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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

　●無資格・未経験の方も大歓迎　●雇用保険の求職活動実績の対象となります。

■ まだまだ開催します！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！

その地域で事業を運営している施設や事業所が多数参加し、仕事内容や採用条件など確認したいことを、採用担当から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も開設しますので、資格・貸付事業などについてお気軽にご相談ください。皆さまのご参加をお待ちしています。

今年の夏フェアは６月に早め、福祉が26日、保育が27日の二日間の開催となりました。新型
コロナウイルス感染症対策の徹底に取り組む中、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…多くの方にご参加いただきました。今年も多くのブースで盛
り上がりをみせていました。これをきっかけに採用へとつながるように、私ども福祉・人材研
修センターもバックアップしていきます。

就職フェア 2021・夏  開催しました‼

福祉のお仕事就職フェア2021・夏 保育のお仕事就職フェア2021・夏

　中学生以上であれば、どなたでもご参加いただけます！
学生さんは、長期休みを利用してみるのはいかがですか？
　１日から３日の範囲で、県内の福祉施設でのお仕事を見
学、体験できます。見学コースは高齢者分野・障害者分野
ごとに一人２回まで、体験コースは分野を問わず一人３回
までご参加いただけますのでこの機会に福祉のお仕事の魅
力を体感してみてください。
体験期間：令和３年６月１日火～
　　　　　令和４年２月28日月

『福祉・介護職見学・体験学習』をご活用ください！

保育施設へ体験に行こう！

『保育のお仕事 1day保育体験』
　保育のお仕事を希望する方、保育のお仕事に興味・関心
のある方を対象とした、知識や技術を学ぶことができる講
座です。未経験の方、ブランクがある方も、ぜひ一度ス
タート講座に参加し、保育施設への就職の第一歩を踏み出
してみませんか？
　講座終了後、これから就職活動を始めようとお考えの方
の相談や当センターの活用方法もお伝えします。
　皆さまのご参加をお待ちしております！
●県央エリア　宇都宮市
　12月８日水　場所：とちぎ福祉プラザ
　保育講座：幼児安全法講習・幼児音楽講座
　時間は10：00～15：00（受付９：30～）

『保育のお仕事スタート講座』開催！

『福祉・介護職スタート講座』開催！
福祉 福祉

保育 保育

26日の合同相談会前に、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開催しまし
た。各法人の魅力や特徴をPRしていただきました。熱
心な説明に、参加者の皆さまは真剣に耳を傾け、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

今年も
開催！

6/26  福祉のお仕事 6/27  保育のお仕事 ＆

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（県北エリア）
福祉のお仕事就職フェア（安足エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県央エリア）
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2022・冬（県域エリア）

真岡商工会議所（真岡市）
栃木市栃木文化会館（栃木市）
矢板イースタンホテル（矢板市）
佐野市総合福祉センター（佐野市）
とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
とちぎ福祉プラザ（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）

9月 4日土
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11月27日土
12月18日土
12月19日日

令和4年 1月22日土
　　　　 2月26日土

イベント名 会　　場 日　　程

事前申込制 履歴書不要 服装自由 入場無料 福祉・介護・保育分野に興味、関心がある方

第３土曜日 《開所日》8/21・9/18・10/16
《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（※重複あり）　　　　　8/4現在  福祉人材センター有効のもの

受付求人数　798件　（正職員 436件　 非正職員 362件 　）

高齢者福祉分野………665件　　障害者福祉分野…136件

児童・母子福祉分野…168件　　その他……………    7件
※矢印　は7/1の有効求人数との比較を表わしています。

【相談時間】13：00～ 16：00（受付 15：45まで）
【相談日程】

『福祉のお仕事出張相談』
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　福祉・介護職未経験者や福祉・介護職への就職希望者、
他分野からの転職を考えている方や資格を持っているが経
験が少ない方など、どなたでもご参加いただける『福祉・介
護職スタート講座』は８月から１月まで、４回開催します。
仕事の内容ややりがい、どのように就職活動をしたかなど
の話を、現役の職員の方から具体的に聞くことができます。
　何でも質問できるコーナーもありますので、お気軽にご
参加ください！
第２回　８月26日木　13：30～15：45
　　　　デイサービス・小規模多機能型居宅介護のお仕事
　　　　　［開催場所］ デイサービス無量荘・

