とちぎ

福祉職をめざすあなたを応援します

福祉人材・研修センター

News

http://www.tochigikenshakyo.jp

2020
No.202
令和２年８月14日号
（年４回発行）

ニュース

栃木県社協

検索

発 行 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会

福祉人材・研修センター

〒320‑8508 宇都宮市若草1-10 -6 とちぎ福祉プラザ内 TEL 028-643-5622

利用時間

月〜金・第３土

9:00〜17:00

とちぎケア・アシスタント募集
栃木県からの委託により、介護事業所において介護職員のお仕事をサポートする、元気な高齢者等
を対象にした「ケア・アシスタント養成事業」を行うことになりました。
未経験でも介護の資格がなくても大丈夫です！
未経験・無資格
介護に興味がある、誰かの役に立ちたい、時間がある、そんな思い
でも OK です！
をお持ちの高齢者の皆さんをお待ちしております！
1

ケア・アシスタントってどんなお仕事？

介護事業所において介護職員をサポートし、入浴や排泄
などの直接介護以外の周辺業務に従事するのがケア・アシ
スタントです。ケア・アシスタントの仕事は、事業所に
よって違いはありますが、ベッドメイキング、食事の配膳
や片付け、清掃、園芸のお手伝い、話し相手、見守りなど
を担っていただくお仕事です。
勤務時間等は事業所とご相談の上、ご自身の生活に合っ
た時間で勤務することも可能です。

食事の
配膳
後片付け

利用者の
話し相手
・見守り

部屋・
トイレの清掃
シーツの交換

（事業所によって仕事内容は異なります）
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ケア・アシスタントになるには…
①

人材センター

相談・登録
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②

就労に向けた

マッチング

③

４時間程度

お仕事体験

④

就職

ケア・アシスタントの配置を検討している事業所も募集しています。

介護職員の不足が懸念されている今、在職中の介護職員の業務負担軽減を図ることを目的に、ケア・アシスタン
トの導入を検討している事業所も募集しております。
ケア・アシスタントの仕事内容や受け入れ体制シフトの検討などについてもご相談ください。
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とちぎ保育士・保育所支援センターを通じて、
保育士として就職した方にお話をお聞きしました。
（福）青葉学園福祉会 ゆいの杜テクノ保育園

神田 絵里 さん（０歳児クラス担当）

（フルタイム勤務★早番 7：00〜16：00・普通 8：15〜17：15・遅番10：00〜19：00）
保育の仕事をやってみたいと思ったきっかけを教えてください。
今年の４月から勤務しています。
前職は、20年間児童養護施設に勤めていましたが離職、その後５年間は教育関係で勤務し
ていました。福祉の分野を離れていたからこそわかることなのかもしれませんが、以前勤め
ていた施設の子供たちが思い浮かび、保育の職に就きたいと考えるようになりました。

センターで開催したもので、参加されたものを教えてください。
保育のお仕事就職フェア・保育のお仕事スタート講座・おしゃべりカフェらふ＆ラフに参加させていただきました。
とちぎ保育士・保育所支援センターを利用していかがでしたか？
保育の分野は初めてなので不安でしたが、とちぎ保育士・保育所支援センターのイベントに参加させていただく
ことで、職員の方のアドバイスによりイメージがわくようになり助かりました。
「保育のお仕事就職フェア」では、最初に職員の方から、
「面談したから勤めなければならないということはあ
りませんよ」との言葉かけがあり、多くのブースで気軽にお話を聞くことができました。
「保育のお仕事スタート
講座」では実践的な話を伺い、
「おしゃべりカフェらふ＆ラフ」では同じような立場の人のお話が聞けて大変参
考になりました。センターのイベントに参加させていただいて皆さんに背中を押していただきました。
実際に保育園に就職することを決めたきっかけを教えてください。
センターのイベントを通して、保育園の園長先生や保育士の方と話す機会があり、保育園のイメージが持てるように
なりました。
その中でも、現在のゆいの杜テクノ保育園を選んだのは、法人の理念「楽しくたくましく」の下、先生方が楽し
く働いていて、子供たちが楽しそうにしているのを見ることができ、
「私がここで働くとしたら」というイメージ
が持てるようになってきたのがきっかけです。
保育園に就職を考えている保育士さんへメッセージをお願いします。
私のように中途で、保育園が初めてという状況でも、職場で
は園長先生をはじめ職員の皆様に支えられながら楽しく仕
事に就いています。
就職するにあたっては、センターのお世話になりアドバイス
をいただくことができました。これから保育職を目指す人
もとちぎ保育士・保育所支援センターを利用しイベントに
参加して、現場の皆様から現在の状況や同じように保育職
を目指している人の話を聞くことをお勧めします。

