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「福祉のお仕事 就職フェア
合同面談会

開催しました!!

2016

夏

月〜金・第３土
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」を

とちまるくんも
駆けつけてくれました★

賑やかな雰囲気で気軽に楽しく情報収集！
今年度の夏のフェアは約200名が来場。63の法人
が参加し、それぞれの法人の特色や雰囲気など趣向を
こらしたブース展示がありました。
ブースでは現場職員や採用担当者と面談でき、求人
や施設の詳細、福利厚生、子育て支援制度の有無な
ど、さまざまなことが聞けます。面接会とは違い、賑
やかな雰囲気なので、参加者の皆さんも気軽にいろい
ろなことを聞いていました！
浴衣姿の楽しいブースや
お土産がもらえる
ブースも★
見学会や採用試験の
情報もゲットできます！

参加法人の
PRポイントや
各種情報が満載の
冊子を参加者に
配布！

福祉のお仕事就職支援セミナー
午前中は「福祉の未来の可能性と自分に合った職場の見つけ方」と
いうテーマで「らしさ研究所 代表 門野友彦氏」によるセミナーを
開催しました。午後の面談会にも直接活かせるような内容で、約 70
名の参加者からは「介護職の将来性がよくわかりました。」、「自分に
合う職場の特徴を知ることができました。」と好評でした。

就職フェア参加者に

インタビュー!!

今日は何ヵ所面談しましたか？

面談会への参加は初めてですか？

高齢と障害分野のブースを5ヵ所ほ
ど面談しました。

初めてです。実務者研修を通じて知
りました。

参加してみていかがでしたか？

参加してみていかがでしたか？

いろいろな施設の情報が得られ、就
職先を選ぶ良いきっかけになりまし
た。8月に見学会がある施設があっ
たので行ってみようと思います。

求人広告などではわからないことも聞
けるし、顔が見えるというのが一番い
いです。何ヵ所か聞くと違いもわかる
ので、就職活動の参考になりました。

短大２年生の石川さん。
同級生と一緒に参加され
ており、意欲的にブース
を回っていました。

介 護 労 働 安 定 センター
の 実 務 者 研 修を受 講 中
の増渕さん（左）。
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保育のお仕事 就職フェア 2016 合同面談会
【日時】８月30日㊋ 10:30〜15:00
栃木県内の保育所・
宇都宮市若草1‑10‑6

入退場
自由

とちぎ保育士・保育所支援センター
相談コーナー開設！
お仕事に関する疑問や質問
資格に関するお問い合わせ
とちぎ保育士・保育所支援センターの事業について
求職登録の方法について
…など

そんな方にお勧めのフェアです。お気軽に
お越しください。（託児はありません）
お仕事の内容・施設の雰囲気・勤務条件…
などなど

各会場とも託児があります

履歴書
不要

求人票だけではわからないことを
相談できる貴重な機会です。

『保育のお仕事に就きたい！』
『県内にはどんな施設があるのだろう？』
『保育士として就職したいけれど、
ブランクがある…』
『勤務時間について相談してみたい』

日

申込
不要

認定こども園など、
県内50以上の施設が参加します。

【場所】とちぎ福祉プラザ １F・３F

エリア別フェアも
開催します！

参加費
無料

その他、当日のブースのまわり方など、困ったとき
には、遠慮なくスタッフにお声かけください。

程

エリア名

会

場

11月10日㊍ 県南エリア 〈小 山 市〉ゆめまち 小山市小山城南市民交流センター
11月24日㊍ 県北エリア 〈那須塩原市〉健康長寿センター
12月16日㊎ 県央エリア 〈宇 都 宮 市〉とちぎ福祉プラザ

福祉のお仕事 就職フェア エリ ア 別
県内を地域ごとにエリア分けし、合同面談会を行います。
地域ごとに行うので、その地域内の法人・事業所が多数

参加費
無料

申込
不要

履歴書
不要

入退場
自由

参加。地元や地域を絞ってお仕事を探したい方や地元の事
業所に話を聞いてみたいという方はぜひご参加ください！
開

面談会が初めての
方も安心！
福祉人材・研修センター
総合相談コーナーが
あります！

直接会場に
お越しくだ
さい。
■11月以降の
開催予定

日

エリア

会

場

主な参加事業所対象エリア

１

８月 27日

県東
地域

真岡商工会議所

真岡市、芳賀町、
益子町、市貝町、茂木町
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９月 10日

県南
地域

栃木市栃木文化会館

栃木市、小山市、下野市、
野木町、壬生町、上三川町
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10月 22日

