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福祉・介護のお仕事
見学・体験 してみませんか？

福祉職の経験がないから…。そもそも、どんな施設があるかわからない。そんな方にオススメなのが「福祉・
介護職 見学・体験」です。
これまでも、見学・体験からスタートし、就職・復職した方がたくさんいます。
あなたもぜひここから福祉職への一歩を踏み出してみませんか？

福祉・介護職 見学・体験

福祉・介護のお仕事

スタート講座

県内の400以上の高齢・障害分野の施設で、お仕事を見学・体験できます。

見学・体験と併せて参加することで、さらに

● 見学コース…施設内の見学や説明（１か所まで）

知識・理解力・実践力がＵＰ！

● 体験コース…利用者との交流や介護・介助、配膳などの業務補助（3か所まで）

（詳しくは次ページ掲載）
ぜひお役立てください！

申 込 期 間 平成30年５月７日
（月）〜平成31年２月22日（金）
見学・体験期間 平成30年５月７日
（月）〜平成31年３月 8日（金）
対 象 者 高校生以上の方ならどなたでも

皆さんのご参加を
お待ちして
おります☆

就 職・復 職 を 目 指 す 保 育 士 さ ん は こ ち ら！
気軽に参加ＯＫ！みんなで話そう！作ろう！

『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』

就職・復職を検討中の皆さんで集まり、不安や疑問を軽減す
る場として開催します。
保育の現場で役立つミニ講座＆ミニ製作、気軽に語り合う時
間を設けていますので、ぜひご参加ください。

平成30年６月27日（水） 10：00〜12：00
［製 作］ペープサート ［講 座］ヒヤリ・ハットの活用
［会 場］とちぎ福祉プラザ
［対象者］保育士有資格者で、現在保育現場に未就労で、保

育の職場への就職に関心のある方

保育施設に体験に行こう！

『保育のお仕事スタート講座 １day体験』
「保育士資格を取ったけれど、実務経験がない。」「ブラン
クがあって不安。」そんな保育士さんたちに保育のお仕事を
体験していただこう！とスタートした事業です。
［申込期間］平成30年６月1日
（金）〜平成31年２月1日（金）
［体験期間］平成30年６月1日
（金）〜平成31年２月28日（木）
［体験場所］体験の受入可能な公立保育園
［対 象 者］保育士資格所持者もしくは取得間近の方
※健康診断の結果が必要な市町があります。詳しくはお問い合わ
せください。
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平成30年度 福祉人材・研修センター
開催日

第１回

6月16日

第５回

10月20日

第２回

7月21日

第６回

12月 8日

第３回

8月下旬

第４回

9月15日

【デイサービスでのお仕事】
【老人保健施設のお仕事・採用担当者の話】

平日

【高齢者施設のお仕事】
【障害者施設のお仕事】

開催時間

10：00〜12：00

会

とちぎ福祉プラザ ３階 社協会議室

場

【高齢者施設（特別養護老人ホーム）見学】
【障害者施設見学】

第７回 （H31）1月19日

【訪問介護のお仕事】

第８回 （H31）2月 9日

【高齢者施設（小規模多機能型居宅介護）見学】

10/20・12/8・2/9は協力施設でのスタート講座
開催となります。

初めてでもブランクがあっても安心！『保育のお仕事スタート講座』
保育士としての勤務をスタート（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向けに、託児も行います。
内

容

★ 乳幼児の身近な事故や感染症の対処法（全エリア）
★ 心と身体を育てる運動遊び（県南・県北）
★ 絵本の選び方と読み聞かせのポイント（県央）

県南エリア

８ 月29日

大平ふるさとふれあい館［栃木市］

県北エリア

10月 9日

県央エリア

11月22日

トコトコ大田原［大田原市］
とちぎ福祉プラザ［宇都宮市］

※時間は各回とも10：00〜14：30（受付9：30〜）

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、どなたでもご利用ください。
福祉のお仕事が初めての方も大歓迎です。福祉職の魅力や内容、必要な資格等についてお伝えします。

平成30年度キャリア支援専門員 左から（担当地区）
大島 清美：（栃木・真岡・小山・那須烏山）
篠原 愛子：（矢板・大田原・ジョブモール・パルティ）
海老澤 清：（黒磯・鹿沼・日光・佐野・足利）
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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

どうぞご活用ください

※託児は開催の７日前までにご連絡ください。

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をお話しいただきます。
就職活動での不安や疑問を直接職員の方に聞けるチャンス！質疑応答の時間もありますよ。

〝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』

ー事業のご案内

今年度も盛りだくさんの事業で
皆様を応援いたします

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

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

チャンスを逃すな!!『福祉＆保育のお仕事就職フェア』
福祉・保育の施設の採用担当者などから、仕事の内容や勤務条件を聞くことができます。
求人票だけではわからないことを直接確認できるチャンスです。面接ではないので気軽に疑問や質
問を解決できますよ。フェアに参加し、就職へのチャンスを掴んだ方がたくさん！
次のステップに進むために、まずは就職フェアから第一歩を踏み出してみませんか？

