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▶▶▶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。
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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

その他 お問い合わせは各実施機関まで

中高年から新たな道への第一歩！
介護職員初任者研修を開催！

　当センターでは栃木県内にお住まいの50歳以上の方を対象に、「介護職員初任者研修（※旧ホームヘルパー
２級）」を開催しています。受講生の方には本センターに求職登録をしていただき、個別の就職相談や研修修
了後の就職あっせん等も行っています。また、本センター主催の「就職フェア」（事業所との就職相談会）へ
参加し、よりスムーズな就職につながるよう支援しています。

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

《体験施設》県内約340ヵ所から選べます
《対 象 者》高校生以上
《申 込 先》福祉人材・研修センター

福祉の魅力を体験しよう！『福祉・介護職体験学習』
申込期限：平成29年2月24日（金）まで

福祉のお仕事出張相談のお知らせ
予約
不要

※直接会場にお越しください。

第３土曜日 《開所日》2/18・3/18・4/15  《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
介護職で求職中のため
資格がとりたい

定年後もまだ働きたい

親の介護をして興味をもった
子どもに手がかからなくなっ
たので少し働きたい

人のためになる仕事をしたい 地域のボランティア等で
活躍していきたい

受講動機は
さまざま

就職フェアに参加することで仕事の詳細なども聞け、
中には施設見学を予約する方も。

研修中の様子
座学での講義のほかに、介護実技や施設実習も行います。

日　程：４月～翌年３月の原則土曜日（全13回）
時　間：13：30～16：30
会　場：コンセーレ会議室
受講料：半期（６ヵ月）29,500円／全期（１年間）54,000円

■2017年度　初心者のための心理学講座　
　第18期ピア･カウンセラー研修講座のご案内日　程：スクーリング（下記日程14日間）他

　　　　４月→４/25～６/22　　６月→６/29～８/24
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

■介護職員初任者研修養成講座のお知らせ

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
〒320-0851　宇都宮市鶴田町2561-2

℡ 028-638-1650

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
〒321-0345　宇都宮市大谷町2003-3

℡ 080-1317-4805　℻ 028-666-0770

求人状況報告

受付求人数　738件　（正職員 384件　   非正職員 354件 　）
高齢者福祉分野………602件　　　障害者福祉分野…85件　　　児童・母子福祉分野…201件　　　その他………………10件

２/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は11/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

締切
間近

参加費
無料

これから介護職・保育士への（再）就職をする方に、
就職のための準備金などを無利子でお貸しします。

お申込み・お問い合わせ先

お申込み・お問い合わせ先

福祉人材・研修センター（貸付担当） TEL 028‒643‒3300

とちぎ保育士・保育所支援センター（福祉人材・研修センター内）
 TEL 028‒307‒4194 HP  https://www.tochigi-hoikushi-center.org/

就職に必要な経費として、
無利子で貸付

貸付
上限額

貸付
内容

20万円
１人あたり１回限り

無利子

໐貸 付 額　保育料の半額で、月額２万７千円
以内（未就学児が複数いても上記の金額内）

໐貸付期間　保育所等に保育士として勤務す
る期間。ただし、貸付額は勤務を開始した月
から起算して12か月分を限度とします。

　介護職員初任者研修とは、在宅・施設を問わず最低限の知識・技術を習得し、基本的な介護業務が
できることを目的とした研修（１３０時間）です。研修を修了すると、「研修修了」資格が得られます。従
来の訪問介護員（ホームヘルパー）２級から移行され平成25年からスタートしたもので、訪問介護員
として働くために必須の資格です。

どこで研修を受講できるの？
　栃木県の指定を受けている事業所が県内各地で研修を開催しています。研修は通学と通信があり、研修期間・場所
や受講料も実施団体によって異なります。栃木県のホームページに「初任者研修課程指定事業所一覧」が掲載されて
いますので、詳しくは各実施団体にお問い合わせください。

中高年齢者向け
介護職員初任者研修の概要
［受講期間］

［会　場］

平成28年 11/１～ 29年 １/31
平成29年 １/４～ ３/31

ニチイ学館
（宇都宮・栃木・大田原の３教室）
※１月生は宇都宮のみ

介護職員初任者研修ってどんな資格？

11月生

１月生

※週３回（１日約６時間）程度の講座を
　３ヵ月受講

いずれも２年間勤務で全額返還免除
対象、申込方法などについては、下記までお問い合わせください。

介 護 再就職準備金貸付

保 育 就職準備金貸付

貸付
内容

保 育 保育料の一部貸付

とちぎとちぎ

福祉人材・研修センター福祉人材・研修センター
栃木県社協 検 索 NewsNews

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会　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       028-643-5622TEL

