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福祉のお仕事ってどんな職種があるの…/初めてでよくわからない

福祉のお仕事紹介します！
福祉の仕事は、高齢者や障害のある人、生活上なんらかの支援や介護を必要とする人に寄り添い、その人の暮らしを支える
仕事です。人によって必要な支援は様々なので、たくさんの分野や職種があります。様々な職種が連携して支援をするのが、
福祉の仕事の特徴でもあります。

介護の仕事

保育の仕事

高齢者や障害のある方に対して、その人
の状態に応じた支援をする仕事です。
主 な 職 種 介護職、訪問介護員、生活支援員

子どもの健全育成を目指して、食事やトイレなどの生活
習慣を身につけたり、遊びをとおして社会生活等を育む
仕事です。

など

主 な 職 種 保育士、保育教諭

主な資格等 介護福祉士、介護職員実務者研修、

介護職員初任者研修、社会福祉主事

看護・リハビリテーションの仕事

相談援助の仕事

医師の指示のもとで、医療的なケアやリハビリテーショ
ンを行います。リハビリテーションの仕事は、身体の機
能回復や日常生活への復帰を支援する仕事です。

生活全般の相談に応じ、必要な助言・援助・精神的な支
援を行い、様々な福祉サービスと連携を図りながら、対
象者の自立した生活を支援する仕事です。

主な職種・資格等 看護師、保健師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士 など

主 な 職 種 生活相談員、児童相談員

など

主な資格等 社会福祉士、精神保健福祉士、

社会福祉主事、ケアマネジャー（介護支援
専門員）など

栄養・調理、運営・事務の仕事
食事を通して栄養面での支援を行ったり、事務や経理な
ど事業所の運営管理の仕事などを行います。
主な職種・資格等

など
など

主な資格等 保育士、幼稚園教諭

など

福祉の仕事の需要はどんどん高まっていますので、性別・
年齢・学歴にかかわらず長く安定して働くことができます。
働く事業所等によって、入所や通所など形態が異なるので、

管理栄養士、栄養士、

自分の生活にあった職場を選んで働くことも可能です。

調理師など

『福祉・介護職見学・体験』

まずは見学して、
福祉職の魅力を見つけてみませんか‼

県内の400以上の高齢・障害分野の施設でのお仕事を見学・体験できます。
見 学
コース

施設内の見学や説明

体 験
コース

利用者との交流や介護・介助、配膳などの 【体験期間】平成30年５月中旬〜平成31年３月上旬
業務補助体験（3か所まで）
【対 象 者】高校生以上の方ならどなたでも

（1か所まで）

【申込期間】平成30年５月〜平成31年２月22日
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実際に介護アシスタントとして働いている、
齋藤 初江さん（61歳）にお話を伺いました。

働いている職員さんにインタビュー！

介護職を選んだきっかけはなんですか？
祖母が特別養護老人ホームにお世話になっていた際に、そこで働く職員さ
んがとてもかっこいいなと思い、私も機会があれば介護の仕事をやってみ
たいと思ったのがきっかけです。20年以上、食品会社で品質管理の仕事
をしていましたが、私もいつかは介護の仕事に携わって、社会に貢献した
いと思い、働きながらヘルパー２級の資格を取りました。その後、定年退
職し、今が自分のやりたいことに挑戦できるチャンスだと思い、介護アシ
シーツ交換をする齋藤さん（右）
介護職員さんからは大変助かっているとの声も

スタントの求人に応募しました。利用者さんへの直接介護の仕事には不安
がありましたが、介護職員をサポートする介護アシスタントなら自分にも
できると思いました。

現在どのように働いていますか？

また、実際に働いてみてどうですか？

主に10時〜16時半で働いていますが、時間や日にちの調整をしてもらいながら働いています。仕事は、シーツ
の交換やホールの清掃、食事の配膳など、介護の知識がない人でもできるものです。慣れるまでは大変でした
が、優しい職員さんが多く、利用者さんとお話もできてとても働きやすく、やりがいがあります。これからも続
けていきたいと考えています。
これから就職を考えているシニア世代にエールをお願いします！
考えて悩んでばかりいないで、まずはやってみる、行動してみてください。初めての場所は臆病になりがちで
すが、自分のやってみたい・前に進みたいという気持ちを大事にしてほしいと思います。

福祉のお仕事に興味がある方

お仕事を探している方

就職フェアに参加しよう！

参加費
無料

まずは情報収集したい方
履歴書
不要

申込
不要

入退場
自由

福祉のお仕事 エリア別就職フェアのお知らせ
イベント名

会

場

日

程

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

就職フェアではこんなことが聞けちゃいます!!

