
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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福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

キャリア支援専門員の主な支援・活動

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？

【対象者】高校生以上
【申込先】福祉人材・研修センター

実際に現場へGO！『福祉・介護職見学・体験』

介護職・保育士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！このチャンスをお見逃しなく！

小さいお子様がいる方向けに、託児も行います。

『介護・保育のお仕事復帰講座』で復帰前の再確認をしませんか？

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。お気軽にご参加ください☆

【日　時】第3回　平成30年１月20日㊏
　　　　　第4回　平成30年２月10日㊏　各回10時～12時
【会　場】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

平成30年2月23日（金）まで受付期間

求人状況報告

受付求人数　667件　（正職員 350件　   非正職員 317件 　）
高齢者福祉分野………545件　　　障害者福祉分野…67件　　　児童・母子福祉分野…181件　　　その他………………  9件

11/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は10/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

キャリア支援専門員とは？　
福祉人材の確保・採用・定着を促進するために、福祉人材・研修センターに配置された専門職員です。①個々の求職
者にふさわしい職場の開拓、②働きやすい職場づくりに向けた助言、③円滑な就労・定着の支援を目的として、日々
活動しています。

キャリア支援専門員にご相談ください！
福祉職への就職のことなら

求職者 求　人
事業所

●求職相談（希望に合う求人情報の提供など）
●福祉の動向や資格取得についての相談
●見学や応募の仲介・調整
●事業所との個別相談の場の提供（就職フェア）

●求人・採用・定着に関する助言
●求人・求職動向の情報提供
●求職者情報の提供、紹介あっせん
●求職者との個別相談の場の提供（就職フェア）

見学・応募

求職者と求人事業所との橋渡し

面接・採用

キャリア
支援専門員

出張相談
県内のハローワーク等に定
期的にキャリア支援専門員
が出向き、福祉の仕事や資
格等に関する個別の相談に
応じます。福祉のお仕事が
初めてという方もお気軽に
ご相談ください。

就職フェア（※開催一覧は2ページ）
県内各地域で合同就職相談会を実施していま
す。面接ではないので、求人票だけではわからな
いことなどを気軽に聞ける絶好の機会です。

事業所訪問
福祉事業所に直接訪問し、求人・採用に関する助
言や求人・求職動向の情報提供等を行っていま
す。事業所個々の情報を把握し、求職者とのより
良いマッチングを目指しています。

就職ガイダンス
初任者研修施設や養成校等に出向き、受講生等
を対象に就職ガイダンスを実施しています。ご要
望があれば、県内各地どこへでも伺います。

キャリア支援専門員から福祉職を目指す方へエール！

私は、いつも誰にもやさしく、笑顔と真
心で求人＆求職のコンシェルジュであ
りたいをモットーに活動しています。

福祉のお仕事に関心のある方に、新しい発
見、新しい方向性を見つけるためのお手伝
いをいたします。気軽にご相談ください。

『人が好きであること』一番大切なこと
です。まずは私に会いに来てください。
福祉職の“今”をまっすぐ伝えますよ！

【栃木・真岡・小山・那須烏山ハロー
ワーク担当：大島】

【鹿沼・佐野・足利・日光・黒磯ハ
ローワーク担当：海老澤】

【矢板・大田原ハローワーク、ジョ
ブモール、パルティ担当：篠原】

　毎回多数のお申込みをいただき、大好評をいただいて
いる『福祉・介護職スタート講座』。今年度は残り2回
となりました。
　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をしたかなどの話も具体的に聞くこ
とができます。なん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！

『福祉・介護職スタート講座』開催中！

第３土曜日《開所日》11/18・12/16・1/20
《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

保育士復職応援コミュニティ
おしゃべりカフェ  らふ＆ラフ開催中！

【開催日】　※すべて10：00～12：00
　　　　　第４回［障害分野］12月9日㊏
　　　　　　　　　～障害者福祉施設でのお仕事～
　　　　　〈会場〉とちぎ福祉プラザ

　　　　　第５回［高齢分野］平成30年2月10日㊏
　　　　　　　　　～有料老人ホームでのお仕事～
　　　　　〈会場〉介護付き有料老人ホーム 宝木荘
　　　　　　　　　（宇都宮市宝木町2丁目1090-27）
【申込先】　福祉人材・研修センター