吉永園長先生からのメッセージ

★ゆいの杜テクノ保育園の概要を教えてください。
平成30年４月、宇都宮市ゆいの杜にプレハブを建てゆいの杜保育園がスタートしました。
その後、この地区には多くの人が住むようになり、保育を必要とする家庭が増えてきたことによ
り、令和２年４月にゆいの杜保育園の分園として、テクノ保育園が０歳児から２歳児まで定員25
名で開所しました。
★施設の特色は何ですか。
和太鼓やマーチングなどを行っていないので特色がないのが特色です。強いてあげるなら
日々の保育を誠実にこなしていることでしょうか。法人の理念「楽しくたくましく」のもと「何もかも一生懸
命」に「先生が120％出さないと子供たちが100％に近づくことはできない。」という思いを、全ての職員が
実践していることが特色といえるかもしれません。
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★ゆいの杜テクノ保育園で勤務している職員の方の働き方について教えてください。
職員は、時間内に仕事を終了することとして、必要な時以外は時間で帰っています。
引継ぎ事項等についても時間内でできるように出勤時間に合わせて朝礼、昼礼を行っており、クラス単位の話し
合いは月１回行っています。
風通しの良い環境を作っています。例えば、子供たちの午睡の時間など休み時間には職員が事務室に集まり、ク
ラス内の内容が他のクラスの職員にもわかるように情報の共有を図っています。
★これから保育士として勤務する方へ、メッセージをお願いします。
保育士は「子供の未来を作るお手伝い」をしています。
そして、仕事をしていく上で何か困難があった場合にはそれを乗り越える
ことによりやりがいになり、やりがいは働き甲斐に、働き甲斐は生き甲斐
につながります。
保育士をやりたいと思う気持ちを大切にしていってほしいと思います。
社会福祉法人青葉学園福祉会

ゆいの杜テクノ保育園

【所在地】〒321-3226

宇都宮市ゆいの杜４‑10‑23

就職・復職を目指す保育士さんはこちら！
保育のお仕事就職フェアの開催日程（エリア別）
福祉のお仕事就職フェアと同時開催

開催日

10月 3日

エリア

県南

会

場

栃木市栃木文化会館

（13：00〜15：30）（栃木） （栃木旭町12-16）

11月21日

県北

矢板イースタンホテル

（13：00〜15：30）（矢板） （矢板市末広町24-1）

主な参加事業所対象エリア
足利市・佐野市・小山市・
栃木市・下野市・野木町・
壬生町
那須塩原市・大田原市・
矢板市・さくら市・那須烏
山市・塩谷町・高根沢町・
那須町・那珂川町

宇都宮市・鹿沼市・日光
市・真岡市・上三川町・益
（13：00〜15：30）
（宇都宮） （宇都宮市駒生町3337-1） 子町・茂木町・市貝町・芳
賀町

12月12日
令和3年

2月20日

県央

とちぎ健康の森

県域

とちぎ福祉プラザ

（宇都宮） （宇都宮市若草1-10-6）
（13：00〜15：30）
（６か月〜就学前のお子さん）

申込
不要

履歴書
不要

入退場
自由

お問い合わせ先

初めてでもブランクがあっても安心！

『保育のお仕事スタート講座』
保育職に就職・復帰するにあたって知識や技能を確認し、
学びを深める講座です（託児あり）
。読み聞かせ・幼児体
育・食育とアレルギーなどの講座を予定しています。
開催日・場所

9月15日
栃木第五地区コミュニティセンター
10月27日
とちぎ福祉プラザ
12月 3日
とちぎ福祉プラザ
※時間は各日 10：00〜14：30（受付9：30〜）

『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』

不安を抱えた保育士さんたちが気軽に集い、楽しく語ら
い、現場で活かせるミニ講座と簡単な制作をします。詳細
はお問い合わせください。

「いつか保育士に…」の夢を
ここから始めてみませんか。
皆さんのご参加を
お待ちしております。☆

開催日・場所

とちぎ保育士・保育所支援センター

TEL.028-307-4194

要予約

気軽に参加ＯＫ！みんなで話そう！作ろう！

県内全域

※託児があります（要予約）。開催日１週間前までにご連絡ください。

参加費
無料

各講座とも

FAX.028-623-4963

❶8月27日 とちぎ福祉プラザ ❷11月9日
❸令和３年1月16日 とちぎ福祉プラザ
※時間は各日 10：00〜12：00

トコトコ大田原

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更・中止となる場合があります。

福祉・保育のお仕事 就職フェア2020・夏
7/18

福祉のお仕事

参加法人数 34法人
参 加 者 数 107名

7/19

保育のお仕事

たくさんのご参加、
ありがとう
ございました！

参加法人数 47法人
参 加 者 数 136名

今年のフェアは、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、マスク着用・定員管理など、
事業所や参加者の協力を得て開催することができました。
このような中、来年の就職を目指す学生や、福祉の分野へ飛び込んでいく人たちが多
く参加されました。
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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

