
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
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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

その他 お問い合わせは各実施機関まで

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』

平成31年2月22日（金）まで受付期間

お気軽にご利用ください！『福祉のお仕事出張相談』
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開設曜日

第３土曜日 《開所日》2/16・3/16・4/20
《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

日　程：4月～翌年３月の土曜日（全12回）
時　間：13：30～16：30
　　　　※うち４回は集中講座（午前・午後）の特別講座あり

　　　　※その他　内観法宿泊研修（希望者のみ参加・別途負担）

も受講できます。

会　場：コンセーレ（宇都宮市駒生町）
受講料：半期（６ヵ月）29,500円／全期（１年間）54,000円
定　員：50名（先着順）

■一流講師による心理学の基礎が学べます　
　ピア・カウンセラー研修講座2019のご案内

締切間近

（数量限定）

届出された方には、
介護のお守り袋
をプレゼント！

お申込・お問い合わせ
特定非営利活動法人とちぎユースワークカレッジ

〒321-0345　宇都宮市大谷町2003-3
℡ 080-1317-4805　℻ 028-666-0770

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。

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。

初任者研修受講費用を助成します

上手に活用！ 「介護・保育貸付制度」

予約不要

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。

【相談時間】　１３：００～１６：００
　　　　　　　（受付１５：４５まで）

【相談会場・日程】

その１ その２ その３
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設定が完了すると、
登録アドレスにメー
ルが届くので、開い
てください。

「入力内容を確認
する」をクリック。

「登録する」を
クリック。

「届出者（介護）の方」
をクリック。

「新規登録」を
クリック。 利用規約に同意。

その４

あなたの情報を
入力してください。

あなたの情報を
入力してください。

おわり

求人状況報告

受付求人数　844件　（正職員 425件　   非正職員 419件 　）
高齢者福祉分野………677件　　　障害者福祉分野…102件　　　児童・母子福祉分野…227件　　　その他………………13件

2/１現在  福祉人材センター有効のもの ※矢印　は11/1の有効求人数との比較を表わしています。（※重複あり）

社会福祉法の改正により、介護福祉士等（介護福祉士、介護職員初任者研修、実務者研修、基礎研修、
ヘルパー１・２級）の有資格者を支援するための届出制度が創設されました。

介護福祉士等の
資格をお持ちの
皆さんへ

　届出制度は、介護福祉士等の資格を持つ方々が、介護の仕事から一度離
れても、いつでも円滑に介護の現場で再び活躍いただけるように、都道府
県福祉人材センターに届出ることを努力義務として、スタートしました。
　介護職として働く人は増え続けていますが、介護を必要とする高齢者も
増加し続けているため、介護の資格、技術、経験を持つ方々は、とても貴
重な存在です。

登録は
こちら
から

URLをクリック

メールが届かない場合
はどうすればいいの？

Q
以下のドメインを受信
できるように、設定し
てください。

A

メールを受信！
開いてください。

@fukushi-work.jp

◎福祉人材センターに届出をすると、以下のサポー
トを受けることができます
①介護の仕事に関する最新情報をお届けします。
②知識や技術の再習得研修、職場体験のサポート
をします。
③再就職希望の場合、福祉人材センターが再就職
のお手伝いをします。

スマホでも簡単に届出ができます
介護の資格をお持ちのみなさんへ
スマホで届出登録をしませんか！

♡入力したメール
　アドレスがあなた
　のIDになります。

●介護：再就職準備金［上限20万円］
●保育：就職準備金　［上限40万円］
　　　　保育料一部貸付制度：保育料の半額２7,000円を上限
★いずれも２年間勤務で全額返還免除
　なお、貸付には要件があります。詳しくはお問い合わせください。

お申込・お問い合わせ
介護：℡ 028-643-5622  保育：℡ 028-307-4194

ほしい情報
を入力！

希望条件を
入力！

からも検索できます！

福祉のお仕事

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

ニュース
http://www.tochigikenshakyo.jp
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福祉職をめざすあなたを応援します
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介護福祉士等届出制度 ご存知ですか？
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利用者だけでなく、職員は大事な「人財」‼
施設に関わる全ての人を大事にして、強い法人を目指す。