ニュース
http://www.tochigikenshakyo.jp
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青柳理事長（左）と大貫人事担当（右）

社会福祉法人朝日会　青柳理事長

理事長さんに聞きま
した

働いている職員さんにインタビュー！

　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。
　今回は宇都宮市の「社会福祉法人朝日会」です。特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホームなど数多
くの高齢施設を運営し、地域に根ざした多種の斬新な介護サービスを展開。法人全従業員は400名超。
　介護補助業務を導入し、従業員の様々な働き方に柔軟に対応している朝日会の取組をご紹介します。

実際に中高年齢者向け初任者研修を受講している方に受講のきっかけや感想などについて聞きました。

短時間勤務の「介護補助業務（パート）」を導入。
中高年齢者や子育て中の方のニーズに柔軟に対応！

【所在地】宇都宮市針谷町

機能訓練に特化した少人数のデイサービス
「健康教室」を実施。利用者に合わせた

サービスを展開しています。

介護業務を細分化。役割分担で働きやすく。　
　　　　　　　社会福祉法人 朝  日  会

Q 導入のきっかけは？
A 2年ほど前から導入していますが、それ以前から介
護職に応募してくる方の年齢層が高くなっている
状況がありました。実際に中高年齢の方は自分の
時間も大切にしたい方や体力的な面で短時間パー
トを希望する方が多かったため、そのような方の
働き方に柔軟に対応できるよう導入しました。

今では子育て中の方など様々な方のニーズにも対応できるような時間設定もしています。

Q 介護補助業務は具体的にどのように設定していますか？
A 常勤が行っていた業務全般を、直接介護（食事介助等）と介護以外（清掃等）などに細
かく分けています。それぞれの業務を3時間程度の働きやすい時間帯で設定しています。
（※右図参照）

Q 実際にどのような方が働いていますか？
A 中高年の方や子育て中の方が多くいます。学生で土日のみ働く方もいました。勤務時
間は働く側の希望も聞きながら柔軟に対応しています。

Q パートから常勤や正職員に登用はありますか？
A 未経験でパートから働き始め、常勤になっている方は何人もいますし、60代から
パートで働き、常勤になった方もいます。子育てが一段落して、パートから正職員に
なった方もいます。

Q 導入によって正職員の働き方は何か変わりましたか？
A 介護以外の業務負担が減ったことで、介護業務をメインにでき、介護の質の向上につ
ながりました。また、食事介助など人手がかかる時間帯にパート職員がいるため、休
憩時間もしっかりとれます。パート職員も半年もすれば、担当業務は正職員と同程度
のレベルでできるようになっているので、頼れる戦力です。

ありがとうございました!!

施設内清掃・雑役
　　　　　　  9：00～12：00（3h）
　　　　　　13：00～16：00（3h）
洗濯　　　　13：00～17：00（4h）
建物内外管理
　　　　　　  8：00～12：00（4h）
　　　　　　13：00～17：00（4h）
介護パート　  6：30～  9：00（2.5h）
（食事介助等）17：00～19：30（2.5h）
　　　　　　10：00～13：00（3h）
　　　　　　12：30～16：30（4h）
送迎パート　  8：30～10：00、
　　　　　　16：00～18：30（4h）

介護補助業務（パート）
一覧  ※抜粋

ボランティア活動がきっかけに 小野 真理子さん１月生

　福祉・保育の仕事に就きたい方や福祉･保育職に関心のある方などを対象とした就職相談会です。
17日は保育施設、18日は福祉（高齢・障害・児童）施設が参加（２日間で約100施設）。
　各施設で個別の相談ブースを設け、職員募集や職種・勤務内容、施設見学などについて説明します。また、福祉人材・研修
センターの相談ブースもありますので、福祉職未経験の方や学生の方も安心してご参加いただけます。多くの情報が得られる
このチャンスを、どうぞお見逃しなく！

を開催します！のお仕事就職フェア福祉 保育

福祉保育 2月17日金

2017
冬

［保育施設］
2月18日土
［高齢・障害・児童施設］

参加費無料

開催時間

申 込 不 要 入退場自由

両日とも13：00～15：30
（受付15：00まで）

会　　場

［お問合せ先］　福祉人材・研修センター　TEL 028-643-5622

とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草1-10-6）

17日のみ
託児あり
要予約

１人目が生まれたときは８：00～13：00で、２人目が生まれて落ち着いてからは８：30～16：30で働いています。
介護パートではどのような時間帯で働いていますか？