小規模多機能型居宅介護むへん
第３回　10月21日木　10：00～12：15
　　　　障害者支援施設のお仕事
　　　　　［開催場所］ 宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ
第４回　12月４日土　10：00～12：00
　　　　特別養護老人ホームのお仕事
　　　　　［開催場所］ とちぎ福祉プラザ
第５回　令和４年１月15日土　10：00～12：00
　　　　介護老人保健施設のお仕事
　　　　　［開催場所］ とちぎ福祉プラザ

　「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向
け、実際の保育現場で、半日または１日保育体験ができます。
［受付期間］令和４年１月31日月 まで
［体験期間］６月１日火～令和４年２月28日月
［体験場所］栃木県内の公立保育園
［対 象 者］保育士資格所持者もしくは取得間近の方
※詳しくは、センターにお問い合わせいただくかセンターHPをご
確認ください。

自分の可能性を広げ
られるチャンスです！
ぜひ、ご自身と向き
合ってみませんか？

とちぎジョブモールのみ２日前までにご予約ください。

6/26　　　
　参加法人数　 60法人

　参 加 者 数　107
名

福 祉

6/27　　　
　参加法人数　 43法人

　参 加 者 数　 69名

保 育

たくさんのご参加、

ありがとうございま
した！
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「ふれあいコープ」で介護職員として働いている
黒川英昭さん、村田真子さんにお話を伺いました。

福祉のお仕
事

インタビュ
ー！

介護の仕事に就こうと思ったきっかけは何ですか？

☆黒川さん　他業種で働いていましたが、自分自身が転職を考えている時期に、知人が介護の資格取得をしている
のを見て、自分も介護職に興味を持ちました。 

☆村田さん　転職するなら人と関わる仕事に就きたいと思い、介護職という選択肢が浮かびました。不安もあるし、
自信もなかったので実務者研修を受講し、思い切って介護の世界に飛び込んでみました。

「ふれあいコープ」に就職した決め手や就職してからの感想を教えてください。

☆黒川さん　職業訓練中に、ふれあいコープのPR動画を見る機会があり、興味を持ちました。就職直後はなかなか
ついていけませんでしたが、周りの方にフォローしてもらったり、自分で知識を吸収するようにしてい
ます。最近は夜間勤務も始まりました。 

☆村田さん　ふれあいコープには採用試験があることを知り、職員採用の線引きがされている点に惹かれたのと、
コープが母体となっている大きな法人で運営基盤もしっかりしていることも魅力でした。就職後は研修
がしっかりあり、業務を丁寧に教えてもらい、日々大切に育てられているなと感じています。

就職活動で大変だった点は何ですか？

☆黒川さん　コロナ禍で、施設見学や訪問ができなかったので、施設ごとの違いを知ることができず、就職先を絞れ
なかったことです。

☆村田さん　就職活動中はたくさんの施設に見学に行ったほうがよいと言われていましたが、見学に行っても、何を
どう見学すればよいのかわからず、見学しただけではわからないものだなと思いました。そんな状況で
したが、施設の雰囲気や清潔感、利用者の様子などに注目して見学をしてきました。

これから「介護施設」に就職を考えている方へメッセージを一言お願いします。

☆黒川さん　施設によって違いはあると思いますが、研修や教育機会が与えら
れることによって、他業種からの転職でも、十分に働くことができ
る職場です。また、利用者さん一人ひとりに沿ったお手伝いができ
ることが介護職の魅力です。自分にとってはなんでもないような
ことでも、利用者さんからのふとした瞬間の「ありがとう」が日々
の励みになっています。機会があればぜひ一緒に働きましょう‼

☆村田さん　初めは覚えることが多く、淡々と仕事をこなすのに精一杯でした。
また、介護職として働くことに対する気負いもありました。そんな
中、「施設は家と一緒」という先輩職員の言葉をきっかけに、自分
の祖父母に接するのと同じように振る舞おうと考えるようになり、利用者さんに対して自分ができるこ
とを考えながら、介護に従事することができるようになりました。仕事を通して、自分も変化し成長でき
る職場だと感じています。

