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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

第３土曜日 《開所日》2/18・3/18
《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）　　２/１現在  福祉人材センター有効のもの

受付求人数　632件　（正職員 343件　 非正職員 289件 　）

高齢者福祉分野………501件　　障害者福祉分野…  96件

児童・母子福祉分野…153件　　その他……………  11件
※矢印　は11/１の有効求人数との比較を表わしています。

参加
無料

要
予約

私服でも

ＯＫ 介護のお仕事一日体験講座を開催しました
　令和４年12月16日㈮、12月17日㈯の２日間、介護職に興味のある皆さんにご参加いただきまし
た。施設の職員さんのお話や介護のお仕事体験を通して、実際の現場について学び、施設での生活や仕
事内容など、具体的なイメージを掴むことができる講座となりました。

◆施設で働きたいと思っているのでいろいろ実体験できて大変勉強になった。
◆人のための福祉・介護であると再認識できました。
◆介護のイメージが変わった。実際に働いている方々の仕事内容や苦労、どんな気持ちで働いているかを知る
ことができた。
◆生活しやすく、食べやすく、飲み込みやすく、笑顔で過ごせるようにたくさんの工夫をしながら介護している
ことがわかりました。

福祉

保育

参加者の
声

【相談時間】13：00～ 16：00（受付 15：45まで）
とちぎジョブモールのみ 2日前までにご予約ください。

『福祉のお仕事出張相談』

福祉・保育のお仕事オンライン就職フェアを開催します。
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予約
不要

県内のハローワーク等にキャリア支援専門員が出向き、仕事内容や
資格取得の方法、就職活動に関する相談に応じます。
これから初めて福祉の仕事に挑戦する方、ブランクがあって不安と
いう方など、どなたでもお気軽にご利用ください。

　福祉施設や保育施設の職員から実際の仕事内容や勤務条件などを聞くことができます。
　求人票だけではわからない様々な疑問を解消できるチャンスです。面接ではないので、気
軽にご参加ください。また、今回はオンライン開催なので、自宅にいながらの参加が可能です。
オンライン就職フェアをきっかけに就職への第一歩を踏み出してみませんか？

３月４日（土）　［午前の部］９：30～　［午後の部］12：50～
対象▶これから福祉や介護分野に就職を希望する方（学生・一般）
　　　無資格・未経験の方も大歓迎です。

２月18日（土）　10：10～
対象▶これから保育分野に就職を希望する方（学生・一般）

雇用保険の求職
活動実績になり

ます

参加法人などの詳細、参加申込はこちら

福祉 保育

７月15日（土）福祉 ７月16日（日）保育
〈会場〉とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草）

令和５年度の就職フェア開催日程が決まりました

リフト車体験
車いすに乗ったままリフト車に乗車し、揺れの怖さや声掛けの大切さを
学びました。

ハンバーグ作り
実際にハンバーグを作りながら、お年寄りが食べやすい食事方法につい
て考えました。

車いす体験
車いすの構造や乗り降りの方法、介助方法について実際に体験しながら
学びました。

ベッドメイキング体験
きれいにシーツを敷くための説明を聞いた後に、実際に自分たちで体験
しました。想像していたより難しかったようです。
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福祉人材・研修センター、保育士・保育所支援センターをご利用ください 介護職・福祉職・保育士への就職を応援します
就職のための準備金等を無利子でお貸しします福祉人材・研修センター、保育士・保育所支援センターは福祉分野で働きたい方(求職者)と人材を求める事業

所(求人事業所)を結びつける無料職業紹介事業を行っています。求人情報の提供、仕事内容や資格等に関する
相談をお受けしています。無料職業紹介事業の利用・登録方法、紹介対象となる職種・職場の範囲等について、
詳しくは「福祉のお仕事」ホームページより「仕事を探す」をご覧ください。

https://www.fukushi-work.jp/
福祉のお仕事

WEBサイトをご活用ください

https://www.fukushi-work.jp/
福祉のお仕事

1 最新の求人を見たい‼

2 求職登録をして、
効率的にお仕事探し＆情報収集

3 介護系資格（介護福祉士・実務者研修・初任者研修等）を
お持ちの方は届出者マイページ登録をお願いします。

ご希望の条件をチェックし検索すると、希望に合う
求人票の一覧が表示されます。

マイページ登録をすると、以下の便利な専用サービ
スが利用できます。
●最新求人情報、イベント、講座情報などの情報が
届きます。
●求人への紹介依頼・事業所への応募がマイページ
上で可能。
●自動マッチング検索サービス（お仕事の希望条件
を登録すると、希望に合った求人票を自動で検索
し、メールでお知らせします。）

届出者マイページ登録をすると、求職者マイページ同様の
サービス（左記参照）に加え、届出者限定情報（介護関連
情報）が届きます。

マイページ登録は２ステップ
新規登録ボタンから必要
事項を入力し仮登録

Step1

登録したメールアドレス
宛に届く本登録用URL
から登録手続き

Step2

福祉人材・研修センター、保育士・保育所支援センターには、専門の相談員が常駐しています。
ご不明な点や求人・資格・就職に関することなどお気軽にご相談ください。

介護資格・経験、いかしてみませんか？福祉
『再就職準備金　貸付制度』
介護の現場から離れていた方が、再び介護職に就職する際の準備に係る費用について、最大４０万円をお貸しします。（過去に、介護職員
等として実務経験を１年以上有する方。貸付には、必要な資格や研修修了などの貸付要件があります。）