子どもが小さいので急遽休まなくてはならないこともありますが、他の職員さんも理解してくれて助かっ
ています。子どもも母親と離れている時間があることで成長する部分もあります。もし、子育て中でも働
きたい気持ちがある人がいたら、短時間からでも働いてみてほしいです。

実際に働いてみてどうですか？

現在二人のお子さんの子育てをしながら介護パートで勤務して
いる職員の方に話を聞きました。（Tさん・女性）

　「介護」という言葉を聞くと難しく思えますが、「その人の生活を支援していく」「そ
の人に喜んでもらう」ことです。介護の仕事はさまざまな良いことを感じられる、自分自
身も成長できる仕事です。相手をしっかり見て、話す。それができれば誰にでもできます
から、難しく考えすぎず介護の仕事に一歩踏み込んでみてください。　　   （青柳理事長）

　中高年の方で自分の親のお世話をしたことがある方は、その経験が必ず活きる仕事で
す。そのような方も介護未経験の方でも、興味があるなら是非一度やってみてください。

（大貫人事担当）

介護職を目指す方にエールをお願いします♪

1デイサービスや特養での傾聴ボランティアをしていますが、そこでボランティア仲間から初
任者研修の話を聞きました。初任者研修の資格や介護の仕事についてよく知らなかったので、
福祉人材・研修センターの就職フェアに参加して直接事業所の方の話を聞きました。そして、
「まずは勉強し、資格を取得したい」と考え、受講をすることにしました。子どもも自立し手

が離れたので、自分の役割として今度は人の役に立てればと考えています。　 　　
2専門的に勉強していくといろいろなことを考えさせられます。親の介護に直面している方は本当に大変と感じる
とともに、介護の仕事の重要性を実感しました。
3今までやってきたボランティアでの関わりも好きなので、学んだことを活かしボランティアとして地域で活動し
ていくか、介護職としてパートで働くかどちらかで考えています。１月から受講開始したばかりなので、学びなが
ら、直接介護現場なども見てみて、自分の進む道を決めていきたいと思っています。

新たなステージでの活躍を 桜井 新平さん11月生

1定年まで勤め上げ、別業種で昨年５月まで働いていました。まだ体力的にも働けること、福
祉には以前から興味があったことから、今度は福祉の世界に飛び込んでみようと思い、初任者
研修を受講しました。　 　　
2介護には「おもいやり」の気持ちがとても大切だということを強く感じました。介護のこと

を学びながら、自分自身に置き換えて考えさせられるよい機会にもなりました。
3常勤でもパートでも構いませんが、障害者施設で働ければと思っています。現在、就職に向け、就職フェアで面談
した事業所に見学にも行っています。福祉の実務経験はありませんが、人生経験という強みを活かせればと思います。

今年度最後の
就職フェア
です！

1 受講のきっかけ　　2 受講した感想　　3 研修修了後の進路について受講生インタビュー！
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Q 実際にどのような方が働いていますか？
A 中高年の方や子育て中の方が多くいます。学生で土日のみ働く方もいました。勤務時
間は働く側の希望も聞きながら柔軟に対応しています。

Q パートから常勤や正職員に登用はありますか？
A 未経験でパートから働き始め、常勤になっている方は何人もいますし、60代から
パートで働き、常勤になった方もいます。子育てが一段落して、パートから正職員に
なった方もいます。

Q 導入によって正職員の働き方は何か変わりましたか？
A 介護以外の業務負担が減ったことで、介護業務をメインにでき、介護の質の向上につ
ながりました。また、食事介助など人手がかかる時間帯にパート職員がいるため、休
憩時間もしっかりとれます。パート職員も半年もすれば、担当業務は正職員と同程度
のレベルでできるようになっているので、頼れる戦力です。

ありがとうございました!!

施設内清掃・雑役
　　　　　　  9：00～12：00（3h）
　　　　　　13：00～16：00（3h）
洗濯　　　　13：00～17：00（4h）
建物内外管理
　　　　　　  8：00～12：00（4h）
　　　　　　13：00～17：00（4h）
介護パート　  6：30～  9：00（2.5h）
（食事介助等）17：00～19：30（2.5h）
　　　　　　10：00～13：00（3h）
　　　　　　12：30～16：30（4h）
送迎パート　  8：30～10：00、
　　　　　　16：00～18：30（4h）

介護補助業務（パート）
一覧  ※抜粋

ボランティア活動がきっかけに 小野 真理子さん１月生

　福祉・保育の仕事に就きたい方や福祉･保育職に関心のある方などを対象とした就職相談会です。
17日は保育施設、18日は福祉（高齢・障害・児童）施設が参加（２日間で約100施設）。
　各施設で個別の相談ブースを設け、職員募集や職種・勤務内容、施設見学などについて説明します。また、福祉人材・研修
センターの相談ブースもありますので、福祉職未経験の方や学生の方も安心してご参加いただけます。多くの情報が得られる
このチャンスを、どうぞお見逃しなく！

