
社会福祉法人
栃木県社会福祉協議会

（福祉人材無料職業紹介所）
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3階）
TEL 028-643-5622   FAX 028-623-4963
▶▶▶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。

本 誌 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先 福祉人材・研修センター アクセス
●

●

日
光
街
道

至
大
谷

至栃木市

至JR宇都宮駅
　東武宇都宮駅作新

学院

足利銀行
本店

案内板 宇都宮環状線 （宇都宮インター）

案内板

宇都宮
中央女子高

●

● ●案内板 案内板

案内板

警察学校

国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

とちぎ福祉プラザ３階

とちぎとちぎ

福祉人材・研修センター福祉人材・研修センター
栃木県社協 検 索 NewsNews

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       028-643-5622TEL

ニュース
http://www.tochigikenshakyo.jp

発 行 利用時間 月～金・第３土
9:00～17:00

福祉職をめざすあなたを応援します

14

2021
No.204
令和３年２月15日号
（年４回発行）

福祉人材・研修センター事業のご紹介　

求人事業所の担当者との相談会を開催しています。
求人票だけでは分からない様々な情報を入手できま
す。

毎月第３土曜日　《開所日》2/20・3/20・4/17　　《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

求人状況報告

受付求人数　713件　（正職員 381件　   非正職員 332件 　）
高齢者福祉分野………577件　　　障害者福祉分野…110件　　　児童・母子福祉分野…185件　　　その他………………15件

2/1現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は11/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

福祉・保育のお仕事就職フェア
介護職の仕事内容や魅力をお伝えするための講座を小
学校・中学校・高等学校で開催。
現場で働く職員の“生の声”をお届けしています。

小・中・高校生向け出前講座

福祉・保育職に勤務を希望される方向けの就職支援セ
ミナーやスタート講座を開催しています。

就職支援セミナー・各種講座

介護福祉士等の有資格者の届出（登録）を受け付け、届
出者に介護の仕事に関する最新情報等を随時提供して
います。

介護福祉士等の有資格者届出

保育士（保育教諭を含む）資格がある方の就職等の支援
も行っています。

保育士・保育所支援センター事業

施設の業務内容や自分の適性を把握するため、実際の
施設での見学・お仕事体験をすることができます。
（中学生・高校生も参加可能です。）
♡保育士資格をお持ちの方向けの1day保育体験も実
施しています。

福祉・介護職見学・体験

介護福祉士・保育士等の資格取得のための修学資金や
就職準備のための貸付等を行っています。

介護福祉士・保育士修学資金・各種貸付

　福祉人材・研修センターは、社会福祉法に基づき福祉人材確保のために栃木県知事の指定を受けて栃木県社会
福祉協議会に設置されています。
　「福祉の仕事がしたい方」と「人材を求めている福祉の職場」をつなぐ無料職業紹介事業（厚生労働省許可 許可番
号０９－ム-010005）を中心に保育士・保育所支援センターの運営や福祉従事者に対する研修・福利厚生事業などの
事業を実施しています。

1 求人情報閲覧・求人相談など
パソコンやセンター内求人ファイル等で求人
が閲覧できます。また、資格や求人状況など、
いろいろなご相談にお応えします。

2 登録
ご希望の職種・条件等をご登録いただきます。
登録すると就職活動へのメリットがたくさ
ん！

3 応募（紹介状発行）
ご希望の求人について紹介状を発行します。
面接日の調整を当センターが行います。

4 採用選考・面接
履歴書などと併せて、紹介状を応募先に提出
し、選考を受けてください。

5 就職
採否結果はご本人に通知されますので、必ず
当センターにご報告をお願いします。

福祉の仕事が
したい方

人材を求めている
福祉施設・事業所

福祉人材・
研修センター

紹介対象となる職種
●介護職員　　●訪問介護員（ホームヘルパー）
●生活相談員　●支援員・指導員
●介護支援専門員（ケアマネジャー）
●保育士・児童指導員　●看護師・准看護師・保健師
●理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
●栄養士・事務職・運転手　など

窓口では専門スタッフがひとりひとり丁寧に相談対応いた
します。
県内各ハローワークにて出張相談も行っています。
求職者の方はもちろん、福祉の仕事に興味・関心のある方
ならどなたでもお気軽にお越しください。

面接・採用
情報提供・
求人紹介

情報提供・
人材紹介

求職相談・
登録

求人相談・
登録

応募

福祉の求人情報を探している方は
福祉人材・研修センターをご利用ください

まだまだありますセンター事業‼詳しくは、４ページをご覧ください。

▲福祉のお仕事就職フェア2020・夏

▲小・中学生向け介護のお仕事一日体験講座（高齢者用食事の作成）

センターご利用の流れ
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福祉人材・研修センター

福祉人材・研修センターを通じて、
　　　　　福祉施設に就職した方へインタビュー！

現在の仕事につきたいと考えるようになったきっかけを教えてください。
幼稚園・小学校の時、同じクラスに障害を持ったお友達がいて、先生や保護
者の方がクラスの子たちとコミュニケーションを取れるように接している
のを見て、私にもできることはないかなと興味をもったのがきっかけです。
最初は、子どもが好きだったので小学生の頃から保育士になりたいと思っ
ていました。高校は保育の勉強ができるところに進学したのですが、その
後、広く福祉の仕事を知る機会があり、福祉施設で実習をするうちに、福
祉の道に進みたいと思うようになりました。そこで、高校卒業後は福祉の
専門的知識・技術等が学べる学校に進学しました。　

