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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。

■ まだまだあります！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。

来年４月の就職を目指す学生さんや、福祉・保育の世界に初めて足を踏み入れる方、転職を希望する方など、たくさんの
方にご参加いただきました。「事業所の方に直接話が聞けて良かったです。」、「様々なことを質問しやすい雰囲気で良かっ
たです。」などの感想が聞かれました。

就職フェア 2022・夏を開催しました‼

福祉のお仕事就職フェア2022・夏 保育のお仕事就職フェア2022・夏

保育施設へ体験に行こう！

『保育のお仕事 1day保育体験』

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し、学びを深めるための講座です。
小さなお子様がいる方向けに、託児も行います。
（託児は開催日１週間前までにご連絡ください。）
◆第３回  10月20日木  とちぎ福祉プラザ
【内容】・幼児安全法講習　・絵本の読み聞かせ講座
【時間】10：00～15：00（受付9：30～）

『福祉・介護職スタート講座』
福祉

保育

保育

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・上三川町ふれあい健康福祉まつり
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（安足エリア）
保育のお仕事就職フェア（県域）
福祉のお仕事就職フェア（県域）

オンライン開催
とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木市栃木文化会館）
大田原地域職業訓練センター（大田原市）
上三川いきいきプラザ
とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
オンライン開催
オンライン開催
オンライン開催

9月 3日土
10月 1日土
10月22日土
11月12日土
12月 3日土

令和5年 1月28日土
 2月18日土

　　　　 3月 4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》8/20・9/17・10/15
《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）　　　　　8/1現在  福祉人材センター有効のもの

受付求人数　585件　（正職員 416件　 非正職員 314件 　）
高齢者福祉分野………585件　　障害者福祉分野…118件
児童・母子福祉分野…174件　　その他……………  11件

※矢印　は5/1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
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水曜日
水曜日
火曜日

鹿　沼
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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
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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

現役の職員の方から、仕事の内容ややりがい等をお話しい
ただきます。
就職活動での不安や疑問を直接職員の方に聞けるチャン
ス！質疑応答の時間もあります。
第３回 8月26日金【障害者支援施設のお仕事】
第４回 9月17日土【デイサービスのお仕事】
第５回10月28日金【サービス付き高齢者向け住宅のお仕事】
第６回11月18日金【生活相談員のお仕事・見学】
第７回 1月21日土【介護老人保健施設のお仕事】
［開催時間］10：00～12：00（第３・４・５・７回）
　　　　　　10：00～12：15（第６回）
［場　　所］とちぎ福祉プラザ
※8/26はプラザ開催に変更になりました。　
　11/18は協力施設でのスタート講座となります。

「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！実際の保育現場で、半日ま
たは１日体験ができます。
［実施期間］６月１日水～令和５年２月28日火
　　　　　※受付は令和５年１月31日まで
［実施施設］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　
※体験希望の方はセンターへお問い合わせいただくか、セン
ターHPをご確認ください。

とちぎジョブモールのみ２日前までにご予約ください。

＆7/16土 福祉のお仕事 7/17日 保育のお仕事 

福祉の求人情報をお探しの方は福祉人材・研修センターをご利用ください！
福祉人材・研修センターでは、福祉、介護、保育の求人情報を提供しています。求人情報は窓口や「福祉のお仕事」のホームページでご覧いただけます。
また、求職相談や資格取得に関する相談にも対応しておりますのでお気軽に職員までお声がけください！

まずは話を聞いてみよう！

『介護に関する入門的研修』
福祉 参加

無料

短期間（５日間）で介護の知識・技術を学べる入門的な研修
です。どなたでも参加可能です。
研修修了者には栃木県が発行する修了証明書を交付します。
詳細はお問合せください。
◆県南コース　申込期限：8月15日月
［会場］下野市保健福祉センター【ゆうゆう館】
　① 9月 5日月13:20~16:30    ④ 9月20日火10:00~16:00
　② 9月 6日火10:00~16:00    ⑤ 9月21日水13:30~16:30
　③ 9月13日火10:00~16:00
◆県央コース　申込期限：9月26日月
［会場］とちぎ福祉プラザ　第１研修室
　①10月13日木13:20~16:30    ④10月21日金10:00~16:00
　②10月14日金10:00~16:00    ⑤10月26日水13:30~16:30
　③10月20日木10:00~16:00