「ふれあいコープ」の概要・特色について

　生活協同組合を母体として設立された法人で、介護保険事業を中心に子どもから高齢者まですべての人が安心し
て暮らしていける地域づくりを目指して、宇都宮市を中心に県内各地で地域に根差した様々な活動を２０年以上展開
しています。

採用活動や人材定着のために力を入れている点について教えてください。

　コロナ禍でも施設の雰囲気をより多くの人に伝えていくためにオンラインでの見学会や学生向けのインターン
シップ、SNSなどを活用した広報活動に力を入れています。また、自分自身が介護職だったことを強みに、介
護職の実態をリアルに伝えていきたいと常々考えています。本年度は、更なる法人基盤強化に向けて、法人運営
に関わる事務職の方の募集をおこなっております。人材定着に関しては、職員を大切に育てていきたいという思
いが法人全体にあります。研修機会の提供はもちろんのこと、介護職員初任者研修が業務時間内で無料で受講で
きるなど、資格取得支援にも力を入れています。研修や資格取得によって、専門性を見出し自信をもって働いて
ほしいと思います。

　介護職の良さは、そこにいる方の人生に関わる充実感を得られることだと思います。
　ただ人と関わればよいというものではなく、身体や生活、生きてきた背景なども含
めて理解しサポートするのが介護職だと思います。大変なこともありますが、だからこ
そ味わえる充実感や満足感、介護の良さを共感しながら、介護職の尊さを味わって
ほしいです。当法人では、共に働く仲間を大切に思いながら、前向きに介護に取り
組める方を募集しています。

これから施設の職員として勤務する方へ、メッセージをお願いします。

社会福祉法人 ふれあいコープ　【所在地】〒321-0165　栃木県宇都宮市緑5-13-6

資格取得や研修機会の提供　～職員のキャリアアップを応援しています～

お二人が働く「社会福祉法人ふれあいコープ」の採用担当をしている藍原麻衣子さんに
お話を伺いました。

お忙しい中、取材に御協力いただきありがとうございました。

〈宇都宮市〉　社会福祉法人ふれあいコープ　法人本部
　　　　　　特別養護老人ホーム　みどり
　　　　　　地域密着型・特別養護老人ホーム　みどりの樹
　　　　　　コープグループホームみどり
　　　　　　コープ福祉介護センター江曽島
　　　　　　コープデイサービスセンター平松本町
　　　　　　コープの家双葉２丁目
　　　　　　コープデイサービスセンター緑３丁目
〈栃木市〉　　コープ福祉介護センター栃木
　　　　　　特別養護老人ホーム　かたやなぎ
〈小山市〉　　コープ福祉介護センター小山

施設案内

1デイサービス　2訪問介護　3居宅介護支援
4小規模多機能型居宅介護支援　5特別養護老人ホーム
6ショートステイ　7グループホーム
8定期巡回・随時対応型訪問介護看護　9保育園

業務内容 社会福祉サービス運営事業
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の祖父母に接するのと同じように振る舞おうと考えるようになり、利用者さんに対して自分ができるこ
とを考えながら、介護に従事することができるようになりました。仕事を通して、自分も変化し成長でき
る職場だと感じています。

「ふれあいコープ」の概要・特色について

　生活協同組合を母体として設立された法人で、介護保険事業を中心に子どもから高齢者まですべての人が安心し
て暮らしていける地域づくりを目指して、宇都宮市を中心に県内各地で地域に根差した様々な活動を２０年以上展開
しています。

採用活動や人材定着のために力を入れている点について教えてください。

　コロナ禍でも施設の雰囲気をより多くの人に伝えていくためにオンラインでの見学会や学生向けのインターン
シップ、SNSなどを活用した広報活動に力を入れています。また、自分自身が介護職だったことを強みに、介
護職の実態をリアルに伝えていきたいと常々考えています。本年度は、更なる法人基盤強化に向けて、法人運営
に関わる事務職の方の募集をおこなっております。人材定着に関しては、職員を大切に育てていきたいという思
いが法人全体にあります。研修機会の提供はもちろんのこと、介護職員初任者研修が業務時間内で無料で受講で
きるなど、資格取得支援にも力を入れています。研修や資格取得によって、専門性を見出し自信をもって働いて
ほしいと思います。