県北
地域

健康長寿センター

大田原市、矢板市、那須塩原市、
塩谷町、那須町、那珂川町

開

催

日

エリア

真岡市荒町1203

栃木市旭町 12 16

那須塩原市南郷屋 5 163
会

場

主な参加事業所対象エリア
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11月 26日

県南地域

小山グランドホテル
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12月 17日

県央地域

とちぎ福祉プラザ（多目的ホール） 宇都宮市、鹿沼市、日光市、さくら市、
宇都宮市若草1 10 6

那須烏山市、高根沢町
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１月 14日

安足地域

足利市民プラザ（小ホール）

足利市、佐野市
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２月 18日

県内全域

とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）

FUKUSHI-JOB SEARCH

2

催

小山市神鳥谷202

足利市朝倉町 264

宇都宮市若草1 10 6

栃木市、小山市、下野市、野木町、壬生町、
上三川町 （結城市他、茨城県県西地域合同）
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５年間定着率 100％
働きやすい職場づくり

わらしべの里
［所在地］栃木市大宮町
※就労継続支援事業

特色のある取組や働く人目線の取組をしている事業所をシリーズで紹介します。
今回は栃木市の「社会福祉法人わらしべの里」です。閑静な住宅街に「就労継
続支援事業※（B型）わらしべの家」を運営。従業員は９名、利用者定員は35名。
利用者のことを「なかま」と呼んでおり、職員・利用者の一体的な雰囲気が特徴
のわらしべの里さんをご紹介します。

一般企業への就職が困難な障害
者に働く場を提供し、知識や生
活上必要な訓練や支援を行う。
雇用契約を結ぶものをＡ型、非
雇用型をB型という。

施設長さんに
聞きました

充実した福利厚生と職員同士のフォロー体制
定着率100％につながっている取組は何ですか？

10年ほど前までは職員が定着しないことが悩みの種でした。その頃から、環境改善に取り組み、職員
へのまめな声かけで悩みを聞いたり、福利厚生の改善などを行いました。福利厚生では「ソウェルクラ
ブ※」に加入し、職員が余暇も楽しめるようにしています。土・日・祝を基本休み（月１回程度土曜出
勤）にしているので、職員もプライベートを大切にしながら働くことができ、それが定着にもつながっ
ているのだと思います。
わらしべの家施設長
金坂 尚慶 さん

※ソウェルクラブ… 福祉職員のみが加入可能な全国規模の福利厚生制度。各種お祝い品や健康診断助成のほか、ツアー
やチケットの格安購入、全国多数の施設が会員料金で使用可能など多くのサービスが受けられる。

どのくらいの年代の方が多く働いていますか？
30〜40代がメインで20代から働いている職員も多いです。年代的に小さい
お子さんのいる職員も多く、子どもの体調不良等で急遽休まれることもありま
すが、みんな「お互いさま」と考えてフォローし合っています。

利用者の方を「なかま」と呼ぶようになった由来を教えてください。
30年くらい前、当施設の規模も小さかったため、利用者と職員が同じご飯を
食べ、同じ作業をし、家族のような関係でした。その頃は措置制度の時代で、
利用者に対し「就労支援」ではなく「指導」の風潮があり、利用者と職員が対
等の立場にない施設が多かったです。利用者と職員が同じ「なかま」であり、
対等な関係であるということから、「なかま」と呼ぶようになりました。

自 主 製 品 事 業 で は、
色鮮やかな「さをり織」
を作製しています。

県内では数少ないバイオ
ディーゼルの精製作業を
実 施。栃 木 市のご み 収
集車などに利用されてい
ます。

他業界から福祉職に転身！職員さんにインタビュー！
他業界を経験後、福祉の道に進んだ佐藤さん。20代でわらしべの里に入り、入職10年目。現在はサービ
ス管理責任者として、作業現場の中核を担っています。

他業界から福祉職を目指したきっかけは？
中学・高校の頃から福祉職に興味はありましたが、「難しそう」というイメージがあり、他業界に就職
しました。その後、身近な人が福祉関係に進んだのをきっかけに、「自分でもできるんじゃないか」と
思い、それまでの仕事を辞め、介護福祉士の専門学校に入学しました。
サービス管理責任者
佐藤 崇裕 さん

実際に福祉関係に進んでみてどうでしたか？
専門学校ではいろんな分野を見て回りましたが、知的障害者の施設に行ったときがすごく楽しくて、障
害分野に進もうと決めました。今考えてみると「福祉職は難しくて自分にはできない」と自分で勝手に
限界を決めてしまっていたのだと思います。今は「難しそう」って何だったのかと思うくらい福祉の仕
事が自然と生活の一部分になっています。