どなたでも参加できます。介護の基本が学べる

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』
保育

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。
◆第２回　9月1５日木
【製作】ロケット　【講座】エプロンシアター・パネルシアターの魅力
◆第３回　11月16日水
【製作】バルーンアート　【講座】事故防止について
◆第４回　令和5年1月21日土
【製作】ムクムクおばけ　【講座】コミュニケーションの大切さ
　※各回とも気軽に語り合う時間を設けています
【場所】とちぎ福祉プラザ　【時間】各回10：00～ 12：00

7/16　　　
　参加法人数　 54法人

　参 加 者 数　146
名

福 祉

保 育7/17　　　
　参加法人数　 50法人

　参 加 者 数　 87名

たくさんのご参加、

ありがとうございま
した！

各法人の特徴や求人につい
て、求職者に向けてプレゼ
ンを行いました。

福 祉 参加法人による１分間
プレゼンテーション

保育の仕事内容やその魅力・やりが
いについて「まあせんせい」こと菊地
政隆氏からお話を伺いました。

保 育 保育士さん
就職応援セミナー
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社会福祉法人 桜寿会 特別養護老人ホームさくらの杜
福祉のお仕

事

インタビュ
ー！

桜寿会・特別養護老人ホームさくらの杜について

　さくらの杜は特養のほかに、デイサービスと居宅介護支援事業所があります。最近はユニット型の全室個室の

ような入所施設が多いですが、さくらの杜は個室や２人部屋、４人部屋などの様々な居室がある昔ながらの施設

となっています。その方に合ったお部屋のスタイルで過ごすことができるので、個人的にはこういった施設も良

い点があると思っております。

　また、もともとデイサービスを利用されていた入居者が多く、自宅で過ごしていた時を知っている方に入所し

ていただくことになります。年齢に応じてできることは少なくなっていくので、そういったところをさくらの

杜、さらには桜寿会として利用者や家族の方のフォローをしていけたらと思っております。

採用活動・人材定着に向けての工夫について

　ホームページの活用から、人材センターが主催している就職フェアの参加、ほかには関係学校の実習生の受入

ですね。やはり目標を持った方と接することで、今いる職員が初心に帰ることもできますし、また学校との関係

を築いていくということも大切だと思っております。

　人材定着のために、施設内研修を月に２回、同じ内容で行っています。理由はシフトで回っている職員が参加

できるようにするためです。また、栃木県社会福祉協議会の研修にも職員を参加させています。

これから施設職員として就職を希望する方へのメッセージをお願いします。

　福祉という仕事は誰でもできそうでできないこともたくさんあります。もちろん施設には資格を持っている方

はたくさんいますが、やはり「人柄が優しい」というのが一番だと思っております。ほかで経験されてきた方は

もちろん、そのような方でしたら未経験でも楽しく働ける職場だと思っております。今、さくらの杜には、そう

いった人たちがそろっておりますので安心して来ていただければと思います。

「さくらの杜」を選んだ決め手

　☆佐藤さん　「一番の理由は人材センターのキャリア支援専門員の方の勧めがあったことです。見学の時に

施設長とお話しし、将来こういう上司と一緒に働きたいなと思いました。しかし、その時はもう生活相談員の

募集はしていないということで断られたので、違う所を探そうと思っていたところ、人材センターから連絡が

あり、改めて面接をすることになりました。」

　☆髙橋さん　「個人的な考えではありますが、相談員は中核となる立ち位置と捉えております。法人全体の

話が入ってきて、相談を受けたり、意見、判断を伝えなければいけないので、当初は法人内部での昇格をと考

えていました。ただ、やはり佐藤さんの人柄と経験、そしてタイミングが合致して来ていただけたのかなと思

います。」

「さくらの杜」に就職しての感想

　☆佐藤さん　「新任の方をはじめ職員全体が明るく、風通しが良いです。また、野菜を育てたりと田舎のよ

うな雰囲気で働きやすく感じます。また、残業がほとんどないのも魅力です。施設長がすぐに帰るので皆がそ

れに続き早く帰ることができます。残業をするにしても理由を後追いするなどして、無駄がないよう努めてい

るので、きっちりしているなと思います。」

　☆佐藤さん　「介護職の人手不足は深刻になっていると聞きます。ロボット化ともいわれますが、介護には