　介護職の良さは、そこにいる方の人生に関わる充実感を得られることだと思います。
　ただ人と関わればよいというものではなく、身体や生活、生きてきた背景なども含
めて理解しサポートするのが介護職だと思います。大変なこともありますが、だからこ
そ味わえる充実感や満足感、介護の良さを共感しながら、介護職の尊さを味わって
ほしいです。当法人では、共に働く仲間を大切に思いながら、前向きに介護に取り
組める方を募集しています。

これから施設の職員として勤務する方へ、メッセージをお願いします。

社会福祉法人 ふれあいコープ　【所在地】〒321-0165　栃木県宇都宮市緑5-13-6

資格取得や研修機会の提供　～職員のキャリアアップを応援しています～

お二人が働く「社会福祉法人ふれあいコープ」の採用担当をしている藍原麻衣子さんに
お話を伺いました。

お忙しい中、取材に御協力いただきありがとうございました。

〈宇都宮市〉　社会福祉法人ふれあいコープ　法人本部
　　　　　　特別養護老人ホーム　みどり
　　　　　　地域密着型・特別養護老人ホーム　みどりの樹
　　　　　　コープグループホームみどり
　　　　　　コープ福祉介護センター江曽島
　　　　　　コープデイサービスセンター平松本町
　　　　　　コープの家双葉２丁目
　　　　　　コープデイサービスセンター緑３丁目
〈栃木市〉　　コープ福祉介護センター栃木
　　　　　　特別養護老人ホーム　かたやなぎ
〈小山市〉　　コープ福祉介護センター小山

施設案内

1デイサービス　2訪問介護　3居宅介護支援
4小規模多機能型居宅介護支援　5特別養護老人ホーム
6ショートステイ　7グループホーム
8定期巡回・随時対応型訪問介護看護　9保育園

業務内容 社会福祉サービス運営事業
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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

　●無資格・未経験の方も大歓迎　●雇用保険の求職活動実績の対象となります。

■ まだまだ開催します！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！

その地域で事業を運営している施設や事業所が多数参加し、仕事内容や採用条件など確認したいことを、採用担当から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も開設しますので、資格・貸付事業などについてお気軽にご相談ください。皆さまのご参加をお待ちしています。

今年の夏フェアは６月に早め、福祉が26日、保育が27日の二日間の開催となりました。新型
コロナウイルス感染症対策の徹底に取り組む中、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…多くの方にご参加いただきました。今年も多くのブースで盛
り上がりをみせていました。これをきっかけに採用へとつながるように、私ども福祉・人材研
修センターもバックアップしていきます。

就職フェア 2021・夏  開催しました‼

福祉のお仕事就職フェア2021・夏 保育のお仕事就職フェア2021・夏

　中学生以上であれば、どなたでもご参加いただけます！
学生さんは、長期休みを利用してみるのはいかがですか？
　１日から３日の範囲で、県内の福祉施設でのお仕事を見
学、体験できます。見学コースは高齢者分野・障害者分野
ごとに一人２回まで、体験コースは分野を問わず一人３回
までご参加いただけますのでこの機会に福祉のお仕事の魅
力を体感してみてください。
体験期間：令和３年６月１日火～
　　　　　令和４年２月28日月

『福祉・介護職見学・体験学習』をご活用ください！

保育施設へ体験に行こう！

『保育のお仕事 1day保育体験』
　保育のお仕事を希望する方、保育のお仕事に興味・関心
のある方を対象とした、知識や技術を学ぶことができる講
座です。未経験の方、ブランクがある方も、ぜひ一度ス
タート講座に参加し、保育施設への就職の第一歩を踏み出
してみませんか？
　講座終了後、これから就職活動を始めようとお考えの方
の相談や当センターの活用方法もお伝えします。
　皆さまのご参加をお待ちしております！
●県央エリア　宇都宮市
　12月８日水　場所：とちぎ福祉プラザ
　保育講座：幼児安全法講習・幼児音楽講座
　時間は10：00～15：00（受付９：30～）