『介護分野・障害福祉分野就職支援金　貸付制度』
他業種で働いていた方が、介護分野や障害福祉分野に就職するための準備に係る費用について、最大２０万円をお貸しします。（貸付には、
必要な資格や研修の受講及び修了などの貸付要件があります。）
●２年間（在職７３０日以上かつ従事３６０日以上）介護職員の業務に従事することで、貸付金の返還が免除されます。
●勤務開始後３か月以内に貸付申請書等を提出する必要があります。

『介護員養成研修（初任者研修・生活援助従事者研修）受講費用　助成制度』
資格取得をして、介護職員として新たに従事した方または既に従事している方に、資格取得費用を助成します。
初任者研修受講費用の半額で５万円を上限、または生活援助従事者研修受講費用の半額で２万５千円を上限として助成します。
●6か月以上、介護業務に従事したのちの助成となります。

保育士の資格、いかしてみませんか‼保育
『就職準備金　貸付制度』
保育現場から離れていた方や新たに保育現場で働きたい方が、保育士（または保育教諭）として就職する際の準備に係る費用について、最
大４０万円をお貸しします。（保育士修学資金貸付の「就職準備金」貸付を受けた方は対象外です。）

『保育料一部　貸付制度』
未就学児を持つ保育士の就労に伴う保育料の半額で２万７千円を上限に貸付を行います。
●２年間（週20時間以上の就労）保育業務に従事することで、貸付金の返還が免除されます。

貸付申請時に、要件を満たす保証人を立てていただきます。また、申請要件・申請時期・申請方法等の手順は貸付の種類に
応じて、それぞれ違いますので、貸付・助成を希望される方は事前にセンターまでお問い合わせください。

福祉：028-643-3300　保育：028-307-4194

FUKUSHI-JOB SEARCH

福祉のお仕事WEBサイトは、福祉分野で働きたい方と求人を行う事業所とのマッチングをお手伝いすることや、福祉の
お仕事に関係する様々な情報を提供するサイトです。福祉人材センターに登録された全国の福祉施設・事業所等の求人票
を掲載しています。また、求人票だけではわからない、それぞれの施設・事業所等の特色やアピールポイント、写真、各
種認証（認定）制度の取得状況なども掲載しています。

求人票は　　　　　　HPで見ることができます
FUKUSHI-JOB SEARCH

あなたに合う職場がきっとみつかる！

登録は、　　　　　  ボタンから
（左記と同様の２ステップ）

求人票の見方やポイントをご紹介します求人票の見方やポイントをご紹介します
～知っておきたい求人票の見方～

Q 正職員、常勤、非常勤・パートとは？
A 雇用の期間の定めがない（定年を除く）職員を正職員、１年間等なんらかの期間の定めがある職員や短時間働く職員を非正
規職員と言います。
非正規職員の中には、正規職員と同じくフルタイムで働く常勤職員（嘱託、臨時等）と、パートタイム職員（非常勤、パート、
アルバイト等）があります。

Q 資格要件の「△希望」は無資格でも応募できるか？
A 無資格でも応募できますが、基本的には条件を満たしている方を望んでいます。
Q 試用期間とは？
A １か月～６か月程度試用する期間を設けることで、その期間中の働きぶり等により、本採用するかどうか判断します。
試用期間中は、給与が減額になることが多いので、面接時などに確認してください。

Q 賃金にはどのようなものが含まれるか？
A 基本給と一律手当（求人対象の職員全員に、毎月一律に支給される手当）です。
金額に幅がある場合には、経験等により決まります。面接時などに確認してください。

Q その他の手当とは？
A 個人の条件により、異なる手当（扶養手当や住宅手当等）になります。
Q 介護職員処遇改善加算（手当）とは？
A 事業所からの申請に基づき、介護報酬とは別に事業所に交付されるものです。
職員への支給方法や金額などの裁量は法人や事業所に委ねられていますので、職員間で支給額に差が出ることもあります。

トラブルを避けるためにも、不明な点や気になることは、面接時などにきちんと確認をしましょう‼

新規登録
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福祉人材・研修センター、保育士・保育所支援センターをご利用ください 介護職・福祉職・保育士への就職を応援します
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●最新求人情報、イベント、講座情報などの情報が
届きます。
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●自動マッチング検索サービス（お仕事の希望条件
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サービス（左記参照）に加え、届出者限定情報（介護関連
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福祉人材・研修センター、保育士・保育所支援センターには、専門の相談員が常駐しています。
ご不明な点や求人・資格・就職に関することなどお気軽にご相談ください。
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●２年間（週20時間以上の就労）保育業務に従事することで、貸付金の返還が免除されます。
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応じて、それぞれ違いますので、貸付・助成を希望される方は事前にセンターまでお問い合わせください。
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種認証（認定）制度の取得状況なども掲載しています。

