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
2016

no.184
平成28年２月15日号
（年４回発行）

http://www.tochigikenshakyo.jp
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

ニュース

News

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

23))〜*03))

出張相談で相談に応じる
キャリア支援専門員

福祉職への道を
キャリア支援専門員が
応援します！
『福祉のお仕事出張相談』〜ハローワークとの連携〜

当センターの窓口のような相談を、身近なハローワークでできることをご存じですか？福祉の仕事ってどんなことするの？
施設ってどんなところ？など、さまざまな疑問に３名のキャリア支援専門員がお答えします。
これから初めて福祉の仕事に挑戦
する方、
ブランクがある方など、
どなたでもご利用いただけます。資格取得の方法などもお気軽にご相談ください。
医療系の大学に通っていたころ、福祉の仕事に
興味をもち、いろいろ考えて調べていました。ど
うしたらいいのかわからなくなり、話を聞きに来
ました。不安が消え、背中を押してもらえた気がします！
大田原
公共職業
安定所

出張相談を
利用した求職者
の方にお話を
聞きました。

統括職業指導官に話を聞きました！

キャリア支援専門員から福祉職を目指す方へのエール！

求人数の少ない製造業や事務職を希望する方に
は、求人数が多い福祉分野も検討してはどうかと話
をします。職業別にグラフ化した「ハローワーク大
田原職業紹介データ表」を全スタッフが活用し、求
大田原公共職業安定所
統括職業指導官

安納 千丈氏

職者の皆様にわかりやすく活動していただけるよ
う、相談時に役立てています。そこで頼りになるの
が出張相談担当の『キャリア支援専門員』の存在で

す。窓口で話をした後、より詳しい話をしてもらうことで、興味がわ
いたり、福祉・介護職体験学習を申し込む方が増えています。
福祉職が全く初めての方は他分野から就職するのはとても勇気が
いることです。見学や面接というのもハードルが高いので、出張相談
がクッションの役割にもなっています。ブランクがある方にもぜひ出
張相談を活用していただきたいと思います。介護職は男女関係なく
できる仕事ですがコミュニケーション能力が
必要です。賃金があまり高くないと言われて
いますが、それ以上にスキルが身に付いた
り、「頼られる」というやりがいが見出せる
と思います。今、介護の時代が来ています。

早期退職し介護の経験はないのですが、資格
の種類や取得の仕方もいろいろあることがわか
りました。福祉・介護職体験学習やミニ面談
会にも参加してみたいと思います。

『笑顔にするお仕事』しませんか？ハローワークで
お待ちしています。予約はいりませんのでお気軽
にご相談ください。あなたも笑顔になりますヨ！

［黒磯・大田原・那須烏山・日光ハローワーク担当：金田］

福祉の仕事は『笑顔の出会い』を大切にし『あり
がとう』と出会える仕事です。
一度話を聞きに来てみてください！

［栃木・小山・真岡ハローワーク担当：青木］

人の話によく耳を傾け、相手を気づかったり、思
いやりをもつことは誰にでもできることです。で
すが、中途半端な気持ちでは継続することが難し
いのが介護の仕事です。
福祉のお仕事に興味がある方はぜひ、出張相談へ

［鹿沼・矢板・足利・佐野ハローワーク担当：倉田］

■出張相談の日程［相談時間 13:00〜16:00(受付15:45まで)］〈予約不要〉
ハローワーク名
鹿
沼
栃
木
佐
野
足
利

相 談 日
第1・3 火曜日
第1・3 火曜日
第1・3 水曜日
第2・4 水曜日

ハローワーク名
真
岡
矢
板
大 田 原
小
山

相 談 日
第1・3 水曜日
第2・4 火曜日
第1・3 月曜日
第2・4 火曜日

ハローワーク名
日
光
黒
磯
那須烏山

相 談
第4
第2・4
第2

日
水曜日
月曜日
水曜日
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福祉施設・事業所で柔軟に働く 3（最終回）
「柔軟な働き方の受け入れに関する調査」結果より
育児・介護等の理由で特別な配慮が必要な求職者の働き方を「柔軟な働き方」として福祉・介護現場で調査した結
果の最終回。今後、「導入を検討する柔軟な働き方」についての回答をご紹介します。
［調査対象］福祉人材・研修センター「福祉のお仕事」登録施設・事業所690ヵ所
［調査期間］平成27年３月４日㈬〜３月27日㈮