『保育のお仕事スタート講座』開催！

『福祉・介護職スタート講座』開催！
福祉 福祉

保育 保育

26日の合同相談会前に、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開催しまし
た。各法人の魅力や特徴をPRしていただきました。熱
心な説明に、参加者の皆さまは真剣に耳を傾け、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

今年も
開催！

6/26  福祉のお仕事 6/27  保育のお仕事 ＆

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（県北エリア）
福祉のお仕事就職フェア（安足エリア）
福祉のお仕事就職フェア（県央エリア）
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2022・冬（県域エリア）

真岡商工会議所（真岡市）
栃木市栃木文化会館（栃木市）
矢板イースタンホテル（矢板市）
佐野市総合福祉センター（佐野市）
とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
とちぎ福祉プラザ（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）

9月 4日土
9月18日土
10月16日土
11月27日土
12月18日土
12月19日日

令和4年 1月22日土
　　　　 2月26日土

イベント名 会　　場 日　　程

事前申込制 履歴書不要 服装自由 入場無料 福祉・介護・保育分野に興味、関心がある方

第３土曜日 《開所日》8/21・9/18・10/16
《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（※重複あり）　　　　　8/4現在  福祉人材センター有効のもの

受付求人数　798件　（正職員 436件　 非正職員 362件 　）

高齢者福祉分野………665件　　障害者福祉分野…136件

児童・母子福祉分野…168件　　その他……………    7件
※矢印　は7/1の有効求人数との比較を表わしています。

【相談時間】13：00～ 16：00（受付 15：45まで）
【相談日程】

『福祉のお仕事出張相談』

会　　場 開設曜日
第１・３
第１・３
第１・３
第２・４
第１・３
第  ２

火曜日
火曜日
水曜日
水曜日
水曜日
火曜日

鹿　沼
栃　木
佐　野
足　利
真　岡
矢　板

ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク

大田原
小　山
日　光
黒　磯
那須烏山

ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
とちぎジョブモール

会　　場 開設曜日
第１・３
第２・４
第  ４
第２・４
第  ２
第  ２

月曜日
月曜日
火曜日
月曜日
水曜日
水曜日

予約
不要

参加
無料

参加
無料

託児
あり

　福祉・介護職未経験者や福祉・介護職への就職希望者、
他分野からの転職を考えている方や資格を持っているが経
験が少ない方など、どなたでもご参加いただける『福祉・介
護職スタート講座』は８月から１月まで、４回開催します。
仕事の内容ややりがい、どのように就職活動をしたかなど
の話を、現役の職員の方から具体的に聞くことができます。
　何でも質問できるコーナーもありますので、お気軽にご
参加ください！
第２回　８月26日木　13：30～15：45
　　　　デイサービス・小規模多機能型居宅介護のお仕事
　　　　　［開催場所］ デイサービス無量荘・

小規模多機能型居宅介護むへん
第３回　10月21日木　10：00～12：15
　　　　障害者支援施設のお仕事
　　　　　［開催場所］ 宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ
第４回　12月４日土　10：00～12：00
　　　　特別養護老人ホームのお仕事
　　　　　［開催場所］ とちぎ福祉プラザ
第５回　令和４年１月15日土　10：00～12：00
　　　　介護老人保健施設のお仕事
　　　　　［開催場所］ とちぎ福祉プラザ

　「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向
け、実際の保育現場で、半日または１日保育体験ができます。
［受付期間］令和４年１月31日月 まで
［体験期間］６月１日火～令和４年２月28日月
［体験場所］栃木県内の公立保育園
［対 象 者］保育士資格所持者もしくは取得間近の方
※詳しくは、センターにお問い合わせいただくかセンターHPをご
確認ください。

自分の可能性を広げ
られるチャンスです！
ぜひ、ご自身と向き
合ってみませんか？

とちぎジョブモールのみ２日前までにご予約ください。

6/26　　　
　参加法人数　 60法人

　参 加 者 数　107
名

福 祉

6/27　　　
　参加法人数　 43法人

　参 加 者 数　 69名

保 育

たくさんのご参加、

ありがとうございま
した！


