福祉人材・研修センター

お問い合わせは当センターまで

とちぎ

まだまだあります。
センター活用術！

小・中・高校生には！『介護のお仕事出前講座』

福祉人材・研修センター

介護の仕事の内容や魅力を伝えに、県内の小学校・中学校・高等学校に出向いて講座を開催します。
実際の現場で働いている方の 生の声 を届けにいきます！

NEW

『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）受講費用助成制度』
自己負担で初任者研修受講後、新たに介護のお仕事を始める方に、初任者研修受講費用の

先着

2017

50名
程度

半額（５万円以内）を助成します。

No.189

上手に活用！『介護・保育（再）就職準備金の貸付制度』

平成29年５月15日号
（年４回発行）

○介護：貸付上限額

20万円（無利子）

★いずれも２年間勤務で全額返還免除

○保育：貸付上限額

40万円（無利子）

★保育料一部貸付もあります。お問い合わせください。
お申込・お問い合わせ▶介護：福祉人材・研修センター

ともに、１人あたり１回限り

保育：とちぎ保育士・保育所支援センター

時

間▶９: 00〜17 : 00

とちぎ保育士・保育所
支援センター

開所日▶５/20・６/17・７/15

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

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

お問い合わせは各実施機関まで

■介護支援専門員 受験対策講座 ※締切は６月20日（火）
《介護支援専門員試験準備講習・2日間コース（模擬試験あり）》
日 時：８/19㊏、20㊐
※19日 講義 10：00〜16：00（受付開始 9：30〜）
20日 模擬試験（解説付き）
９：45〜16：00（試験説明 9：45〜）
（試験開始10：00〜）
受講料：13,908円（税込・模擬試験代込）＋テキスト代
会場：コンセーレ（宇都宮市駒生）定員：40名（先着順）

社会福祉法が改正され、介護福祉士の資格を持つ方の届出制度がスタートしました。
介護福祉士の資格を持つ方の届出は努力義務となっていますが、介護職員実務者研修・介護職員初任者研修・介護
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届出は「福祉のお仕事」
トップページ（右図）❶ま
たはQRコードより入り、
【新規登録】➡【利用規約

■福祉用具専門相談員指定講習会

に同意】➡【メールアドレス等設定】➡設定したア

期日：６/19㊊・20㊋・26㊊・27㊋・28㊌・29㊍・30㊎
全7日間（50時間）
時間：9：00〜18：00（日によって16時又は19時終了）
受講料：53,000円（税込・テキスト代込）
会場：とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草）
定員：25名

ドレスに発行用URLが送付されますので、必要事
項を入力してください。
届出をすると、各種サポートが受けられます！

お申込・お問い合わせ▶NPO法人 とちぎノーマライゼーション研究会

℡・℻ 028‑627‑2940

［担当］伊沢

お申込・お問い合わせ▶介護労働安定センター栃木支所

℡ 028‑643‑6445

［担当］若井

介護福祉士試験受験申込書の受付期間
平成29年８月上旬〜９月上旬（詳細は6月下旬ごろ発表となります。）

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

5/１現在 福祉人材センター有効のもの

472件 （正職員 243件

高齢者福祉分野………433件
児童・母子福祉分野…100件

非正職員 229件

）

障害者福祉分野… 37件
その他…………… 11件

※矢印 は２/1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・研修センター

案内板

（福祉人材無料職業紹介所）

▶▶▶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。

とちぎ福祉プラザ３階 案内板

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）

至大谷

FAX 028 & 623 & 4963

（宇都宮インター）

宇都宮環状線
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

サポート1

介護等に関する最新情報をお届けします。

サポート2

知識や技術の再習得研修、職場体験のサ
ポートをします。

サポート3

再就職希望の場合、ホームページ上のサ
ポートだけではなく、福祉人材センター
が再就職の手伝いをします。

作新
学院

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅
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1

求職登録をするには

福祉人材・研修センター アクセス

日光街道

〒320-8508

23))〜*03))

介護福祉士等届出制度スタート

届出をするには

その他

月〜金・第３土

職員基礎研修・ホームヘルパー１級･２級を所有している方も、届け出ることで支援を受けることができます。

お気軽にお越しください。スタッフ一同心よりお待ちしております！
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http://www.tochigikenshakyo.jp

ニュース

平成29年4月から

℡ 028‑643‑5622
℡ 028‑307‑4194

福祉人材・研修センター

■土曜日開所のお知らせ（第３土曜日）

福祉職をめざすあなたを応援します

ホームページがリニューアルされ、インターネット上で求職登録が可能に

「福祉のお仕事」
ホームページも
リニューアル
しました！

なりました。人材センターに来所しなくても求職活動ができますので、遠
方の方も是非ご利用ください。
登録をご希望の方は、
「福祉のお仕事」
トップページ（図❷）から
【新規登
録】
をしてください。また、検索のみの場合は❸を押していただくと詳細検索画面に移り
ます。今までどおり、人材センター窓口での登録も可能です!就職・転職に関する相談も
随時行っております。皆さまの来所＆登録をお待ちしております。

東武宇都宮駅

至栃木市
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平成29年度 福祉人材・研修センター事業のご案内
6月17日