結局、人の優しさが必要になってくるので、やはり介護職の人はいなくてはなりません。自分の考えでは、仕

事を続けるには目標が必要だと思います。経験を積んで、資格を一つ一つ取りスキルアップをするなど、目標

を持ってお仕事をしていくといいのかなと思います。」

「福祉施設」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。

社会福祉法人 桜  寿  会

福祉人材・研修センターを通じて特別養護老人ホームさくらの杜に就職し、
生活相談員として働いている佐藤健さんにお話を伺いました。

お忙しい中、取材にご協力いただきありがとうございました。

特別養護老人ホームさくらの杜
　栃木県宇都宮市逆面町 261-1

特別養護老人ホームふくろうの杜
　栃木県宇都宮市逆面町 385-1

採用活動・人材定着に向けての工夫について、施設長の髙橋佑典さんに
お話を伺いました。

☆髙橋さん「最初は条件が合わずお断りを

したんです。しかし、佐藤さんの資格や経

験はもちろんですが、その優しそうな人柄

を思い返し、人材センターの後押しもあっ

て、採用させていただきました。来てもら

えて本当に良かったなと思っています。」

たか   はし   ゆう  すけ さ   とう たける

左から佐藤さん、髙橋さん
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るので、きっちりしているなと思います。」

　☆佐藤さん　「介護職の人手不足は深刻になっていると聞きます。ロボット化ともいわれますが、介護には

結局、人の優しさが必要になってくるので、やはり介護職の人はいなくてはなりません。自分の考えでは、仕

事を続けるには目標が必要だと思います。経験を積んで、資格を一つ一つ取りスキルアップをするなど、目標

を持ってお仕事をしていくといいのかなと思います。」

「福祉施設」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。

社会福祉法人 桜  寿  会

福祉人材・研修センターを通じて特別養護老人ホームさくらの杜に就職し、
生活相談員として働いている佐藤健さんにお話を伺いました。

お忙しい中、取材にご協力いただきありがとうございました。

特別養護老人ホームさくらの杜
　栃木県宇都宮市逆面町 261-1

特別養護老人ホームふくろうの杜
　栃木県宇都宮市逆面町 385-1

採用活動・人材定着に向けての工夫について、施設長の髙橋佑典さんに
お話を伺いました。

☆髙橋さん「最初は条件が合わずお断りを

したんです。しかし、佐藤さんの資格や経

験はもちろんですが、その優しそうな人柄

を思い返し、人材センターの後押しもあっ

て、採用させていただきました。来てもら

えて本当に良かったなと思っています。」

たか   はし   ゆう  すけ さ   とう たける

左から佐藤さん、髙橋さん
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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。

■ まだまだあります！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。

来年４月の就職を目指す学生さんや、福祉・保育の世界に初めて足を踏み入れる方、転職を希望する方など、たくさんの
方にご参加いただきました。「事業所の方に直接話が聞けて良かったです。」、「様々なことを質問しやすい雰囲気で良かっ
たです。」などの感想が聞かれました。

就職フェア 2022・夏を開催しました‼

福祉のお仕事就職フェア2022・夏 保育のお仕事就職フェア2022・夏

保育施設へ体験に行こう！

『保育のお仕事 1day保育体験』

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し、学びを深めるための講座です。
小さなお子様がいる方向けに、託児も行います。
（託児は開催日１週間前までにご連絡ください。）
◆第３回  10月20日木  とちぎ福祉プラザ
【内容】・幼児安全法講習　・絵本の読み聞かせ講座
【時間】10：00～15：00（受付9：30～）

『福祉・介護職スタート講座』
福祉

保育

保育

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・上三川町ふれあい健康福祉まつり
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（安足エリア）
保育のお仕事就職フェア（県域）
福祉のお仕事就職フェア（県域）