【開催日】　※すべて13：30～15：30
　第３回　12月9日㊏〈会場〉とちぎ福祉プラザ
　第４回　平成30年１月20日㊏
　　　　　〈会場〉地域密着型特別養護老人ホーム美渉
　　　　　　　　　（宇都宮市砥上町54-1）
【申込先】　福祉人材・研修センター

介 護 のお仕事復帰講座
【開催日】　※10：00～14：30
　県央エリア　11月25日㊏
　　　　　　　〈会場〉総合コミュニティセンター
　　　　　　　　　　（宇都宮市明保野町7-1）
【申込先】　とちぎ保育士・保育所支援センター
　　　　　　℡ 028-307-4194

保 育 のお仕事復帰講座
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【相談時間】13:00～16:00（受付15:45まで）
【相談会場・日程】
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福祉のお仕事  就職フェア
参加費
無 料

申 込
不 要

履歴書
不 要

入退場
自 由

開　　催　　日 エリア 会　　　　場 主な参加事業所対象エリア

県南
地域１月27日土 小山市中央町 1-1-1

小山市中央公民館

県域
宇都宮市駒生町 3337-1
とちぎ健康の森２月17日土

［時間］13：00～15：30（受付15：00まで）

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

施設の現場職員や採用担当者に直接聞いてみよう！

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
真岡市、上三川町、益子町、
茂木町、市貝町、芳賀町

小山市、栃木市、下野市、
壬生町、野木町、上三川町

25 市町

保育
合同

（保育合同）

エリア別

菊地 勧 理事長（左下）
柿沼 芳子 理事・施設長（右下）
菊地 秀利 理事・事務局長（右上）
田﨑 雅明 事務長（左上）

瑞寿苑の会議の様子。リーダー職も
男性職員が多く活躍している。

（福）東晴会のH28データ（実績）抜粋

●入職者数 17名　離職者数 0名
●正職員登用（H29.4～）２名
●職員1人あたりの休暇取得日数
　　13.85日/年
●施設介護職員の男女比構成割合
　【特別養護老人ホーム　瑞寿苑】

（法人全体では男性40％、女性60%）
【参考】全国平均…男性36％、女性64％
※厚生省「平成28年度賃金構造基本構造調査」より

働いている職員さんにインタビュー！

　現場を見たことがない人は、一度まず現場を見ていただきたいです。そこで働いている職員や利用者、雰囲気などを見て、肌
で感じてほしいです。きっと実際に見た後では違った視点から福祉を見られると思います。
　福祉未経験でも興味のある方は是非一歩踏み出してみてください！私たちも施設側としてみなさんを応援していきたいです。

これから福祉職を目指す方々にエールをお願いします。

　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「社会福祉法人東晴会」です。従業員満足度（ES）を重視し、「サービスの質の向上は、それを支える職
員が充実（満足）してこそ」　との考えから、職員のキャリアアップや働きやすさに焦点を当てた各種取組を行っています。

職員目線で長く働きやすい環境づくりを実現。H28定着率100％！

資格を取ってお仕事しよう！
～介護福祉士編～

介護福祉士とは？　
　介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年制定）に基づく国家資格（名称独占）で
す。介護福祉に関する専門的知識や技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより、日
常生活を営むことに支障のある人に、食事、排泄、入浴など必要な介護を行い、また、その人や介護者
に対して介護に関する指導を行う専門職です。高齢化の進行に伴い、介護福祉士へのニーズはますま
す高まっています。

どうやって資格をとるの？
　介護福祉士の資格を取得するには、大きく分けて、①養成施設ルート、②福祉系高校ルート、③実務経験ルートの
３つがあります（下図参照）。これまで①養成施設ルートは介護福祉士国家試験の受験は不要でしたが、平成29年
度から受験が必要となりました（５年間の経過措置あり※）。
※平成33年度末までに養成施設を卒業する場合、卒業後５年の間は、試験を受験しなくても、または、合格しなくて
も介護福祉士になることができます（この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事する
ことで、５年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます）。

　県内を地域ごとにエリア分けし、合同就職相談会を実施しています。
　福祉施設の採用担当者等から、仕事内容や勤務条件などを直接聞くことができます。面接ではないので、求人票
だけではわからないことも相談できます。当日はキャリア支援専門員が相談等にも応じていますので、未経験や資
格のない方、相談会が初めての方も、お気軽にご参加ください！