お二人から福祉職を目指す方にエールをお願いします♪
「他業種の方でも福祉職に興味がある方がいればどんどん飛び込んできてください。他業種を経験し
た方のほうが、いろいろな新しい福祉の見方ができます。これからの福祉はそういった新しい風が必要
になると思います。ぜひその才能を福祉で生かしてみてください！」
（金坂さん）
「福祉の仕事というと『難しそう』
『自分にできるのかな』と思ってしまう方もいると思います。しかし、
笑顔がさわやかなお二人。
二人とも同年代のお子さんが
いるイクメンさんです。

興味をもっているのなら『まず飛び込んでみる！』です。自分で考えていても自分の範囲でしか考えら
れないのですから。仕事は何の仕事でも大変です。福祉は特別という先入観は捨てて、まずは飛び込ん
でみてください。一歩踏み込んだ先には、きっと得られるものがたくさんありますよ。
」
（佐藤さん）

お二人ともありがとうございました!!
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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

『福祉・介護職体験学習』
をご活用ください！

『福祉・介護職スタート講座』開催中！

１日から３日の範囲で、県内の福祉施設でのお仕事を体験できま

募集定員を超える申し込みをいただき、大

す。高齢分野、障害分野の各分野で１回ずつ体験ができますので、

好評をいただいている『福祉・介護職スター

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。

ト講座』。今年度は残り２回となりました。

高校生以上であれば、どなたでもご利用いただけます！学生の方
は、夏休みを利用してみるのはいかがですか？

自分の可能性を広
げられるチャンス
です！ぜひ、体験
してみま
せんか？

《体験期間》
平成 28 年５月６日㊎〜平成 29 年３月 10 日㊎
（申込期限：平成 29 年２月 24 日㊎まで）
《申 込 先》福祉人材・研修センター

現役の職員の方から、仕事の内容ややりが
い等の話、どのように就職活動したかなどの
話も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！
《開催日》※すべて13:30〜15:30
■第３回

福祉のお仕事出張相談のお知らせ

予約
不要

《相談時間》13:00 〜 16:00（受付 15:45 まで）
《相談日程》
会

場

開設曜日

会

《会

場

開設曜日

ハローワーク 鹿

沼 第１・３ 火曜日

ハローワーク 小

山 第２・４火曜日

ハローワーク 栃

木 第１・３ 火曜日

ハローワーク 日

光 第 ４ 水曜日

ハローワーク 佐

野 第 １ 水曜日

ハローワーク 黒

磯 第２・４月曜日

ハローワーク 足

利 第 ３ 水曜日

ハローワーク 那須烏山 第 ２ 水曜日

ハローワーク 真

岡 第１・３ 水曜日

ジ ョ ブ モ ー ル 第 ２ 水曜日

ハローワーク 矢

板 第２・４火曜日

パルティ

ハローワーク 大田原 第１・３ 月曜日

第 ４ 水曜日

※直接会場にお越しください。

『介護・保育のお仕事復帰講座』開催中！
介護職・保
育職に復帰す
るにあたって、
知識や技術を
もう一度確認するための
講座です。
昨年度はこの講座に参
加して実際に就職した方
が多数！ やっていけそ
う！自信が持てた

具体

的な事例を聞いて自分の
中にあった不安が解消 な
どの声も。ぜひこのチャ
ンスをお見逃しなく。

介護のお仕事復帰講座
《開催日》※すべて10:00〜15:00
■第２回

10月20日㊍

■第３回 （平成29年）
１月21日㊏
《会

場》とちぎ福祉プラザ
３階 福祉研修室 他

《申込先》福祉人材・研修センター

託

児

※要予約
《対象年齢》
生後6ヶ月〜
就学前の幼児

■第４回

無料

障害分野 ８月 20 日㊏
〜障害施設での支援員のお仕事〜
高齢分野 ９月 17 日㊏
〜特別養護老人ホームでのお仕事〜

場》 とちぎ福祉プラザ
３階 社協会議室

《申込先》 福祉人材・研修
センター

福祉人材・研修センター

土曜開所日のお知らせ
第３土曜日

《開催日》8/20・9/17・10/15
《時

間》9:00 〜 17:00

託児
あり

保育のお仕事復帰講座
《開催日》※すべて９:30〜14:30
■県北エリア ９月28日㊌
健康長寿センター

［那須塩原市］

■県南エリア 10月 4 日㊋
［小山市］
ゆめまち 小山市小山城南市民交流センター
■県央エリア 10月26日㊌
［宇都宮市］
とちぎ福祉プラザ
《申込先》とちぎ保育士・保育所支援センター ℡028-307-4194

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

8/１現在 福祉人材センター有効のもの

792件 （正職員 405件

高齢者福祉分野………705件
児童・母子福祉分野…119件

非正職員 387件

）

障害者福祉分野…110件
その他……………… 6件

※矢印 は5/1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 わ 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
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）

▶▶▶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。

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

4

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

