育士としての勤務をスタート（復帰）するにあたっ
て、知識や技術をもう一度確認するための講座です。
小さなお子様がいる方向けに、託児も行います。

施設内の見学や説明（１か所まで）
利用者との交流や介護・介助、
配膳などの業務補助体験（３か所まで）

申込締切：令和２年２月21日金
体験期間：令和元年５月７日火～令和２年３月６日金
対 象 者：中学生以上の方ならどなたでも　　

未経験でも
大丈夫！

まずは、見学・体験

見学コース

体験コース

福祉のお仕事　はじめのい～っぽ！『福祉・介護職スタート講座』
「福祉・介護」の現場ってどんな感じだろう？
どんな仕事だろう？そんな疑問を解決！
現場で活躍する職員さんに直接お話を聞いてみましょう！
◆開催日◆　第３回　 9月11日水【デイサービスのお仕事】

《会場》グッドエイジクラブ宇都宮（宇都宮市）
第４回　 9月26日木【特別養護老人ホームのお仕事】

《会場》おおたわら風花苑（大田原市）
第５回　10月26日土【特別養護老人ホームのお仕事】

《会場》ひかりの里（日光市）
第６回　11月30日土【障害者支援施設のお仕事】

《会場》CSWおとめ（小山市）
第７回  （令和2年）1月18日土【訪問介護のお仕事】
第８回  （令和2年）2月 8日土【老人保健施設のお仕事】

◆開催時間◆　10：00～12：00（第4・7・８回）
10：00～15：00（第3・5・6回）

◆会　場◆　とちぎ福祉プラザ ３階 社協会議室
9/11・9/26・10/26・11/30は協力施設でのスタート講座開催となります。

第2回スタート講座レポート

「障害者福祉施設のお仕事」をテーマに、（福）せ
せらぎ会　相談支援員の篠原愛子さんにお話いた
だきました。

「障害を持つ…
とはどういうこと
でしょう？」という
講師の問いかけ
から始まった今回
の講座。

せせらぎ会の施設を例に、障害者福祉施設の種類
や内容、障害福祉の現状まで、多岐にわたりお話を
いただきました。
「就職先として、障害者の施設も考えていきたい」
「詳しい話が聞けてよかった」など、たくさんの感想
が活発に飛び交う回となりました。

気軽に参加ＯＫ！みんなで話そう！作ろう！『保育士復職応援コミュニティ おしゃべりカフェ　らふ＆ラフ』
就職・復職を検討中の皆さんで集まり、不安や疑問を軽減する場として
開催します。保育の現場で役立つミニ講座＆ミニ製作、気軽に語り合う
時間を設けていますので、ぜひご参加ください。
◆開催日◆　9月10日火 　10：00～12：00
◆製　作◆　かぼちゃの帽子
◆講　座◆　ヒヤリ・ハットについて
◆会　場◆　下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」
◆開催日◆　10月24日木 　10：00～12：00
◆製　作◆　作って遊ぼう★クリスマスツリーとリース
◆講　座◆　保育記録　種類と記入のポイント
◆会　場◆　矢板市公民館
参加希望の方は、とちぎ保育士・保育所支援センターまでお申込みください。

おしゃべりカフェ らふ＆ラフレポート

今年初めてのらふ＆ラフは、折り紙製作のほか、
NPO法人パパママおうえん隊　理事長の武田純子
先生を特別ゲストにお迎えし、「保育の魅力につい
て」お話をいただきました。

「保育士として早く勤
務したい」「やっぱり
がんばろう！と思った」
などの感想も聞か
れ、賑やかなままに
終了となりました。

食事介助中の笹島さ
ん

左：植木先生（園長）右：小室先生（主任）勤務している保育士の皆さんの話をしているときのお二人はとても穏やかな笑顔でした。
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福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

その他 お問い合わせは各実施機関まで

福祉のお仕事就職フェア（県北エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県東エリア）
福祉・保育のお仕事就職フェア（県南エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県西エリア）
福祉・保育のお仕事就職フェア（県北エリア）
福祉・保育のお仕事就職フェア（県央エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県南エリア）
福祉のお仕事就職フェア 2020・冬

健康長寿センター（那須塩原市）
真岡商工会議所（真岡市）
栃木市栃木文化会館（栃木市）
鹿沼商工会議所（鹿沼市）
矢板市文化会館（矢板市）
とちぎ健康の森（宇都宮市）
小山市立中央公民館（小山市）
とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30
13：00～15：30

8月24日土
9月14日土
10月 5日土
10月19日土
11月16日土
12月14日土

令和2年 2月 1日土
令和2年 2月15日土

※各フェアに参加する事業所については、開催2週間前に栃木県社会福祉協議会のホームページに掲載いたします。
※10/5・11/16・12/14の就職フェアには託児があります。開催日の7日前までに、とちぎ保育士・保育所支援センター（028-307-4194）までお申し込みください。