を開催します！のお仕事就職フェア福祉 保育

福祉保育 2月17日金

2017
冬

［保育施設］
2月18日土
［高齢・障害・児童施設］

参加費無料

開催時間

申 込 不 要 入退場自由

両日とも13：00～15：30
（受付15：00まで）

会　　場

［お問合せ先］　福祉人材・研修センター　TEL 028-643-5622

とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草1-10-6）

17日のみ
託児あり
要予約

１人目が生まれたときは８：00～13：00で、２人目が生まれて落ち着いてからは８：30～16：30で働いています。
介護パートではどのような時間帯で働いていますか？

子どもが小さいので急遽休まなくてはならないこともありますが、他の職員さんも理解してくれて助かっ
ています。子どもも母親と離れている時間があることで成長する部分もあります。もし、子育て中でも働
きたい気持ちがある人がいたら、短時間からでも働いてみてほしいです。

実際に働いてみてどうですか？

現在二人のお子さんの子育てをしながら介護パートで勤務して
いる職員の方に話を聞きました。（Tさん・女性）

　「介護」という言葉を聞くと難しく思えますが、「その人の生活を支援していく」「そ
の人に喜んでもらう」ことです。介護の仕事はさまざまな良いことを感じられる、自分自
身も成長できる仕事です。相手をしっかり見て、話す。それができれば誰にでもできます
から、難しく考えすぎず介護の仕事に一歩踏み込んでみてください。　　   （青柳理事長）

　中高年の方で自分の親のお世話をしたことがある方は、その経験が必ず活きる仕事で
す。そのような方も介護未経験の方でも、興味があるなら是非一度やってみてください。

（大貫人事担当）

介護職を目指す方にエールをお願いします♪

1デイサービスや特養での傾聴ボランティアをしていますが、そこでボランティア仲間から初
任者研修の話を聞きました。初任者研修の資格や介護の仕事についてよく知らなかったので、
福祉人材・研修センターの就職フェアに参加して直接事業所の方の話を聞きました。そして、
「まずは勉強し、資格を取得したい」と考え、受講をすることにしました。子どもも自立し手

が離れたので、自分の役割として今度は人の役に立てればと考えています。　 　　
2専門的に勉強していくといろいろなことを考えさせられます。親の介護に直面している方は本当に大変と感じる
とともに、介護の仕事の重要性を実感しました。
3今までやってきたボランティアでの関わりも好きなので、学んだことを活かしボランティアとして地域で活動し
ていくか、介護職としてパートで働くかどちらかで考えています。１月から受講開始したばかりなので、学びなが
ら、直接介護現場なども見てみて、自分の進む道を決めていきたいと思っています。

新たなステージでの活躍を 桜井 新平さん11月生

1定年まで勤め上げ、別業種で昨年５月まで働いていました。まだ体力的にも働けること、福
祉には以前から興味があったことから、今度は福祉の世界に飛び込んでみようと思い、初任者
研修を受講しました。　 　　
2介護には「おもいやり」の気持ちがとても大切だということを強く感じました。介護のこと

を学びながら、自分自身に置き換えて考えさせられるよい機会にもなりました。
3常勤でもパートでも構いませんが、障害者施設で働ければと思っています。現在、就職に向け、就職フェアで面談
した事業所に見学にも行っています。福祉の実務経験はありませんが、人生経験という強みを活かせればと思います。

今年度最後の
就職フェア
です！

1 受講のきっかけ　　2 受講した感想　　3 研修修了後の進路について受講生インタビュー！



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）
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3階）
TEL 028 643 5622   FAX 028 623 4963
▶▶▶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。

本 誌 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先 福祉人材・研修センター アクセス
●

●

日
光
街
道

至
大
谷

至栃木市

至JR宇都宮駅
　東武宇都宮駅作新

学院

足利銀行
本店

案内板 宇都宮環状線 （宇都宮インター）

案内板

宇都宮
中央女子高

●

● ●案内板 案内板

案内板

警察学校

国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

とちぎ福祉プラザ３階

福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

その他 お問い合わせは各実施機関まで

中高年から新たな道への第一歩！
介護職員初任者研修を開催！

　当センターでは栃木県内にお住まいの50歳以上の方を対象に、「介護職員初任者研修（※旧ホームヘルパー
２級）」を開催しています。受講生の方には本センターに求職登録をしていただき、個別の就職相談や研修修
了後の就職あっせん等も行っています。また、本センター主催の「就職フェア」（事業所との就職相談会）へ
参加し、よりスムーズな就職につながるよう支援しています。