○特別養護老人ホーム 瑞寿苑　　　　　　 ○地域密着型特別養護老人ホーム 緑の郷
○デイサービスセンター みずほ　　　　　  ○居宅介護支援センター 瑞寿苑
○みずほ・雀宮デイサービスセンター　○地域包括支援センター 瑞穂野

見学随時
受付中‼

介護福祉士資格取得ルート図

養成施設ルート 福祉系高校ルート

高　　等　　学　　校　　等

介 護 福 祉 士 資 格 取 得（登　録）

筆 記 試 験

介　護
福祉士
養成施設
（２年以上）

福祉系
大学等

介護福祉士養成施設
（１年以上）

社　会
福祉士
養　成
施設等

保育士
養　成
施設等

実務経験ルート

実務経験３年
＋実務者研修

実務経験３年
＋介護職員基礎研修
＋喀痰吸引等研修

新カリキュラム高校
平成21年度
以降に入学

特例高校

実務経験
９ヶ月

実技試験

介護技術講習
（実技試験免除）

受験申込時にいずれかの
コースを選択

旧カリキュラム高校
平成20年度
以前に入学

Q 介護職員のキャリアアップに対する支援制度はありますか？
A 細かく就業規則に規定された人事考課やキャリアアップ計画に基づいてキャリアアップでき
る体制を整えています。来年度から介護プロフェッショナルキャリア段位制度も導入します。
新人に対しても、面談を繰り返しながらその人に合った指導をしており、仕事を覚える早さ
に合わせて、一人立ちできるまでは先輩職員が一緒についています。

Q 資格取得に対する支援はしていますか？
A 資格取得を目指す職員には法人から５万円助成しており、積極的に資格取得を勧めています。
介護福祉士資格保有者は賞与を優遇（4.6ヶ月：昨年度実績）しており、資格取得に対するモチ
ベーションアップにつながっています。

Q 定着率も良いとのことですが、福利厚生は工夫されていますか？
A 法人独自の福利厚生に加え、「ソウェルクラブ※」にも法人負担で加入していて、手厚い福利厚
生を受けられるようにしています。休暇は、年間いつでも使えるリフレッシュ休暇も年４日あり、
取得率は100％です。また、職員全員に入職時から使える法人独自の有給休暇があり（欠勤だ
と賞与にも影響してしまうので）、特に小さいお子さんをお持ちの職員から喜ばれています。
※ソウェルクラブ…福祉職員のみが加入可能な福利厚生制度。各種お祝い、助成のほか、ツアー、チケットや全国多数の
提携施設が会員料金で利用できるなどのサービスがある。

Q 働いている方はどの年代の方が多いですか？
A 高齢者施設では珍しいですが、30～40代の男性が多く、
子どものいる職員も多いです。瑞寿苑は７割が男性です。
給与や休みなど生活が安定しているからこそ、その年代の
男性職員が定着しているのだと思います。このことは法人
としても非常にうれしいことです。

調理員の仕事は初めてでしたが、先輩職員が一人立ちするまでしっかり指導してくれたので、安心して仕事ができまし
た。昨年、調理師の免許を取り、今年から正職員になりました。やってきたことが評価されたというのは、とてもうれし
いです。正職員として、自分自身、責任感は前よりも感じているので、今後はより一層頑張っていきたいです。

★調理員・茂木久美子さん（平成25年入職）

主にデスクワーク系の仕事を転々としていて、介護は未経験でしたが、知人からの一言で介護の仕事に足を踏み入れまし
た。それまでは先入観で介護に苦手意識がありましたが、実際にやってみると利用者の笑顔が直接見られ、とてもやりがい
のある仕事でした。なかなか仕事が覚えられず、夜勤ができるようになるまで時間がかかりましたが、ずっと先輩職員がつ
いて私に合わせた指導をしてくれました。今後もここで続けながら、次は介護福祉士の資格取得を目指していきたいです。

★介護職員・小野恭男さん（平成27年入職）

H29年４月にパート職員から正職員に登用された職員さん２名に
インタビューしました！

男性
70%

女性
30%

社会福祉法人 東  晴  会 〒321-0913 宇都宮市上桑島町1476-2
℡ 028-656-5948　従業員数 122名

介護職のキャリアアップと働きやすさを
社会福祉法人 東 晴 会（特別養護老人ホーム 瑞寿苑）

取材先法人情報
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福祉のお仕事  就職フェア
参加費
無 料