■ 福祉・保育のお仕事就職フェア　各エリアで開催します。ぜひご参加ください！
イベント名 会　　場 日　　程

《受験申込書の受付期間》
　令和元年８月７日水～９月６日金まで（消印有効）
《試験日程》
　筆記試験：令和２年１月26日日
　実技試験：令和２年３月 1日日

■介護福祉士国家試験

《受験申込書の受付期間》
　令和元年９月５日木～10月４日金まで（消印有効）
《試験日》
　令和２年２月２日日

■社会福祉士国家試験

詳しくは、公益財団法人社会福祉振興・試験センター
HP（http://www.sssc.or.jp/index.html）を

ご確認ください。

基本研修と専門研修を修了することで「子育て支援分野で働く際
に必要な知識や技能」を身に付けることができます。
研修修了の認定をされた方は、保育士の補助や家庭内・小規模・
事業所内保育や子育て支援拠点・学童保育などで活躍できます。
受講希望の方は、受講申込書に必要事項をご記入し、必要書類を
添付のうえ、ＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。
詳しくは、㈱ＴＢＣ福祉教育センター　教育事業部　子育て支援
員研修事務局ホームページをご覧ください。

■令和元年度　子育て支援員研修

お申込・お問い合わせ
〒321-0963　栃木県宇都宮市南大通り2-1-2　TBC学院ビル7階

株式会社ＴＢＣ福祉教育センター　
教育事業部　子育て支援員研修事務局
℡ 028-651-2171　℻ 028-614-8502

その地域で事業を運営している施設が多数参加します。仕事内容や採用条件など確認したいことを直接聞くことができます。
当日は人材センターの総合相談ブースを開設しますので、資格・貸付事業についてなどお気軽にお話しください。皆さまのご参加をお待ちしています。

参加費
無 料

申 込
不 要

履歴書
不 要

入退場
自 由

今年は開催時期を少し早めて、7月 13日・14日の開催となりました。
来年 4月の就職を目指す学生や、福祉の世界に初めて飛び込んでいく方など…多くの方が参加
しました。
「どこに応募しようか迷っていたのですが、まずは見学に行こうと思います。今日は参加してよかったです」
「学校にはない生の情報が得られたことが何よりの収穫です」など、感想が聞かれました。

就職フェア 2019・夏  開催‼

福祉のお仕事就職フェア2019・夏 保育のお仕事就職フェア2019・夏

7/13　　　

　参加法人
数　　 63法人

　参 加 者
数　　161

名
福 祉

7/14　　　

　参加法人
数　　 65法人

　参 加 者
数　　118

名
保 育

たくさん
のご参加

、

ありがと
うござい

ました！

「保育士資格を取ったけれど、実務経験がない。」「ブランクが
あって不安。」そんな保育士さんたちに保育のお仕事を経験し
ていただこう！とスタートした事業です。
［申込期間］令和２年１月31日金 まで
［体験期間］令和２年２月28日金 まで
［体験場所］各市町の受入可能な公立保育園
［対 象 者］保育士資格所持者もしくは取得間近の方
※健康診断の結果が必要な市町があります。詳しくはお問
い合わせください。

保育施設へ体験に行こう！

『保育のお仕事1day体験』 お気軽にご利用ください！『福祉のお仕事出張相談』
県内のハローワーク等に定
期的にキャリア支援専門員
が出向き、福祉の仕事や資
格等に関する個別の相談に
応じます。福祉のお仕事が
初めてという方もお気軽に
ご相談ください。

【相談時間】13:00～16:00（受付15:45まで）
【相談会場・日程】

予約
不要

毎月
第３土曜日

《開所日》8/17・9/21・10/19
《時　間》9:00～17:00

福祉人材・研修センター 土曜開所日のお知らせ

福祉のお仕事就職フェア参加法人による、1
分間プレゼンテーションを13日の午前中に
開催。参加者は各法人の説明やPRを真剣に
聞き入り、相談先を絞り込んでいました。

参加法人による
１分間プレゼンテーション

今年
初開催！

7/13   福祉のお仕事 7/14   保育のお仕事 ＆

求人状況報告

受付求人数　832件　（正職員 444件　   非正職員 388件 　）
高齢者福祉分野………656件　　　障害者福祉分野…121件　　　児童・母子福祉分野…212件　　　その他………………10件

8/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は5/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

会　　場 開設曜日

ハローワーク鹿　　沼

ハローワーク栃　　木

ハローワーク佐　　野

ハローワーク足　　利

ハローワーク真　　岡

ハローワーク矢　　板

ハローワーク大 田 原

ハローワーク小　　山

ハローワーク日　　光

ハローワーク黒　　磯

ハローワーク那須烏山

とちぎジョブモール（宇都宮市）

第１・３火曜日

第１・３火曜日

第１・３水曜日

第２水曜日

第１・３水曜日

第２・４火曜日

第１・３月曜日

第２・４火曜日

第４水曜日

第２・４月曜日

第２水曜日

第２水曜日（予約制）※祝日は相談をお休みさせていただきます。

①初任者研修受講後、新たに介護のお仕事を始めた方、または、②現任職員で初任者研修を受講修了した方に初任者研修
受講費用の半額（５万円以内）を助成します。

『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）受講費用助成制度』
資格を取得し介護の仕事を始めた方に、資格取得費用をキャッシュバック！