今年度の
就職フェアも
残りわずかと
なりました！

今年（2018年）の福祉
のお仕事就職フェア夏
の様子。事業所ごとに
様々なアピールを行っ
ています。

現場で働く職員さんや採用担当者が参加します。求人票には載っていないけれど、気になる
あれこれを聞いてみましょう。聞きづらいというときには、福祉人材センタースタッフに
お声がけください。ご希望に沿った事業所探しをお手伝いします。
〈例えばこんな質問〉

★夜勤は月に何回あるの？残業はどれくらい？残業手当は支給される？
★入職後の研修制度はあるの？新人教育の充実度は？
★有給は希望どおりの日程で取得できるの？子どもの体調が悪くなった時に急なお休みは
取れるの？
★職員間の人間関係はどう？利用者さんとの関係性はどう？

当日は 福 祉 人材 セン
ター相談コーナーもあ
ります。気軽にご相談
ください。

3

まだまだ 現 役 ‼

介護のお仕事で 再 スタート

シニア世代の活躍する現場

医療法人

北斗会

厚生労働省は、
「2025年問題」として介護職員が全国で38万人不足するという推計を発表しました。栃木県では高
齢化率27.0％、約６千人の介護人材を確保する必要があるといわれています。
一方で、定年退職後に介護の仕事を始めたいという方も増えてきており、シニア世代の活躍が期待されています。
そういった背景を踏まえ、今回はシニア世代をはじめ幅広い年代の職員が多数活躍している「医療法人北斗会」の
管理部長の松浦さん、人事担当の小林さんにお話を伺いました。

介護職経験のない、シニア世代も活躍中
介護職員を支える「介護アシスタント」ってどんな仕事？
職員の採用について法人の考え方を教えてください。
年齢に関係なく、健康でやる気のある方を採用しています。また、続け
て働きたい方には、続けて働いてもらえるように、法人としてできるこ
とはないかを検討し、その方の働く意欲を応援したいと思います。

シニア世代の方はどのように働いていますか。
介護アシスタントや運転手として働いている方が多いです。働き方も一人
ひとりに合わせて、就労時間や週の就労日数を話し合い、働く方それぞれ

今回訪問した医療法人北斗会
宇都宮シルバーホーム（宇都宮市平出町）

の希望と生活スタイルを考慮して決めています。

● 入所：100名
● 通所リハビリテーション：50名

「介護アシスタント」は具体的にどのような業務になりますか。

北斗会で導入している介護アシスタントは、介護職員が行う業務のうち、直接介護以外の清掃や食事の配膳等、
誰にでもできるような業務を担当しています。シニア世代だけでなく、修学前のお子さんを持つ主婦の方など
が「介護アシスタント」として活躍しています。また、介護アシスタントをやめた後も、ご本人の特技を活か
して、絵手紙クラブの講師・運営を務め、事業所に貢献されている方もいます。雇用形態は非常勤になります
が、介護アシスタントから介護職員へとステップアップし、常勤職員となる方もいます。

シニア世代に期待していることはなんですか。
長年働いてきた経験や社会人としての知識を持っているので、即戦力として働いてもらえます。また、職
員や利用者とのコミュニケーションがうまく取れるので、助かっています。

これから就職を考えているシニア世代にエールをお願いします。
シニア世代はもちろんですが、幅広い世代の方に活躍してほしい
ので、勤務日や就労時間はご本人の希望を優先し、双方で話し合い
ながら、柔軟な働き方ができるように調整します。一人ひとりに合
わせた様々な働き方に対応しますので、
介護の仕事をやってみたいという方は、
ぜひチャレンジしてみてください。
◀ご対応いただいた松浦管理部長（左）、
齋藤介護アシスタント
（中）、
小林人事担当（右）

2

福祉人材・研修センター

お問い合わせは当センターまで

初任者研修貸付

『福祉・介護職スタート講座』
毎回好評いただいております、福祉・介護職スタート講座。
この講座から、福祉のお仕事をスタートする方もいます。
まずはここから！ぜひご参加ください！
【開催日】第６回

12月 8 日 【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】

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！
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31年１月19日
第4回 平成31年２月 ９ 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

出張

おしゃべりカフェ らふ＆ラフ★

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
をハローワーク黒磯で開催します！
県北在住の保育士の方、ぜひご参加ください。
【日 時】１２月７日
１３：３０〜１５：００
【会 場】ハローワーク黒磯 【定 員】10名程度
【内 容】保育実技：ペープサートの作り方・演じ方
ミニ講座：ヒヤリ・ハットについて
【申込先】ハローワーク黒磯 ℡ 0287‑62‑0144
とちぎ保育士・保育所支援センター
℡ 028‑307‑4194

『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。

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

非正職員 373件

障害者福祉分野…95件

）
児童・母子福祉分野…228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

福祉人材・研修センター アクセス
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）

▶▶▶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

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

宇都宮市若草1-10-6（とちぎ福祉プラザ3階）

TEL 028 & 643 & 5622
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その他………………12件

作新
学院

日光街道

〒320-8508

［担当］伊沢

※矢印 は８/1の有効求人数との比較を表わしています。

11/１現在 福祉人材センター有効のもの

779件 （正職員 406件

高齢者福祉分野………611件

お問い合わせは各実施機関まで

期日：平成31年２/21 ・22 ・25 ・26 ・27 ・
28 ・3/1
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

間》9:00〜17:00

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

保育施設に体験に行こう！

■福祉用具専門相談員指定講習会

《開所日》11/17・12/15・平成31年1/19
《時

詳細については、福祉・人材研修センター
にお問い合わせください。

その他

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

介護職員初任者研修受講費用助成制度をご活用ください。
①受講料を自己負担し、研修を修了した方
②研修修了後、３か月以内に県内の介護施設等に就職し、
６か月以上継続して就労した方
③県内の介護施設等に所属し、研修修了後も継続して就労
した方
②又は③に該当する方（①は必須）が対象になります
助成額は、受講費用の半額で50,000円以内。

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