訪

事

お年寄りの「介護」はどんな仕事？①

第２回

8月19日

小規模多機能型居宅介護施設のお仕事

お年寄りの「介護」はどんな仕事？②

第３回

10月21日

特別養護老人ホームのお仕事

お年寄りの「介護」はどんな仕事？③

第４回

12月 9日

障害者福祉施設でのお仕事

障害のある方を「支援」する仕事って？

介護付き有料老人ホームのお仕事

お年寄りの「介護」はどんな仕事？④

第５回

（平成30年）

2月10日

問

介

護

の

お

仕

※上記すべて10：00〜12：00
会

場

とちぎ福祉プラザ

３階

社協会議室

2月10日のみ協力施設でのスタート講座となります。

実際に現場へGO！『福祉・介護職見学・体験』

見学・体験期間

平成29年5月 8日（月）〜平成30年3月9日（金）

受付期間

平成30年2月23日（金）まで

ブランクがあっても安心！ 現場へ戻るための事前準備をしてみませんか？
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。小さなお
子様がいる方を対象に、託児も行います。

介護のお仕事復帰講座
開催日

第１回

平成29年 7月15日

第２回

平成29年 8月19日

第３回

平成29年12月 9日

第４回

平成30年 1月20日

※すべて13：30〜15：30
会

場

とちぎ福祉プラザ ３階

社協会議室 他

８月19日・１月20日は協力施設での
開催です。

2

保育のお仕事復帰講座
開催日

県南エリア
県北エリア
県央エリア

８ 月22日

栃木公民館［栃木市］

９ 月23日

健康長寿センター［那須塩原市］

11月25日

総合コミュニティセンター［宇都宮市］

※すべて10：00〜14：30

どうぞご活用ください

県内の400以上の福祉施設でのお仕事を見学・体験できます。
見学コースは、施設内の見学や説明
体験コースは、利用者との交流や介護・介助、配膳などの業務補助が
体験できます。
この機会に福祉のお仕事にチャレンジしてみませんか？

福祉人材・研修センターでは︑より多くの方々に福祉のお仕事を知っていただこうと様々な事業を

第１回

行っております︒興味はあるけれどどんなことから始めていいかわからない︑資格はもっているけれど

開催日

どんな施設が自分に合っているか不安︒そんなあなたを専門のスタッフがサポートいたします︒

現役の職員の方から、仕事の内容ややりがい等の話を聞くことができます。質疑応答の時間もあり
ますよ！興味のある方ならどなたでもOK！資格の有無は問いません。

〝福祉のお仕事〟といえば福祉人材・研修センター

まずは話を聞いてみよう！『福祉・介護職スタート講座』

今年度も盛りだくさんの事業で
皆様を応援いたします

チャンスを逃すな!!『福祉＆保育のお仕事就職フェア』
福祉施設の採用担当者などから、仕事の内容や勤務条件などを確認できます。また、求人票だけで
はわからないことを直接聞くことができるチャンスです。面接ではないので気軽に疑問質問を解
決。次のステップに行くための第一歩を踏み出してみませんか？
［日 程］

［イベント名］

［場 所］

7月29日

福祉のお仕事就職フェア 2017・夏

とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

7月30日

保育のお仕事就職フェア 2017・夏

とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

8月26日

福祉のお仕事就職フェア（県北エリア）

矢板市生涯学習館

9月 2日

福祉・保育のお仕事就職フェア（県南エリア） 栃木市栃木文化会館

10月14日

福祉のお仕事就職フェア（県東エリア）

10月28日

福祉・保育のお仕事就職フェア（県北エリア） 健康長寿センター（那須塩原市）

11月 4日

福祉のお仕事就職フェア（安足エリア）

12月16日

福祉・保育のお仕事就職フェア（県央エリア） とちぎ健康の森（宇都宮市）

H30

真岡商工会議所
足利市民プラザ

1月27日

福祉のお仕事就職フェア（県南エリア）

小山市中央公民館

2月17日

福祉のお仕事就職フェア 2018・冬

とちぎ健康の森（宇都宮市）

※開催時間等は日程によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

★7月29日（土）には求職者向けのセミナーを開催します★
福祉業界を中心に講師として全国で活躍されている、元リクルートのプロ講師『らしさ研究所
代表 門野友彦氏』を講師に迎え、求職活動をどのようにしていけばいいのか、自分に合った
事業所の見つけ方など、具体的な話を聞くことができます。このチャンスをお見逃しなく！

福祉の仕事のことをもっと身近に！『福祉のお仕事出張相談』
県内のハローワーク等に、キャリア支援専門員が出向き、仕事の内容や資格取得の仕方、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、どなたでもご利用いただけます。

平成29年度キャリア支援専門員 左から（担当区域）
海老澤 清：（黒磯・鹿沼・日光・佐野・足利）
篠原 愛子：（矢板・大田原・ジョブモール・パルティ）
大島 清美：（栃木・真岡・小山・那須烏山）

会
場
ハローワーク鹿
沼
ハローワーク栃
木
ハローワーク佐
野
ハローワーク足
利
ハローワーク真
岡
ハローワーク矢
板
ハローワーク大 田 原
ハローワーク小
山
ハローワーク日
光
ハローワーク黒
磯
ハローワーク那須烏山
ジョブモール
パルティ

開設曜日
第１・３火曜日
第１・３火曜日
第１水曜日
第３水曜日
第１・３水曜日
第２・４火曜日
第１・３月曜日
第２・４火曜日
第４水曜日
第２・４月曜日
第２水曜日
第２水曜日
第４水曜日
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