
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。
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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

第３土曜日 《開所日》8/19・9/16・10/21 《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

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？

実際に現場へGO！『福祉・介護職見学・体験』

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？
小さなお子様がいる方向けに、託児も行います。
【日時】県南エリア： 8月22日㊋  栃木市栃木公民館
　　　　県北エリア： 9月23日㊏  那須塩原市健康長寿センター
　　　　県央エリア：11月25日㊏  宇都宮市総合コミュニティセンター
※すべて10:00～14:30

保育のお仕事復帰講座

復職を検討中の保育士の方向けに開催します。
参加者でおしゃべりしながら手作りおもちゃを作ったり、
復職の際に役立つミニ講座も。気軽にご参加ください☆
【日時】第2回　平成29年10月13日㊎
　　　　第3回　平成30年 1月20日㊏　　各回10時～12時
【会場】とちぎ福祉プラザ

保育士復職応援コミュニティ
おしゃべりカフェ　らふ＆ラフ

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

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』
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求人状況報告

受付求人数　738件　（正職員 403件　   非正職員 335件 　）
高齢者福祉分野………588件　　　障害者福祉分野…90件　　　児童・母子福祉分野…228件　　　その他………………13件

8/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は5/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

《受験申込書の受付期間》
　平成29年８月９日㊌～９月８日㊎まで（消印有効）

《試験日程》
　筆記試験：平成30年１月28日㊐
　実技試験：平成30年３月 ４日㊐

■介護福祉士試験

詳しくは、公益財団法人社会福祉振興・試験センター
HP（http://www.sssc.or.jp/index.html）を

ご確認ください。

《基本研修》［県央］9/22、29　［県北］9/18、24　
　　　　　　［県南］9/17、10/8
　　　　　　　★専門研修の日程は、別途ご確認ください。　
《研修申込締切》研修が始まる日の10日前まで（先着順）

■平成29年度　子育て支援員研修

お申込・お問い合わせ
㈱TBC福祉教育センター教育事業部　子育て支援員研修事務局

℡ 028-651-2171

復帰講座の託児申込みは、各開催日の1週間前
までにお申し込みください。参加希望の方は、とちぎ保育士・保育所支援センターへ。（028-307-4194）

【対象者】高校生以上
【申込先】福祉人材・研修センター

※直接会場にお越しください。

予約
不要

初めての就職に向けて情報収集をしていた学生さん、パートでの勤務を検討している方、ステップ
アップを目指し新しい就職先を探す方など…たくさんの方がいらっしゃいました。
1階・3階の会場とも、人の出入りが絶えない賑やかな雰囲気。相談待ちの長い列ができていたブースもありました。

就職フェア 2017・夏を開催！
7/29   福祉のお仕事 7/30   保育のお仕事 ＆

7月29日午前中には就職
支援セミナーを実施。
らしさ研究所　代表 門野
友彦氏を講師に迎え、
「福祉の未来の可能性と

自分に合った職場の見つけ方」というテーマでお
話しいただきました。

福祉のお仕事就職支援セミナー

福祉人材・研修センター総合相談ブース
どんな求人票があるの？資格はどうやっ
て取得するの？など、わからないことは
何でも相談できますよ～

事業所のパンフレットが充実！
自由にお持ち帰りOK。（福祉）

今年は
２日連続で

夏の就職フェアを開催。
両日、前年度より
多くの方がフェアに
来場されました！

福祉のお仕事就職フェア2017・夏 保育のお仕事就職フェア2017・夏

スタンプラリーの景品（保育）

福祉のお仕事 就職フェア ★保育のお仕事合同
開催

参加費
無 料
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真岡商工会議所10月14日土

１

2

3

★保育のお仕事合同開催

開　　催　　日 エリア 会　　　　場

県央
地域 宇都宮市駒生町 3337-1

とちぎ健康の森12月16日土

県北
地域 那須塩原市南郷屋 5-163

健康長寿センター10月28日土4

安足
地域 足利市朝倉町 264

足利市民プラザ11月４日土5
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★保育のお仕事合同開催

★保育のお仕事合同開催

開催一覧
エリア別

［時間］13：00～15：30（受付15：00まで）

とちぎとちぎ
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介護の資格・経験を持つ方の再就職を応援！

貸付
上限額 20万円 返還の

免除要件

再就職準備金貸付介護

再就職のための
準備金を
無利子で

お貸しします！

２年間 勤務で 全額返還免除
栃木県内で介護職員等として再就職後、引き続き２年間当該業務に従事したとき
※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。

１人あたり１回限り

無利子

申込方法等の詳細については福祉人材・研修センターまで

シルバー大学受講中、高齢者と関わる機会があり、介護の仕事をしてみたいと思いました。た
だ年齢を考えると資格が必要と思い、Ｈ28年度に栃木県社会福祉協議会で開催された中高年
齢者向け初任者研修を受講しました。
学習内容と現場は違うことが多いのですが、習ったことをやればいいということが心の支えに
なります。また、自信を持って仕事に取り組むこともできますよ。
受講中就職フェアに参加し、ライフスタイルに合わせて働くことができるということで、朝日会
に就職を決めました。
職員同士の連携・共同は本当に大切です。