オンライン開催
とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木市栃木文化会館）
大田原地域職業訓練センター（大田原市）
上三川いきいきプラザ
とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
オンライン開催
オンライン開催
オンライン開催

9月 3日土
10月 1日土
10月22日土
11月12日土
12月 3日土

令和5年 1月28日土
 2月18日土

　　　　 3月 4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》8/20・9/17・10/15
《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）　　　　　8/1現在  福祉人材センター有効のもの

受付求人数　585件　（正職員 416件　 非正職員 314件 　）
高齢者福祉分野………585件　　障害者福祉分野…118件
児童・母子福祉分野…174件　　その他……………  11件

※矢印　は5/1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

現役の職員の方から、仕事の内容ややりがい等をお話しい
ただきます。
就職活動での不安や疑問を直接職員の方に聞けるチャン
ス！質疑応答の時間もあります。
第３回 8月26日金【障害者支援施設のお仕事】
第４回 9月17日土【デイサービスのお仕事】
第５回10月28日金【サービス付き高齢者向け住宅のお仕事】
第６回11月18日金【生活相談員のお仕事・見学】
第７回 1月21日土【介護老人保健施設のお仕事】
［開催時間］10：00～12：00（第３・４・５・７回）
　　　　　　10：00～12：15（第６回）
［場　　所］とちぎ福祉プラザ
※8/26はプラザ開催に変更になりました。　
　11/18は協力施設でのスタート講座となります。

「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！実際の保育現場で、半日ま
たは１日体験ができます。
［実施期間］６月１日水～令和５年２月28日火
　　　　　※受付は令和５年１月31日まで
［実施施設］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　
※体験希望の方はセンターへお問い合わせいただくか、セン
ターHPをご確認ください。

とちぎジョブモールのみ２日前までにご予約ください。

＆7/16土 福祉のお仕事 7/17日 保育のお仕事 

福祉の求人情報をお探しの方は福祉人材・研修センターをご利用ください！
福祉人材・研修センターでは、福祉、介護、保育の求人情報を提供しています。求人情報は窓口や「福祉のお仕事」のホームページでご覧いただけます。
また、求職相談や資格取得に関する相談にも対応しておりますのでお気軽に職員までお声がけください！

まずは話を聞いてみよう！

『介護に関する入門的研修』
福祉 参加

無料

短期間（５日間）で介護の知識・技術を学べる入門的な研修
です。どなたでも参加可能です。
研修修了者には栃木県が発行する修了証明書を交付します。
詳細はお問合せください。
◆県南コース　申込期限：8月15日月
［会場］下野市保健福祉センター【ゆうゆう館】
　① 9月 5日月13:20~16:30    ④ 9月20日火10:00~16:00
　② 9月 6日火10:00~16:00    ⑤ 9月21日水13:30~16:30
　③ 9月13日火10:00~16:00
◆県央コース　申込期限：9月26日月
［会場］とちぎ福祉プラザ　第１研修室
　①10月13日木13:20~16:30    ④10月21日金10:00~16:00
　②10月14日金10:00~16:00    ⑤10月26日水13:30~16:30
　③10月20日木10:00~16:00

どなたでも参加できます。介護の基本が学べる

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』
保育

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。
◆第２回　9月1５日木
【製作】ロケット　【講座】エプロンシアター・パネルシアターの魅力
◆第３回　11月16日水
【製作】バルーンアート　【講座】事故防止について
◆第４回　令和5年1月21日土
【製作】ムクムクおばけ　【講座】コミュニケーションの大切さ
　※各回とも気軽に語り合う時間を設けています
【場所】とちぎ福祉プラザ　【時間】各回10：00～ 12：00

7/16　　　
　参加法人数　 54法人

　参 加 者 数　146
名

福 祉

保 育7/17　　　
　参加法人数　 50法人

　参 加 者 数　 87名

たくさんのご参加、

ありがとうございま
した！

各法人の特徴や求人につい
て、求職者に向けてプレゼ
ンを行いました。

福 祉 参加法人による１分間
プレゼンテーション

保育の仕事内容やその魅力・やりが
いについて「まあせんせい」こと菊地
政隆氏からお話を伺いました。

保 育 保育士さん
就職応援セミナー