［回答事業所数］221ヵ所
［回 答 率］32％

今後、導入を検討する柔軟な働き方に関する制度
（ヶ所）
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その他柔軟な働き方
を進めるための取組

夜勤・宿直の免除

土・日・祝日等休日
出勤の免除

始業・終業時間の
工夫

時間外勤務免除

短日勤務制度
︵週２〜３日︶

フレックスタイム制度

多目的休業制度

受付期間迫る！ 締切りは平成28年２月26日（金）！
対象者

参加費

無 料

コース

①平日１日コース

福祉のお仕事に興味・関心がある高校生以上の方が対象となります。高齢分野・
障害分野それぞれ分野ごとに１回まで参加できます。

※ただし、交通費、昼食費は自己負担。
施設により健康診断費用の自己負担あり。

②週末（土日）１日コース
③２〜３日コース

容

短時間勤務

習

体験学

学校行事等への参加
等子育てに関する休
暇制度

護職
福祉・介

配偶者出産時
休暇制度

パート・契約職員か
らの正職員への転用

再雇用制度

0

利用者との交流、
介助等の業務補助など

2

23

15

20

内

63
57

申込方法 体験学習申込書に必要事項を記入の上、

当センターへお持ちいただくか、FAXま
たは郵送にてお申し込みください。申込
書は各ハローワークほか、「栃木県社協
福祉人材・研修センター」ホームページ
よりダウンロードできます。

体験受け入れ施設・事業所や体験学習につい
ての詳細は、当センターへお問い合わせくだ
さい。お待ちしています！

託児所完備で働くママも安心！

医療法人 北斗会

これまで３回にわたり『柔軟な働き方の受け入れに関する調査』についてご紹介してきました。
実際に柔軟な働き方の導入を積極的に進めている『医療法人

北斗会（従業員605名）』にお話を伺

いましたので、その取組をご紹介します。

職員目線の多様な取組
北斗会では多くの職員が働いています。それぞれの事情に合わせた働き方ができるよ
う、次のような取組をしています。
❶託児所の設置……子育て中の方も安心して働けるよう院内保育所を設置していま
す。利用人数の増加に伴い、平成28年度より小規模認可保育園になります。
❷短時間勤務の導入……育児、家族介護など様々な事情で一定の時間内での勤務を希
望する職員には、可能な限り希望時間内で働けるようにしています。非常勤から常
勤になる職員もいますし、またその反対の場合もあります。
❸新入職員オリエンテーションの実施……新入職員には、所定労働時間や社会保険、
育児・介護休業など基本的な就業に関する話をします。また、それらをまとめた冊
子を渡し、いつでも確認できるようにしています。
❹職員相談室の設置……普段から職員間の『風通し』をよくすることを心がけ、上司に気軽に相談できる体制を整
えておくようにしています。アンケートBOXや電話など匿名での相談にも応じています。そのため、人間関係で
退職するという職員はいなくなりました。
❺部署間の連携……本会には様々な部署・部門があり、普段から責任者間での連携がとれるようにしています。そ
のため、各職員の事情に合わせた部署に配属するなど、柔軟な対応が可能です。

● 働くママにインタビュー！●
老人保健施設「宇都宮シルバーホーム」の介護職として働いている斉藤亜由美さん。
小さなお子様のママでありながら、積極的に就職活動し採用につながりました。

就職活動はどのようにされましたか？
子どもがいるということで、就職するか悩んでいました。福祉人材・研修センターに
登録し、託児所がある事業所を紹介してもらいました。同センターの『介護のお仕事
復帰講座』に参加した際に、同じ受講者に背中を押してもらって就職できました。

みなさんに笑
顔で接する
斉 藤さん（画
面中央）

実際に短時間労働で働いてみてどうですか？
最初は仕事を覚えられるか不安でしたが、仕事内容などがファイリングしてあり、とてもわかりやすかったで
す。わからないことはみんなが親切に教えてくれます。ここには先輩ママさんがたくさんいて、職員同士の助け
合いや、子育て中の悩みがすぐに相談できます。子育て中のママには優しい職場です。責任者の方がとても話しやすい
ので何でも相談できます。つい話し込んでしまうこともあります（笑）。