福祉のお仕事就職フェア 日程
イベント名

会

場

日

程

福祉のお仕事就職フェア 2018・夏 とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

7月28日

12：30〜16：00

福祉のお仕事就職フェア（県東エリア） 真岡商工会議所（真岡市）

8月25日

13：00〜15：30

福祉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）

9月 8日

13：00〜15：30

福祉のお仕事就職フェア（安足エリア） 道の駅どまんなかたぬま（佐野市）

9月22日

13：00〜15：30

福祉のお仕事就職フェア（県西エリア） 鹿沼商工会議所（鹿沼市）

10月13日

13：00〜15：30

福祉のお仕事就職フェア（県南エリア） 栃木市栃木保健福祉センター（栃木市）

11月17日

13：00〜15：30

福祉のお仕事就職フェア（県央エリア） とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

12月15日

13：00〜15：30

福祉のお仕事就職フェア（県南エリア） 小山市立中央公民館（小山市）

Ｈ31 1月26日

13：00〜15：30

福祉のお仕事就職フェア 2019・冬 とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

Ｈ31 2月16日

13：00〜15：30

保育のお仕事就職フェア 日程
イベント名

会

場

日

程

7月29日

10：30〜15：00

保育のお仕事就職フェア（県南エリア） 佐野市中央公民館（佐野市）

10月27日

13：00〜15：30

保育のお仕事就職フェア（県北エリア） トコトコ大田原（大田原市）

11月10日

13：00〜15：30

保育のお仕事就職フェア（県央エリア） とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

12月16日

13：00〜15：30

保育のお仕事就職フェア 2018・夏

とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

保育のお仕事就職フェアには託児があります。

開催日の７日前までに、とちぎ保育士・保育所支援センター（028-307-4194）までお申し込みください。

各フェアに参加する事業所については、開催２週間前に栃木県社会福祉協議会のホームページに掲載いたします。

★ 就職支援セミナー ★
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時

間

テーマ

福祉のお仕事就職フェア2018・夏

同日
開催

10：30〜11：40

「福祉の未来の可能性と自分に合った職場の見つけ方」

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！
＊県内のハローワークでも、開催予定！（不定期）
福祉のお仕事 コーディネーター（キャリア支援専門員）が講師になり、福祉職の魅力をお伝えします。
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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

まだまだあります。
福祉人材・研修センター
事業

小・中・高校生には！『介護のお仕事出前講座』

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。
実際の現場で働いている方の 生の声 を届けにいきます！
資格を取得し介護の仕事を始めた方に、資格取得費用をキャッシュバック！

『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』
①初任者研修受講後、新たに介護のお仕事を始めた方又は、②現任職員で初任者研修を受講修了した方に初任者研修受講
費用の半額（５万円以内）を助成します。

上手に活用！『各種就職準備金の貸付制度』
これから福祉職に就きたいと考えている方向けに、（再）就職準備金（介護・保育）・保育料一部貸付制度（保育のみ）
の貸付けを行います。条件がそろえば、返還免除もあります。

『福祉のお仕事

バスツアー』

福祉の魅力をバスツアーで体験！（高齢者施設２か所をめぐります）夏休みの親子の思い出にも…。
県央地区・県北地区・県南地区にて開催します。［対象］小・中学生と保護者

開所日▶５/19・６/16・７/21
時

間▶９: 00〜17 : 00

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

■土曜開所日のお知らせ（第３土曜日）

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！

その他

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29日（金）《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：７/29㊐、30㊊
※29日 講義 10：00〜16：00（受付開始 9：30〜）
30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：2,592円（税込）
会場：コンセーレ（宇都宮市駒生）定員：40名（先着順）

介護福祉士試験

平成30年度試験より、介護支援専門員の受験資格の一部が変更
となりました。
詳しい内容については、介護労働安定センターまでお問い合わ
せください。
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

求人状況報告（※重複あり）

受験申込書の受付期間等の詳細は、平成30年
６月下旬ごろ発表となります。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターＨＰ
にてご確認ください。

受付求人数

高齢者福祉分野………416件
児童・母子福祉分野…104件

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）

宇都宮市若草1-10-6（とちぎ福祉プラザ3階）

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

至大谷
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障害者福祉分野… 53件
その他…………… 6件

福祉人材・研修センター アクセス

（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。

）

※矢印 は２/1の有効求人数との比較を表わしています。

福祉人材・研修センター

TEL 028 & 643 & 5622

非正職員 240件

作新
学院

日光街道

〒320-8508

5/１現在 福祉人材センター有効のもの

464件 （正職員 224件

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

［担当］岡本

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