申 込
不 要

履歴書
不 要

入退場
自 由

開　　催　　日 エリア 会　　　　場 主な参加事業所対象エリア

県南
地域１月27日土 小山市中央町 1-1-1

小山市中央公民館

県域
宇都宮市駒生町 3337-1
とちぎ健康の森２月17日土

［時間］13：00～15：30（受付15：00まで）

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

施設の現場職員や採用担当者に直接聞いてみよう！

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
真岡市、上三川町、益子町、
茂木町、市貝町、芳賀町

小山市、栃木市、下野市、
壬生町、野木町、上三川町

25 市町

保育
合同

（保育合同）

エリア別

菊地 勧 理事長（左下）
柿沼 芳子 理事・施設長（右下）
菊地 秀利 理事・事務局長（右上）
田﨑 雅明 事務長（左上）

瑞寿苑の会議の様子。リーダー職も
男性職員が多く活躍している。

（福）東晴会のH28データ（実績）抜粋

●入職者数 17名　離職者数 0名
●正職員登用（H29.4～）２名
●職員1人あたりの休暇取得日数
　　13.85日/年
●施設介護職員の男女比構成割合
　【特別養護老人ホーム　瑞寿苑】

（法人全体では男性40％、女性60%）
【参考】全国平均…男性36％、女性64％
※厚生省「平成28年度賃金構造基本構造調査」より

働いている職員さんにインタビュー！

　現場を見たことがない人は、一度まず現場を見ていただきたいです。そこで働いている職員や利用者、雰囲気などを見て、肌
で感じてほしいです。きっと実際に見た後では違った視点から福祉を見られると思います。
　福祉未経験でも興味のある方は是非一歩踏み出してみてください！私たちも施設側としてみなさんを応援していきたいです。

これから福祉職を目指す方々にエールをお願いします。

　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「社会福祉法人東晴会」です。従業員満足度（ES）を重視し、「サービスの質の向上は、それを支える職
員が充実（満足）してこそ」　との考えから、職員のキャリアアップや働きやすさに焦点を当てた各種取組を行っています。

職員目線で長く働きやすい環境づくりを実現。H28定着率100％！

資格を取ってお仕事しよう！
～介護福祉士編～

介護福祉士とは？　
　介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年制定）に基づく国家資格（名称独占）で
す。介護福祉に関する専門的知識や技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより、日
常生活を営むことに支障のある人に、食事、排泄、入浴など必要な介護を行い、また、その人や介護者
に対して介護に関する指導を行う専門職です。高齢化の進行に伴い、介護福祉士へのニーズはますま
す高まっています。

どうやって資格をとるの？
　介護福祉士の資格を取得するには、大きく分けて、①養成施設ルート、②福祉系高校ルート、③実務経験ルートの
３つがあります（下図参照）。これまで①養成施設ルートは介護福祉士国家試験の受験は不要でしたが、平成29年
度から受験が必要となりました（５年間の経過措置あり※）。
※平成33年度末までに養成施設を卒業する場合、卒業後５年の間は、試験を受験しなくても、または、合格しなくて
も介護福祉士になることができます（この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事する
ことで、５年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます）。

　県内を地域ごとにエリア分けし、合同就職相談会を実施しています。
　福祉施設の採用担当者等から、仕事内容や勤務条件などを直接聞くことができます。面接ではないので、求人票
だけではわからないことも相談できます。当日はキャリア支援専門員が相談等にも応じていますので、未経験や資
格のない方、相談会が初めての方も、お気軽にご参加ください！

○特別養護老人ホーム 瑞寿苑　　　　　　 ○地域密着型特別養護老人ホーム 緑の郷
○デイサービスセンター みずほ　　　　　  ○居宅介護支援センター 瑞寿苑
○みずほ・雀宮デイサービスセンター　○地域包括支援センター 瑞穂野