職員の働きやすい職場作り

「ソウェルクラブ」加入で職員の福利厚生を充実

地域と連携し、支援のやりがいを広める

利用者へのサービスを向上させるには
まず職員を大切に！ 加入について

バスツアー

チケットあっせん事業

・「山のレストラン」お食事クーポン
・「オトワレストラン」お食事クーポン
・「クローバー」お食事クーポン
・三遊亭円楽・春風亭昇太二人会
・劇団四季「アラジン」
・松竹大歌舞伎

・夏休み in千葉
　　日帰りバスツアー
・巨人VS阪神
　　観戦ツアー
・日帰り東京ディズニーシー
　　バスツアー

・きかんしゃトーマスファミリーミュージカル（宇都宮市、栃木市）
・劇団四季「ライオンキング」
・狂言　万作の会
・ディズニーオンクラシック
・映画鑑賞券
（TOHOシネマズ、MOVIX宇都宮、小山シネマハーヴェストウォーク、
　109シネマズ佐野、フォーラム那須塩原、
　ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが）
・宿泊・日帰り温泉クーポン（リゾートホテルラフォーレ那須、
　ザ・グランドスパ南大門、日光星の宿）

栃木県事務局事業

　平成2年に開設された同法人は現在、７つの障がい者施設、２つの高齢者施
設を運営しています。開設当初から掲げてきた、「笑顔と心と基本動作」を軸
に利用者へのサービス向上に取り組んできました。
　法人の職員定着率は高いですが、理事長は、「どうしたら良くなるのかでは
なく、悪くなるのがなぜかを考える方が重要。理想の職場は、明るく魅力のあ
る、コミュニケーションがとりやすい職場であり、アットホームな雰囲気作り
を心がけてきました。」と話しています。
　また、平成28年度より法人独自の「きらりホット活動」を実施しています。
この活動は当初、利用者のきらりと輝く言動に職員が気付くということでありましたが、現在では、利用者のみな
らず、職員や保護者へも広がっています。理事長は、「互いの良いところに気付くことは、職員として支援・介護
に必要な洞察力を養うことにつながっています。」と話しています。

　女性が多く働く同法人では、育児休暇取得を促し、対象職員の取得率は
100％になっています。子育て中の職員も多いことから、有給休暇の取得は勿
論のこと、ライフスタイルに合わせた勤務ができるようにしています。また、
時間外労働について、「以前は時間外労働が当たり前という風土がありました
が、システムによる勤怠管理を導入することで、業務改善の末、時間外労働を
減らすことができました。しかし、職員の意識改革も含め、浸透するまでに３
～４年かかりました。」と事務局長は振り返っています。

　同法人は、平成６年にソウェルクラブが創設された当初から加入しています。事務局長は、「ソウェルクラブの
魅力は福利厚生メニューの充実です。多くの職員が働く中で、職員の福利厚生を法人単独で行うのは難しいため、
助かっています。また、お子さんのいる職員も多いため、家族向けのお祝い品や会員交流事業のツアーやチケット
もよく活用しています。」と話され、理事長も、「会員交流事業のお食事クーポンを利用しています。普段はなか
なか行く機会がなかったのですが、チケットが当選したことで、家族と食事に行く良いきっかけ作りにもなりまし
た。」と話しています。

　同法人では、日頃から地域住民とのイベントや近くの小中高生の施設見学の
受け入れ・学校訪問などを行い、地域との連携を図っています。このことにつ
いて、理事長は、「利用者・職員・保護者は勿論のこと、地域との連携も大切
にしています。地域の方々との交流を通じて、支援することの理解と協力を広
めていき、施設に関わる全ての人を大切にすることで、強い法人を目指してい
きたい。」と話しています。

