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7/28 福祉のお仕事

＆

7/29 保育のお仕事

就職フェア 2018・夏 開催しました!!

福祉のお仕事就職フェア 2018・夏

月〜金・第３土
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今年も２日連続で
夏の就職フェアを開催。
台風の影響が心配されましたが
多くの参加者で
賑わいました！

保育のお仕事就職フェア 2018・夏

今年度は、昨年度以上に力の入ったブースが多く、とても華やか。１階・３
階の会場とも、熱心な求職者が来場、賑やかに二日間終了しました。
相談待ちの長い列ができていたブースもありました。
事業所のパンフレットが充実！
自由にお持ち帰りＯＫ︒
︵福祉︶

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

福祉のお仕事 就職フェア
開

催

日

エリア

会

福祉のお仕事就職支援セミナー
7月28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。

エリア別 開催一覧
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８月 25日

県東

真岡商工会議所
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11月 17日

県南

栃木市栃木保健福祉センター
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９月 ８日

県北

健康長寿センター
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12月 15日

県央

とちぎ福祉プラザ

3

９月 22日

安足

道の駅どまんなかたぬま
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１月 26日

県南

小山市立中央公民館

4

10月 13日

県西

鹿沼商工会議所

8

２月 16日

県域

とちぎ福祉プラザ

エリア （真岡市）

エリア （那須塩原市）
エリア （佐野市）
エリア （鹿沼市）

H31

H31

エリア （栃木市）

エリア （宇都宮市）
エリア （小山市）

エリア （宇都宮市）

その地域で事業を運営している施設が参加します。当日は人材センターの総合相談ブースも開設しますので、資格・貸付事業などについてお気軽に
ご相談ください。皆さまのご参加をお待ちしています。
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資格を取ってお仕事しよう！
〜保育士編〜
保育士とは
保育士は、
「児童福祉法」に基づく国家資格（名称独占）です。保育士は、全国の保育所を中心に、児童養護施設や乳
児院、母子生活支援施設、障害児施設などの児童福祉施設等で保育や地域の子育て支援の仕事をしています。
おもな職場である保育所では、子どもたち一人ひとりの年齢や発達の状況に応じ、遊びや行事活動、生活体験を通じ
て子どもたちの心と体の成長を助ける仕事をしています。また、保護者からの子育てに関する相談や、最近では、在
宅で育児をしている家庭への支援など、地域での子育て支援も保育士の重要な役割となっています。

どうやって資格を取るの？
厚生労働大臣指定の保育士養成校を卒業するか都道府県知事が実施する保育士試験に合格することで保育士資格
を取得することができます。
（下図参照）

⒊一般の大学・短大・専門学校を卒業（卒業見込含む）

保 育 士

⒉児童福祉施設で２年以上かつ2,880時間以上の実務経
験がある

保育士登録を行い︑
保育士証の交付を受ける

⒈高校を平成３年３月31日以前に卒業もしくは
平成８年３月31日以前に高校の保育科を卒業

保育士試験に合格

高 校 卒業

中 学 校 卒業

児童福祉施設で５年以上かつ 7,200 時間以上の実務経験がある

保育士養成校（大学・短大・専門学校）を卒業する

保育士試験について
保育士試験は筆記試験及び実技試験によって行います。筆記試験は８科目あり、合格した科目は、合格した年を含め
３年間筆記試験が免除されます。
また、保育所等で一定の実務経験がある場合、勤務先の証明を受け、受験申込時に申請することにより、最長５年間
合格科目を免除することができます。
なお、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、幼稚園教諭の資格をお持ちの方は、一部科目が免除されます。

おしえて!
おしえて!

&

保母資格（保育士資格証明書）を持っていま
すが、保育士としての勤務はできますか？
保育士として勤務する場合は、保育士登録事務処理
センターへ登録し、保育士証を所持する必要があり
ます。
登録の方法についてはインターネットで【保育士の登録】と
検索するか、登録事務処理センター（03-3262-1080）へ
直接お問い合わせください。
申請から保育士証が届くまで、2か月ほど
かかります。
余裕をもって申請してください。
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保育士として勤務できる場所はどこですか？
保育施設（認可・認可外含む）、認定こども園（ただし幼
稚園教諭免許が必須）、児童福祉施設（乳児院・児童養
護施設・児童館・学童保育等）、障がい児（者）に関わる施設など
があります。

保育士以外の児童関係資格はどのようなものがありますか？
以下のような資格があります。
●児童指導員（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）
●児童厚生員（児童館・放課後児童クラブ）
●子育て支援員（保育施設・学童保育など）
●児童福祉司（児童相談所の相談員）
●チャイルドマインダー（ベビーシッター）
※資格取得には、あらかじめ取得する必要のある資格・各実施機
関で研修を受けていただくなどの条件があります。

フェア・講座ぞくぞく、保育士さん 集まれ！
初めてでもブランクがあっても安心！

チャンスを逃がすな！

『保育のお仕事スタート講座』

『保育のお仕事

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。
開催日

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
トコトコ大田原［大田原市］
県央エリア

開催エリアの事業所が多く参加します。採用担当者から
直接話を聞くことができます。

●保育のお仕事就職フェア（県南エリア）

10/27 （13：00〜15：30）

佐野市中央公民館（佐野市）
●保育のお仕事就職フェア（県北エリア）

11月22日

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〜）
容 ★ 乳幼児の身近な事故や対処法（全エリア）

内

エリア別就職フェア』

★ 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）

※託児があります。
※託児は開催日１週間前までにご連絡ください。

11/10 （13：00〜15：30）

トコトコ大田原（大田原市）

●保育のお仕事就職フェア（県央エリア）

12/16 （13：00〜15：30）

『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31年２月

1 日 まで
［体験期間］平成31年２月28日
まで
［体験場所］各市町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。