『介護』はキツイというイメージがありますが、本当に尊く大事な仕事です。
自分の身体を大切にし、できる限り支える側でいたいと思います。

白石 克成さん（夢希の杜　パート勤務：９時～13時）

おしえて先輩！
介護職 今回は、社会福祉法人朝日会で介護スタッフとして勤務している３名の方にイ

ンタビューをしました。
これから介護職を目指している方へメッセージをいただいてきましたよ～☆

結婚・出産を機に退職。介護の仕事が大好きだったので、いつかは現場に戻りたいと考えて
いた時に「再就職準備金貸付」のことを知り、再就職に踏み切りました。
やるからにはプロ意識（資格）をもって仕事をしたい！
今年度、介護福祉士の試験を受験予定です。
ベストの状態でお仕事をするために、お休みの日には趣味を行うなどしてリフレッシュに努め
ています。
以前より「心に寄り添うこと」を大事にしてきましたが、出産・再就職を経て本当の意味での
寄り添いがどんなものなのか、わかった気がします。
自分が成長できる介護職！迷っている方、まずはトライしてみて。一緒に楽しんでいきましょう。

安曽 弘惠さん（はりがや花の風　パート勤務：10時～16時）

今まで他職種に勤務していましたが、娘の勧めで介護職へ進みました。
資格を取得していませんので、最初は専門用語“清拭”“移乗”などがわからずに苦労しました。
私の勤務は9時～13時ですが、たった４時間でも「いてくれて助かる」と職員の方から言われる
と本当に嬉しいです。
介護の仕事は大変ですが、それ以上に楽しさがあります。私自身、笑顔で過ごすことが多くな
りました。
ゆかいな仲間たちとやりがいのある介護の仕事ができて嬉しく思います。

鈴木 ふさ子さん（夢希の杜　パート勤務：９時～13時）
資格を取ってお仕事しよう！

福祉人材・研修センター　実施事業のご案内

～介護職員初任者研修・実務者研修編～

介護職員初任者研修ってどんな資格？　
介護職員初任者研修とは、在宅・施設を問わず介護職員として働くうえで基本となる知識・技術を
習得するための研修（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級から移行されたもので、訪問介護員として働くために必須の資
格です。

実務者研修ってどんな資格？
初任者研修の初歩的な部分に加え、より実践的な知識と技術の習得を
目的とした研修（450時間※）です。
研修修了で、訪問介護の管理業務等を行う「サービス提供責任者」とし
ての道も開けます。
また、介護福祉士資格を取得するためには、実務者研修の修了（+実務
経験３年以上）が必須となっています。
※無資格から受講する場合。なお、介護職員初任者研修を修了している方は、履
修した科目が免除されます。

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」
「実務者養成施設一覧」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。

福祉・介護職スタート講座
現役職員の方から、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。

【日時】　　　 8月19日㊏　10:00~12:00
お年寄りの「介護」はどんな仕事？
【小規模多機能型居宅介護施設でのお仕事】

　　　　　　 10月21日㊏　10:00~12:00
お年寄りの「介護」はどんな仕事？　
【特別養護老人ホームでのお仕事】

　　　　　　 12月 9日㊏　10:00~12:00
障害のある方を「支援」する仕事って？　
【障害者福祉施設でのお仕事】

【場所】とちぎ福祉プラザ ３階
　　　 社協会議室（宇都宮市若草1-10-6）

第2回

第3回

第4回

介護のお仕事復帰講座
介護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。

平成29年 8月19日㊏第2回

平成29年12月 9日㊏第3回

平成30年 1月20日㊏第4回

参加希望の方は、福祉人材・研修センターへ。  ℡ 028-643-5622
託児を希望される方は、各開催日の１週間前までにお申し込みください。

認定介護福祉士
（仮称）

介護職員初任者研修修了者
（ホームヘルパー2級研修相当）

介 護 福 祉 士

実 務 者 研 修

皆さんが
働いているのは
こちら！

社会福祉法人  朝  日  会  ［℡ 028-688-1555］
　○特別養護老人ホーム 夢希の杜［宇都宮市針ヶ谷町654-1］
　○特別養護老人ホーム はりがや花の風［宇都宮市針ヶ谷町646］
見学は問い合わせを入れていただければ、いつでもＯＫとのこと。

会 場 特別養護老人ホーム
いずみ苑 （宇都宮市今泉3-13-1）

会 場 とちぎ福祉プラザ ３階  社協会議室
（宇都宮市若草1-10-6）

会 場 地域密着型特別養護老人ホーム
美渉（びしょう） （宇都宮市砥上町54-1）

すべて13:30~15:30

【日時】

小さなお子様がいる方向けに、
託児も行います。

【介護人材のキャリアパスの流れ】

キラキラ