昨年度の就職フェアに参加いただき、もくせいの里に就職されていますが、
どのようなことが決め手でしたか？
対応していただいた職員の方が丁寧に分かりやすく説明してくださったのが印象的でした。また、施設の形態
が地域密着型で、地域の中に施設が点々とあり、大きな施設で多くの人を相手にするのではなく、小規模の施
設で一人一人に対してコミュニケーションを取ることが自分には合っていると思い、希望しました。

就職活動で工夫した点、大変だったなと思ったことなどはありますか。
はじめはインターネットで求人情報を検索していましたがなかなかイメージがわきませんでした。
そこで就職フェアに参加してみたところ、いろいろな施設のお話を聞くことができました。また、施設見学をさ
せていただき直接施設の雰囲気や仕事内容について情報収集し、自分に合った職場のイメージができました。

これから福祉を目指す方は、多くの施設で見学や実習・体験をしてみてください。それぞれの施
設の役割、職員の仕事内容が分かりますので、どの施設の職場が自分に合っているか考えるきっ
かけになると思います。

　就職フェアに参加して、今年度新卒で障害者支援施設「もくせいの里」に就職された
増山夢乃さんに就職活動についてお話を伺いました。

総合施設長の諸岡泰さんに「もくせいの里」の特色を伺いました。

福祉職を目指す方々に対してメッセージ

★「もくせいの里」の概要・特色を教えてください。
　もくせいの里は22年前に知的障害をお持ちの方にできるだけ長く生活して
いただける施設を目指し設立されましたが、知的障害だけでなく、重複障
害、てんかん、手厚い支援が必要な方がいらっしゃいますので、多種多様な
方のこれからの生活を考え施設を展開してきました。
　法人としてとちぎ地区で複数の施設を運営していますが、「もくせいの
里」はそのとちぎ地区の中心となる場所に位置しています。そのため、相談
支援機能を一か所に集中できるように、「もくせいの里」敷地に隣接した場
所に相談センターを設立しました。そこには、ホームヘルプサービスの拠点
や子どもたちの支援の場所として放課後等デイサービスの運営、ケアプラン
作成など地域の支援ができる機能も併設しました。

★採用活動・人材定着に向けてどのような工夫をされていますか。
　人材の定着率は高いほうだと思っています。しかし、残念ながら年に１名は退職者が出てしまうのが現実
です。すぎのこ会だけではなく福祉業界の職員は多くのところで、女性の方に活躍していただいておりま
す。昨年度は当施設で10名の職員が育児休暇を取得し、今は皆さん現場復帰しています。
　また、定着率アップのために、職員には、スキルアップ・キャリアアップを図る機会を提供しています。
　特に、新人職員には入職してから１年間に４回の集合研修を行っています。入職時には交代勤務に慣れる
ことや入所者の方を覚えるために必ず先輩職員とペアを組んでいます。
　さらに、将来経営者を目指している主任クラスの職員を対象に経営塾を開催しています。事業所の管理者
になるためには何が必要なのか、会計・人事管理の話、試算表や財務諸表の見方、求人活動はどのように
行っているのかなど、法人内の管理者等が講師となりレクチャーしています。
★これから福祉職を希望する方に、メッセージをお願いいたします。
　福祉の仕事は、身体介護や生活支援など様々ですが、利用者一人一人にあたたかな心を持って接すること
が大切です。
　福祉の業界を目指し、自分に合った仕事はどんなものがあるのか考えるとき、ぜひ施設を訪ねてきてくだ
さい。できる限りのお手伝いをさせていただきます。

保育のお仕事就職フェア
★保育職を希望の方はこちら★

◆開催日時　令和３年２月20日土
　　　　　　13：00～15：30
◆会　　場　とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草）

託児あり（要予約）
対象：６ヶ月～修学前のお子さま

福祉のお仕事就職フェア（要申込・２部制）
◆開催日時　令和３年２月20日土
　　　　　　第１部　13：00～14：10
　　　　　　第２部　14：20～15：30【各回定員50名】
◆会　　場　とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草）
※参加申込みが必要です。
　詳細についてはホームページをご覧ください。

福祉のお仕事就職セミナー
　　　　　　第１部　12：40～13：10
　　　　　　第２部　13：30～14：00【各回定員30名】
◆会　　場　とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草）