見学随時
受付中‼

介護福祉士資格取得ルート図

養成施設ルート 福祉系高校ルート

高　　等　　学　　校　　等

介 護 福 祉 士 資 格 取 得（登　録）

筆 記 試 験

介　護
福祉士
養成施設
（２年以上）

福祉系
大学等

介護福祉士養成施設
（１年以上）

社　会
福祉士
養　成
施設等

保育士
養　成
施設等

実務経験ルート

実務経験３年
＋実務者研修

実務経験３年
＋介護職員基礎研修
＋喀痰吸引等研修

新カリキュラム高校
平成21年度
以降に入学

特例高校

実務経験
９ヶ月

実技試験

介護技術講習
（実技試験免除）

受験申込時にいずれかの
コースを選択

旧カリキュラム高校
平成20年度
以前に入学

Q 介護職員のキャリアアップに対する支援制度はありますか？
A 細かく就業規則に規定された人事考課やキャリアアップ計画に基づいてキャリアアップでき
る体制を整えています。来年度から介護プロフェッショナルキャリア段位制度も導入します。
新人に対しても、面談を繰り返しながらその人に合った指導をしており、仕事を覚える早さ
に合わせて、一人立ちできるまでは先輩職員が一緒についています。

Q 資格取得に対する支援はしていますか？
A 資格取得を目指す職員には法人から５万円助成しており、積極的に資格取得を勧めています。
介護福祉士資格保有者は賞与を優遇（4.6ヶ月：昨年度実績）しており、資格取得に対するモチ
ベーションアップにつながっています。

Q 定着率も良いとのことですが、福利厚生は工夫されていますか？
A 法人独自の福利厚生に加え、「ソウェルクラブ※」にも法人負担で加入していて、手厚い福利厚
生を受けられるようにしています。休暇は、年間いつでも使えるリフレッシュ休暇も年４日あり、
取得率は100％です。また、職員全員に入職時から使える法人独自の有給休暇があり（欠勤だ
と賞与にも影響してしまうので）、特に小さいお子さんをお持ちの職員から喜ばれています。
※ソウェルクラブ…福祉職員のみが加入可能な福利厚生制度。各種お祝い、助成のほか、ツアー、チケットや全国多数の
提携施設が会員料金で利用できるなどのサービスがある。

Q 働いている方はどの年代の方が多いですか？
A 高齢者施設では珍しいですが、30～40代の男性が多く、
子どものいる職員も多いです。瑞寿苑は７割が男性です。
給与や休みなど生活が安定しているからこそ、その年代の
男性職員が定着しているのだと思います。このことは法人
としても非常にうれしいことです。

調理員の仕事は初めてでしたが、先輩職員が一人立ちするまでしっかり指導してくれたので、安心して仕事ができまし
た。昨年、調理師の免許を取り、今年から正職員になりました。やってきたことが評価されたというのは、とてもうれし
いです。正職員として、自分自身、責任感は前よりも感じているので、今後はより一層頑張っていきたいです。

★調理員・茂木久美子さん（平成25年入職）

主にデスクワーク系の仕事を転々としていて、介護は未経験でしたが、知人からの一言で介護の仕事に足を踏み入れまし
た。それまでは先入観で介護に苦手意識がありましたが、実際にやってみると利用者の笑顔が直接見られ、とてもやりがい
のある仕事でした。なかなか仕事が覚えられず、夜勤ができるようになるまで時間がかかりましたが、ずっと先輩職員がつ
いて私に合わせた指導をしてくれました。今後もここで続けながら、次は介護福祉士の資格取得を目指していきたいです。

★介護職員・小野恭男さん（平成27年入職）

H29年４月にパート職員から正職員に登用された職員さん２名に
インタビューしました！

男性
70%

女性
30%

社会福祉法人 東  晴  会 〒321-0913 宇都宮市上桑島町1476-2
℡ 028-656-5948　従業員数 122名

介護職のキャリアアップと働きやすさを
社会福祉法人 東 晴 会（特別養護老人ホーム 瑞寿苑）
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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

キャリア支援専門員の主な支援・活動

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？

【対象者】高校生以上
【申込先】福祉人材・研修センター

実際に現場へGO！『福祉・介護職見学・体験』

介護職・保育士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！このチャンスをお見逃しなく！

小さいお子様がいる方向けに、託児も行います。

『介護・保育のお仕事復帰講座』で復帰前の再確認をしませんか？

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。お気軽にご参加ください☆

【日　時】第3回　平成30年１月20日㊏
　　　　　第4回　平成30年２月10日㊏　各回10時～12時
【会　場】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

平成30年2月23日（金）まで受付期間

求人状況報告

受付求人数　667件　（正職員 350件　   非正職員 317件 　）
高齢者福祉分野………545件　　　障害者福祉分野…67件　　　児童・母子福祉分野…181件　　　その他………………  9件

11/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は10/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