履歴書
不要
入退場
自由

とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）

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10月25日
［製 作］へんしん絵本

［講 座］絵本の読み聞かせ

保育士サポートシステムにご登録いただくと、
イベントや講座のご案内などを掲載したメー
ルマガジンが月1〜2回程度届きます。
まずは気軽にご登録ください☆

貸付事業でもサポートします
貸 付
上限額

10：00〜12：00

参加希望の方は、とちぎ保育士・保育所支援センターまで
お申込みください。

保育士さんでお仕事をお探しの方は、
とちぎ保育士・保育所支援センターへ
就職準備金貸付

申込
不要

※託児があります。
※託児は開催日１週間前までにご連絡ください。

保育施設に体験に行こう！

保育

参加費
無料

みなさんが踏み出す第一歩
応援します！
就職に必要な経費として

40万円

無利子

1人あたり1回限り

対象者

保育士として週20時間以上の勤務に就く方で①〜③の要件全てに該当する方。
①保育士登録後１年以上経過した方または保育士登録後の期間が１年未満の方のうち、養成施設卒業後もしくは保育士試験の合格から１年以上経過した方。
②以下の施設または事業を離職後１年以上経過した方、または勤務経験のない方。
保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、幼稚園、事業所内保育事業
③県内の保育所等に新たに勤務する方。
申請方法▶求職期間中にとちぎ保育士・保育所支援センターに「届出書（兼求職登録票）」と「利用計画書及び職歴報告書」を提出
してください。※お仕事を探している期間中のみ上記書類の提出を受け付けます。

保育

保育料の一部貸付

貸付額

保育料の半額で

月額

27,000円 以内

無利子

対象者

保育士として週20時間以上の勤務に就く方で①または②に該当する方。
保育所等に保育士として
貸付期間
勤務を開始してから12か月間
①未就学児を持つ保育士であって、県内の保育所等に新たに勤務する方。
②県内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇または育児休業から復帰する方。
申請方法▶就職内定から就労開始までに所定の書類をとちぎ保育士・保育所支援センターに提出してください。
お問い合わせ先

とちぎ保育士・保育所支援センター

TEL.028-307-4194

FAX.028-623-4963
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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

まずは話を聞いてみよう！『福祉・介護職スタート講座』
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。
開催日

第３回
8月29日 【高齢者施設のお仕事】
開催時間
10：00〜12：00
第４回
9月15日 【障害者分野のお仕事】
会 場
とちぎ福祉プラザ ３階 社協会議室
第５回 10月20日 【高齢者施設（特別養護老人ホーム）見学】
第６回 12月 8日 【障害者施設見学】
8/29・10/20・12/8・2/9は協力施設での
第７回 （H31）1月19日 【訪問介護のお仕事】
スタート講座開催となります。
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】

実際に現場へGO！
『 福祉・介護職見学・体験』

お気軽にご利用ください！
『 福祉のお仕事出張相談』

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。

県内のハローワーク等に定

【相談時間】13:00〜16:00（受付15:45まで）

見学コースは、施設内の見学や説明

期的にキャリア支援専門員

【相談会場・日程】

体験コースは、利用者との交流や介護・介助、配膳などの

が出向き、福祉の仕事や資

会

業務補助が体験できます。

格等に関する個別の相談に

ハローワーク鹿

沼

第１・３火曜日

この機会に福祉のお仕事にチャレンジしてみませんか？

応じます。福祉のお仕事が

ハローワーク栃

木

第１・３火曜日

【対象者】高校生以上

初めてという方もお気軽に

ハローワーク佐

野

第１水曜日

ハローワーク足

利

第３水曜日

ハローワーク真

岡

第１・３水曜日

ハローワーク矢

板

第２・４火曜日

ハローワーク大 田 原

第１・３月曜日

ハローワーク小

山

第２・４火曜日

ハローワーク日

光

第４水曜日

ハローワーク黒

磯

第２・４月曜日

ご相談ください。

【申込先】福祉人材・研修センター

平成31年2月22日

受付期間

予約
不要

まで

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

《開所日》8/18・9/15・10/20
《時

間》9:00〜17:00

その他

ハローワーク那須烏山

第２水曜日

ジョブモール

第２水曜日

パルティ

第４水曜日

お問い合わせは各実施機関まで

■介護福祉士試験

■平成30年度

《受験申込書の受付期間》
平成30年８月８日 〜９月７日

［県北］9/20、21
［県南］9/25、26
《研修申込締切》平成30年8月30日

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。

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

お申込・お問い合わせ

㈱東京リーガルマインド 新規事業本部 栃木県子育て支援員研修事務局
℡ 03-5913-6225 ℻ 03-5913-6255

※矢印 は5/1の有効求人数との比較を表わしています。

8/１現在 福祉人材センター有効のもの

767件 （正職員 389件

高齢者福祉分野………588件

子育て支援員研修

《基本研修》［県央］9/11、18

まで（消印有効）

《試験日程》
筆記試験：平成31年１月27日
実技試験：平成31年３月 ３日

非正職員 378件

障害者福祉分野…93件

）
児童・母子福祉分野…233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

福祉人材・研修センター

その他………………9件

福祉人材・研修センター アクセス
案内板

とちぎ福祉プラザ３階 案内板
案内板

（福祉人材無料職業紹介所）

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

▶▶▶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。

至大谷

TEL 028 & 643 & 5622

（宇都宮インター）

宇都宮環状線

作新
学院

日光街道

〒320-8508
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開設曜日

場

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