利用者だけでなく、職員は大事な「人財」‼
施設に関わる全ての人を大切にして、強い法人を目指す。

社会福祉法人 すぎの芽会　理事長　藤 戸　時 一 さん
事務局長　中 澤　和 男 さん

職員の福利厚生に福利厚生センター（ソウェルクラブ）を活用しよう！

福利厚生センター(ソウェルクラブ）に加入しませんか？福利厚生センター(ソウェルクラブ）に加入しませんか？
魅力ある職場づくりのために

　福利厚生センターは、全国の社会福祉事業従事者に対し、福利厚生事業を提供しています。中小規模の法人が多
い社会福祉事業分野では、個々の法人で豊富な福利厚生を提供することはなかなか難しいと思われます。福利厚生
センターでは、全国規模というメリットを生かし、多様なサービスを提供しています。法人単位ではなく、事業所
単位で加入が可能で、会員となることで多様なサービスを利用することができます。
　栃木県では栃木県社会福祉協議会がその業務を受託しています。

●し く み…社会福祉事業または介護保険事業の経営者と福利厚生センターが契約します
●掛　　金…1人当たり毎年度１万円（非常勤職員は、１万円もしくは５,000円（サービスの指定あり）の選択制）
●契約期間…契約成立日から翌年３月31日までの期間
　　　　　　※退会の意思表示がない場合は、契約は自動的に１年延長となります
　　　　　　※暫定契約：その年度の11月１日から３月31日の間に契約を締結する場合、利用できる福利厚生
　　　　　　　事業・サービスが限定されますが、掛金は免除で利用できます。

［平成30年度 実施事業］

日帰り東京ディズニーシー
バスツアー
実費11,500円のところ、
参加費6,000円

２人の孫と参加
し、バスの中で
も他の事業所
の方とディズ
ニーの話題で
盛り上がり、楽
しい一日を過
ごすことがで
きました。 劇団四季

「ライオンキング」
実費12,000円のところ、
参加費6,500円

この事業が、ミュ
ージカルを初め
て見るきっかけ
になりました。動
物たちの衣装や
音楽の迫力、スト
ーリーもおもし
ろく、息子（５歳）
の心にも印象深
く残ったようで、
とても楽しい経
験ができました。

●アルファクラブグループ
●たんばらスキーパーク
●ハンターマウンテン塩原
　マウントジーンズ那須　等

●リゾート・宿泊
　→最大90％OFF
●レジャー施設
　→最大75％OFF
●日帰り温泉
　→最大60％OFF
●グルメ→最大50％OFF
●ショッピング→優待割引
●スポーツ→優待割引　等

●生活習慣病予防検診費用助成（4,120円）
●健康生活用品給付
（3,000円相当、毎年１品）
●結婚・出産・入学お祝品贈呈（商品券）
●永年勤続記念品贈呈（5年ごとの勤続）
●長期勤続者退職慰労記念品贈呈
（35年以上勤続し、退職時に贈呈）
●死亡弔慰金、入院・手術・災害時の見舞金
●各種講習会、海外研修補助
●クラブ・サークル活動助成（1人1,000円）
●手帳、情報誌の配布　等

会員登録制で全国の各地の
サービスがさらにお得に！

会員割引あり！

ツアーやチケット事業が半額近くで参加可能！

●指定保養所、会員制リゾート
　優待割引
●国内外パッケージツアー
●テーマパーク割引券
●スポーツクラブ、スキー場　優待割引
●特別資金ローン、特別提携住宅ローン
●ソウェル保険
　（団体生命、医療保障、積立年金、傷害、
入院、がん）

●結婚式場、葬祭サービス
●住宅建築、マイカー購入割引　等

今回訪問した社会福祉法人
すぎの芽会 すぎの芽学園（宇都宮市板戸町）

御対応いただいた藤戸理事長（左）、
中澤事務局長（右）。 入口に飾られた、自慢
の利用者による絵画の前にて。

利用者による絵画。
自分の世界を絵画という方法で表現します。
見る人を幸せにしてくれます。

●施設入所支援・生活介護事業・
　短期入所事業・日中一時支援事業
●定員30名

☆会員交流事業

☆地域開発メニュー

☆ソウェルクラブ
　　　　クラブオフ

☆ソウェルクラブ
　　　オリジナルメニュー

☆ソウェルクラブ
　　　基本サービス