　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。

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

火曜日
火曜日
水曜日
水曜日
水曜日
火曜日
月曜日

鹿　沼
栃　木
佐　野
足　利
真　岡
矢　板
大田原

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
ハローワーク

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
ジョブモール
パルティ

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

火曜日
水曜日
月曜日
水曜日
水曜日
水曜日

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

《体験施設》県内約340ヵ所から選べます
《対 象 者》高校生以上
《申 込 先》福祉人材・研修センター

福祉の魅力を体験しよう！『福祉・介護職体験学習』
申込期限：平成29年2月24日（金）まで

福祉のお仕事出張相談のお知らせ
予約
不要

※直接会場にお越しください。

第３土曜日 《開所日》2/18・3/18・4/15  《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
介護職で求職中のため
資格がとりたい

定年後もまだ働きたい

親の介護をして興味をもった
子どもに手がかからなくなっ
たので少し働きたい

人のためになる仕事をしたい 地域のボランティア等で
活躍していきたい

受講動機は
さまざま

就職フェアに参加することで仕事の詳細なども聞け、
中には施設見学を予約する方も。

研修中の様子
座学での講義のほかに、介護実技や施設実習も行います。

日　程：４月～翌年３月の原則土曜日（全13回）
時　間：13：30～16：30
会　場：コンセーレ会議室
受講料：半期（６ヵ月）29,500円／全期（１年間）54,000円

■2017年度　初心者のための心理学講座　
　第18期ピア･カウンセラー研修講座のご案内日　程：スクーリング（下記日程14日間）他

　　　　４月→４/25～６/22　　６月→６/29～８/24
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

■介護職員初任者研修養成講座のお知らせ

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
〒320-0851　宇都宮市鶴田町2561-2

℡ 028-638-1650

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
〒321-0345　宇都宮市大谷町2003-3

℡ 080-1317-4805　℻ 028-666-0770

求人状況報告

受付求人数　738件　（正職員 384件　   非正職員 354件 　）
高齢者福祉分野………602件　　　障害者福祉分野…85件　　　児童・母子福祉分野…201件　　　その他………………10件

２/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は11/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

締切
間近

参加費
無料

これから介護職・保育士への（再）就職をする方に、
就職のための準備金などを無利子でお貸しします。

お申込み・お問い合わせ先

お申込み・お問い合わせ先

福祉人材・研修センター（貸付担当） TEL 028‒643‒3300

とちぎ保育士・保育所支援センター（福祉人材・研修センター内）
 TEL 028‒307‒4194 HP  https://www.tochigi-hoikushi-center.org/

就職に必要な経費として、
無利子で貸付

貸付
上限額

貸付
内容

20万円
１人あたり１回限り

無利子

໐貸 付 額　保育料の半額で、月額２万７千円
以内（未就学児が複数いても上記の金額内）

໐貸付期間　保育所等に保育士として勤務す
る期間。ただし、貸付額は勤務を開始した月
から起算して12か月分を限度とします。

　介護職員初任者研修とは、在宅・施設を問わず最低限の知識・技術を習得し、基本的な介護業務が
できることを目的とした研修（１３０時間）です。研修を修了すると、「研修修了」資格が得られます。従
来の訪問介護員（ホームヘルパー）２級から移行され平成25年からスタートしたもので、訪問介護員
として働くために必須の資格です。

どこで研修を受講できるの？
　栃木県の指定を受けている事業所が県内各地で研修を開催しています。研修は通学と通信があり、研修期間・場所
や受講料も実施団体によって異なります。栃木県のホームページに「初任者研修課程指定事業所一覧」が掲載されて
いますので、詳しくは各実施団体にお問い合わせください。

中高年齢者向け
介護職員初任者研修の概要
［受講期間］

［会　場］

平成28年 11/１～ 29年 １/31
平成29年 １/４～ ３/31

ニチイ学館
（宇都宮・栃木・大田原の３教室）
※１月生は宇都宮のみ

介護職員初任者研修ってどんな資格？

11月生

１月生

※週３回（１日約６時間）程度の講座を
　３ヵ月受講

いずれも２年間勤務で全額返還免除
対象、申込方法などについては、下記までお問い合わせください。

介 護 再就職準備金貸付

保 育 就職準備金貸付

貸付
内容

保 育 保育料の一部貸付

とちぎとちぎ

福祉人材・研修センター福祉人材・研修センター
栃木県社協 検 索 NewsNews

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会　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       028-643-5622TEL

ニュース
http://www.tochigikenshakyo.jp
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