求人票は　　　　　　HPで見ることができます
FUKUSHI-JOB SEARCH

あなたに合う職場がきっとみつかる！

登録は、　　　　　  ボタンから
（左記と同様の２ステップ）

求人票の見方やポイントをご紹介します求人票の見方やポイントをご紹介します
～知っておきたい求人票の見方～

Q 正職員、常勤、非常勤・パートとは？
A 雇用の期間の定めがない（定年を除く）職員を正職員、１年間等なんらかの期間の定めがある職員や短時間働く職員を非正
規職員と言います。
非正規職員の中には、正規職員と同じくフルタイムで働く常勤職員（嘱託、臨時等）と、パートタイム職員（非常勤、パート、
アルバイト等）があります。

Q 資格要件の「△希望」は無資格でも応募できるか？
A 無資格でも応募できますが、基本的には条件を満たしている方を望んでいます。
Q 試用期間とは？
A １か月～６か月程度試用する期間を設けることで、その期間中の働きぶり等により、本採用するかどうか判断します。
試用期間中は、給与が減額になることが多いので、面接時などに確認してください。

Q 賃金にはどのようなものが含まれるか？
A 基本給と一律手当（求人対象の職員全員に、毎月一律に支給される手当）です。
金額に幅がある場合には、経験等により決まります。面接時などに確認してください。

Q その他の手当とは？
A 個人の条件により、異なる手当（扶養手当や住宅手当等）になります。
Q 介護職員処遇改善加算（手当）とは？
A 事業所からの申請に基づき、介護報酬とは別に事業所に交付されるものです。
職員への支給方法や金額などの裁量は法人や事業所に委ねられていますので、職員間で支給額に差が出ることもあります。

トラブルを避けるためにも、不明な点や気になることは、面接時などにきちんと確認をしましょう‼

新規登録
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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

第３土曜日 《開所日》2/18・3/18
《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）　　２/１現在  福祉人材センター有効のもの

受付求人数　632件　（正職員 343件　 非正職員 289件 　）

高齢者福祉分野………501件　　障害者福祉分野…  96件

児童・母子福祉分野…153件　　その他……………  11件
※矢印　は11/１の有効求人数との比較を表わしています。

参加
無料

要
予約

私服でも

ＯＫ 介護のお仕事一日体験講座を開催しました
　令和４年12月16日㈮、12月17日㈯の２日間、介護職に興味のある皆さんにご参加いただきまし
た。施設の職員さんのお話や介護のお仕事体験を通して、実際の現場について学び、施設での生活や仕
事内容など、具体的なイメージを掴むことができる講座となりました。

◆施設で働きたいと思っているのでいろいろ実体験できて大変勉強になった。
◆人のための福祉・介護であると再認識できました。
◆介護のイメージが変わった。実際に働いている方々の仕事内容や苦労、どんな気持ちで働いているかを知る
ことができた。
◆生活しやすく、食べやすく、飲み込みやすく、笑顔で過ごせるようにたくさんの工夫をしながら介護している
ことがわかりました。

福祉

保育

参加者の
声

【相談時間】13：00～ 16：00（受付 15：45まで）
とちぎジョブモールのみ 2日前までにご予約ください。

『福祉のお仕事出張相談』

福祉・保育のお仕事オンライン就職フェアを開催します。

会　　場 開設曜日
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第１・３
第  ２

火曜日
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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

県内のハローワーク等にキャリア支援専門員が出向き、仕事内容や
資格取得の方法、就職活動に関する相談に応じます。
これから初めて福祉の仕事に挑戦する方、ブランクがあって不安と
いう方など、どなたでもお気軽にご利用ください。

　福祉施設や保育施設の職員から実際の仕事内容や勤務条件などを聞くことができます。
　求人票だけではわからない様々な疑問を解消できるチャンスです。面接ではないので、気
軽にご参加ください。また、今回はオンライン開催なので、自宅にいながらの参加が可能です。
オンライン就職フェアをきっかけに就職への第一歩を踏み出してみませんか？

３月４日（土）　［午前の部］９：30～　［午後の部］12：50～
対象▶これから福祉や介護分野に就職を希望する方（学生・一般）
　　　無資格・未経験の方も大歓迎です。

２月18日（土）　10：10～
対象▶これから保育分野に就職を希望する方（学生・一般）

雇用保険の求職
活動実績になり

ます

参加法人などの詳細、参加申込はこちら

福祉 保育

７月15日（土）福祉 ７月16日（日）保育
〈会場〉とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草）

令和５年度の就職フェア開催日程が決まりました

リフト車体験
車いすに乗ったままリフト車に乗車し、揺れの怖さや声掛けの大切さを
学びました。

ハンバーグ作り
実際にハンバーグを作りながら、お年寄りが食べやすい食事方法につい
て考えました。

車いす体験
車いすの構造や乗り降りの方法、介助方法について実際に体験しながら
学びました。

ベッドメイキング体験
きれいにシーツを敷くための説明を聞いた後に、実際に自分たちで体験
しました。想像していたより難しかったようです。