お気軽にご利用ください！
『福祉のお仕事出張相談』

福祉・介護職見学・体験
新型コロナウイルスの感染防止対策のため、６月１日からの体験
期間を９月１日からに変更いたします。

福祉・介護のお仕事出前講座
介護のお仕事の内容や魅力を伝えに、県内の小学校・中学校・高
等学校に出向いて講座を開催。
実際の現場で働いている方の「生の声」を届けに行きます。

福祉・介護職スタート講座 ９月から開講
第４回（11月14日

）の日程が下記のとおり変更になりました。

第４回 11月21日
10：00〜12：00
高齢分野 介護老人保健施設・生活相談員のお仕事
会場：とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

【相談時間】13：00〜16：00（受付は15：45まで）

予約
開設曜日
不要
第１・３火曜日
第１・３火曜日
第１・３水曜日
第２・４水曜日
第１・３水曜日
第２火曜日
第１・３月曜日
第２・４火曜日
※とちぎジョブモー
ルのみ２日前ま
第４水曜日
でにご予約くだ
第２・４月曜日
さい。
※祝日は相談をお休
第２水曜日
みさせていただ
第２水曜日（予約制） きます。

会
場
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）

福祉人材・研修センター 土曜開所日のお知らせ

毎月第３土曜日

《開所日》9/19・10/17

《時

間》9:00 〜 17:00

「就職フェア」
（エリア別）
県内を地域ごとにエリアを分けて、福祉・保育の就職相談会を行います。エリア内の多くの事業所が参加しますので、就職を考えている方、
福祉の現場に興味を持っている方、お気軽にご参加ください。（参加費無料・申込不要・入退場自由・履歴書不要）

開催日
8月22日
9月19日
10月 3日
11月 7日

エリア
県
北
県
東
県
南
安
足

会 場
開催日
健康長寿センター（那須塩原市） 11月21日
12月12日
真岡商工会議所（真岡市）
1月23日
栃木市栃木文化会館（栃木市）
佐野市総合福祉センター（佐野市） 2月20日

その他

エリア
県
北
県
央
県
南
県内全域

お問い合わせは各実施機関まで

■介護福祉士国家試験

■精神保健福祉士国家試験

《受験申込書の受付期間》
令和２年８月12日 〜９月30日

まで（消印有効）

《試験日》
筆記試験：令和３年１月31日
実技試験：令和３年３月 7日
《受験申込書の受付期間》
令和２年９月10日 〜10月９日

《受験申込書の受付期間》
令和２年９月10日 〜10月９日
《試験日程》
令和３年２月６日

■社会福祉士国家試験
まで（消印有効）

《試験日》
令和３年２月７日

HP（http://www.sssc.or.jp/index.html）を
ご確認ください。

、７日

求人状況報告（※重複あり）

8/3 現在 福祉人材センター有効のもの

社会福祉法人
栃木県社会福祉協議会

障害者福祉分野…120件

児童・母子福祉分野…270件

その他…………… 10件

）

※矢印 は5/1の有効求人数との比較を表わしています。

福祉人材・研修センター

福祉人材・研修センター アクセス
案内板

案内板 警察学校
案内板
宇都宮
中央女子高
国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

至大谷

▶▶▶センターニュースに関するご意見・ご要望がありましたら、
センターまでお知らせください。

作新
学院

日光街道

（福祉人材無料職業紹介所）

FAX 028 - 623 - 4963

（宇都宮インター）

宇都宮環状線

とちぎ福祉プラザ３階 案内板
案内板

宇都宮市若草1-10-6（とちぎ福祉プラザ3階）

TEL 028 - 643 - 5622

非正職員 368件

高齢者福祉分野………567件

本 誌 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先

〒320-8508

まで（消印有効）

受付求人数 802件 （正職員 434件

詳しくは、公益財団法人社会福祉振興・試験センター
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会 場
矢板イースタンホテル（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）

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