皆さんのご参加を
お待ちして
おります☆

同時開催
※感染症対策のため、マスクの
着用と検温にご協力をお願い
します。
　また、中止となる場合があり
ますので、ホームページ等で
ご確認をお願いします。

就職フェアに参加できない方は福祉人材・研修センター、とちぎ保育士・保育所支援センターにお越しください。セン
ターでは、「就職コーディネーター」が随時相談を受け付けています。福祉・保育の仕事や資格に関すること、貸付につ
いてご案内します。お気軽にお越しください。

常に明るい笑顔で利用者さんに接している
生活支援員の増山夢乃さん

社会福祉法人すぎのこ会
もくせいの里

総合施設長　諸 岡　泰 さん

社会福祉法人すぎのこ会「もくせいの里」
【所在地】〒329-4405　栃木県栃木市大平町西山田1198
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いてご案内します。お気軽にお越しください。

常に明るい笑顔で利用者さんに接している
生活支援員の増山夢乃さん

社会福祉法人すぎのこ会
もくせいの里

総合施設長　諸 岡　泰 さん

社会福祉法人すぎのこ会「もくせいの里」
【所在地】〒329-4405　栃木県栃木市大平町西山田1198
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福祉人材・研修センター事業のご紹介　

求人事業所の担当者との相談会を開催しています。
求人票だけでは分からない様々な情報を入手できま
す。

毎月第３土曜日　《開所日》2/20・3/20・4/17　　《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

求人状況報告

受付求人数　713件　（正職員 381件　   非正職員 332件 　）
高齢者福祉分野………577件　　　障害者福祉分野…110件　　　児童・母子福祉分野…185件　　　その他………………15件

2/1現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は11/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

福祉・保育のお仕事就職フェア
介護職の仕事内容や魅力をお伝えするための講座を小
学校・中学校・高等学校で開催。
現場で働く職員の“生の声”をお届けしています。

小・中・高校生向け出前講座

福祉・保育職に勤務を希望される方向けの就職支援セ
ミナーやスタート講座を開催しています。

就職支援セミナー・各種講座

介護福祉士等の有資格者の届出（登録）を受け付け、届
出者に介護の仕事に関する最新情報等を随時提供して
います。

介護福祉士等の有資格者届出

保育士（保育教諭を含む）資格がある方の就職等の支援
も行っています。

保育士・保育所支援センター事業

施設の業務内容や自分の適性を把握するため、実際の
施設での見学・お仕事体験をすることができます。
（中学生・高校生も参加可能です。）
♡保育士資格をお持ちの方向けの1day保育体験も実
施しています。

福祉・介護職見学・体験

介護福祉士・保育士等の資格取得のための修学資金や
就職準備のための貸付等を行っています。

介護福祉士・保育士修学資金・各種貸付

　福祉人材・研修センターは、社会福祉法に基づき福祉人材確保のために栃木県知事の指定を受けて栃木県社会
福祉協議会に設置されています。
　「福祉の仕事がしたい方」と「人材を求めている福祉の職場」をつなぐ無料職業紹介事業（厚生労働省許可 許可番
号０９－ム-010005）を中心に保育士・保育所支援センターの運営や福祉従事者に対する研修・福利厚生事業などの
事業を実施しています。

1 求人情報閲覧・求人相談など
パソコンやセンター内求人ファイル等で求人
が閲覧できます。また、資格や求人状況など、
いろいろなご相談にお応えします。

2 登録
ご希望の職種・条件等をご登録いただきます。
登録すると就職活動へのメリットがたくさ
ん！

3 応募（紹介状発行）
ご希望の求人について紹介状を発行します。
面接日の調整を当センターが行います。

4 採用選考・面接
履歴書などと併せて、紹介状を応募先に提出
し、選考を受けてください。

5 就職
採否結果はご本人に通知されますので、必ず
当センターにご報告をお願いします。

福祉の仕事が
したい方

人材を求めている
福祉施設・事業所

福祉人材・
研修センター

紹介対象となる職種
●介護職員　　●訪問介護員（ホームヘルパー）
●生活相談員　●支援員・指導員
●介護支援専門員（ケアマネジャー）
●保育士・児童指導員　●看護師・准看護師・保健師
●理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
●栄養士・事務職・運転手　など

窓口では専門スタッフがひとりひとり丁寧に相談対応いた
します。
県内各ハローワークにて出張相談も行っています。
求職者の方はもちろん、福祉の仕事に興味・関心のある方
ならどなたでもお気軽にお越しください。

面接・採用
情報提供・
求人紹介

情報提供・
人材紹介

求職相談・
登録

求人相談・
登録

応募

福祉の求人情報を探している方は
福祉人材・研修センターをご利用ください

まだまだありますセンター事業‼詳しくは、４ページをご覧ください。

▲福祉のお仕事就職フェア2020・夏

▲小・中学生向け介護のお仕事一日体験講座（高齢者用食事の作成）

センターご利用の流れ