キャリア支援専門員とは？　
福祉人材の確保・採用・定着を促進するために、福祉人材・研修センターに配置された専門職員です。①個々の求職
者にふさわしい職場の開拓、②働きやすい職場づくりに向けた助言、③円滑な就労・定着の支援を目的として、日々
活動しています。

キャリア支援専門員にご相談ください！
福祉職への就職のことなら

求職者 求　人
事業所

●求職相談（希望に合う求人情報の提供など）
●福祉の動向や資格取得についての相談
●見学や応募の仲介・調整
●事業所との個別相談の場の提供（就職フェア）

●求人・採用・定着に関する助言
●求人・求職動向の情報提供
●求職者情報の提供、紹介あっせん
●求職者との個別相談の場の提供（就職フェア）

見学・応募

求職者と求人事業所との橋渡し

面接・採用

キャリア
支援専門員

出張相談
県内のハローワーク等に定
期的にキャリア支援専門員
が出向き、福祉の仕事や資
格等に関する個別の相談に
応じます。福祉のお仕事が
初めてという方もお気軽に
ご相談ください。

就職フェア（※開催一覧は2ページ）
県内各地域で合同就職相談会を実施していま
す。面接ではないので、求人票だけではわからな
いことなどを気軽に聞ける絶好の機会です。

事業所訪問
福祉事業所に直接訪問し、求人・採用に関する助
言や求人・求職動向の情報提供等を行っていま
す。事業所個々の情報を把握し、求職者とのより
良いマッチングを目指しています。

就職ガイダンス
初任者研修施設や養成校等に出向き、受講生等
を対象に就職ガイダンスを実施しています。ご要
望があれば、県内各地どこへでも伺います。

キャリア支援専門員から福祉職を目指す方へエール！

私は、いつも誰にもやさしく、笑顔と真
心で求人＆求職のコンシェルジュであ
りたいをモットーに活動しています。

福祉のお仕事に関心のある方に、新しい発
見、新しい方向性を見つけるためのお手伝
いをいたします。気軽にご相談ください。

『人が好きであること』一番大切なこと
です。まずは私に会いに来てください。
福祉職の“今”をまっすぐ伝えますよ！

【栃木・真岡・小山・那須烏山ハロー
ワーク担当：大島】

【鹿沼・佐野・足利・日光・黒磯ハ
ローワーク担当：海老澤】

【矢板・大田原ハローワーク、ジョ
ブモール、パルティ担当：篠原】

　毎回多数のお申込みをいただき、大好評をいただいて
いる『福祉・介護職スタート講座』。今年度は残り2回
となりました。
　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をしたかなどの話も具体的に聞くこ
とができます。なん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！

『福祉・介護職スタート講座』開催中！

第３土曜日《開所日》11/18・12/16・1/20
《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

保育士復職応援コミュニティ
おしゃべりカフェ  らふ＆ラフ開催中！

【開催日】　※すべて10：00～12：00
　　　　　第４回［障害分野］12月9日㊏
　　　　　　　　　～障害者福祉施設でのお仕事～
　　　　　〈会場〉とちぎ福祉プラザ

　　　　　第５回［高齢分野］平成30年2月10日㊏
　　　　　　　　　～有料老人ホームでのお仕事～
　　　　　〈会場〉介護付き有料老人ホーム 宝木荘
　　　　　　　　　（宇都宮市宝木町2丁目1090-27）
【申込先】　福祉人材・研修センター

【開催日】　※すべて13：30～15：30
　第３回　12月9日㊏〈会場〉とちぎ福祉プラザ
　第４回　平成30年１月20日㊏
　　　　　〈会場〉地域密着型特別養護老人ホーム美渉
　　　　　　　　　（宇都宮市砥上町54-1）
【申込先】　福祉人材・研修センター

介 護 のお仕事復帰講座
【開催日】　※10：00～14：30
　県央エリア　11月25日㊏
　　　　　　　〈会場〉総合コミュニティセンター
　　　　　　　　　　（宇都宮市明保野町7-1）
【申込先】　とちぎ保育士・保育所支援センター
　　　　　　℡ 028-307-4194

保 育 のお仕事復帰講座

びしょう

無　料
要予約

託児
あり

生後 6ヵ月～
就学前の幼児

対象年齢

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

会　　場

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

開設曜日

【相談時間】13:00～16:00（受付15:45まで）
【相談会場・日程】

予約
不要

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
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