採用担当者から、これから就職を考えている方へのエール♪

松浦管理部長（左）と谷田部人事課長（右）

福祉の仕事は人と人との支え合いで成り立っています。自身の子育てや家族の介
護が必要なときは誰かに支えてもらえばいいし、時期がきたら今度は自分が誰かを
支えてあげればよい。様々な理由で就職に一歩踏み出せないでいる方、全く初めて
でイメージがわかないという方も、まずは事業所を見学してご自分の目で確かめて
みてください。
介護という仕事はキツイなどのネガティブな情報に目が行きがちですが、それに
負けないやりがいのある仕事です。誰にでもできる仕事ではありませんが、一人で
も多くの仲間が増えることを楽しみにしています。無理なく経験を積んで、素敵な
介護職を目指しましょう。
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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

将来の仕事を考えている中学・高校生向け
楽しく・その人らしく生きるを支える「福祉のお仕事」

★福祉のお仕事ミニ面談会のお知らせ★

楽生福

本年度最後の面談会です。ふるってご参加ください！

『ライフワーク』の第２弾！

2/20（土）

楽生福

『ライフワークⅡ』が完成しました

とちぎ福祉プラザ 多目的ホール

今回は介護職にスポットを当てて、特別養護老人ホームの一日

（宇都宮市若草1-10-6）

の流れをまとめました。日中の仕事だけでなく、普段はなかなか
わからない夜勤の仕事までわかりやすく表現しています。

対象エリア

最終ページには、福祉・介
護のお仕事のよくある質問

大学・短大・養成校（初任者研修等含む）に
福祉人材・研修センター職員が伺います！

コーナーや、現在働いている
先輩方からのひとことなど、
内容も充実！

学生や受講生を対象に、就職ガイダンスや就職相談など
を無料で行います。内容についてはご希望に応じます。

ぜひ、大人の方も手にとっ
てご覧ください！

例［就職ガイダンス30分コースの場合］

福祉のお仕事の説明、就職活動について（求人動向
やセンターの事業説明・活用法）、資格の案内など

■土曜日開所のお知らせ（第３土曜日）
開所日▶２/20・３/19
時

詳細については、当センターまでお問い合わせ
ください。

間▶９: 00〜17 : 00

その他

栃木県内全域

お問い合わせは各実施機関まで

■テンダーケアジャパン
介護職員初任者研修養成講座のお知らせ
日

程：スクーリング（下記日程14日間）
４月→４/26〜６/28
６月→６/15〜８/12
自宅学習レポート４回
現場実習２日間 修了試験
会 場：とちぎ福祉プラザ
受講料：99,800円（テキスト代込・割引制度あり）
定 員：24名（定員に満たない場合は閉講となる場合があります）
＊教育訓練給付制度対象講座

■2016年度 初心者のための心理学講座
第17期ピア･カウンセラー研修講座のご案内
日

程：４月〜翌年３月の土曜日（全13回）
前期４月〜９月
後期10月〜3月
時 間：13：30〜16：30
前期後期それぞれ２回、集中講座（10：00〜16：30）
があります。
受講料：半期（６ヵ月）29,500円／全期（１年間）54,000円
申込み：申込書にご記入の上、事務局へ郵送してください。
お申込・お問い合わせ▶特定非営利活動法人とちぎユースワークカレッジ

〒320‑0808

宇都宮市宮園町8‑2 松島ビル２Ｆ
℡・℻ 028‑638‑5502

求人状況報告（※重複あり）
お申込・お問い合わせ▶株式会社 テンダーケアジャパン栃木本部

受付求人数

〒320‑0851 宇都宮市鶴田町2561‑2
℡ 028‑638‑1650
℻ 028‑638‑1649

２/１現在 福祉人材センター有効のもの

721件 （正職員 373件

高齢者福祉分野………668件
児童・母子福祉分野… 72件

非正職員 348件

）

障害者福祉分野…122件
その他……………… 6件

※矢印 は11/1の有効求人数との比較を表わしています。

本 誌 に 関 す る お 問 い 合 せ 先
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）

案内板 警察学校

▶▶▶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。

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

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
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案内板

作新
学院

日光街道

〒320-8508

福祉人材・研修センター

福祉人材・研修センター アクセス

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

