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介護の基礎を身につけ、介護職への新たな一歩を踏み出しましょう！

介護に関する入門的研修を開催！
当センターでは、栃木県内にお住まいの定年退職間近の方や中高年齢者、子育てが一段落した方などを対象に、
「介護に関する入門的研修」
を今年度に限り開催します。受講後、
介護職等への就労を希望する方は、
当センター
に求職登録していただき、個別の就職相談や就職あっせん等も行います。また、当センター主催の「就職フェ
ア（福祉施設との就職相談会）
」に参加いただき、よりスムーズな就職につながるよう支援します。

こんな思いを持っている方を募集します！
介護未経験のため基礎を学びたい
定年後もまだ働きたい
人のためになる仕事がしたい
地域のボランティア等で活躍したい
子どもに手がかからなくなり少し働きたい
親の介護をして興味をもった

護に関する入門的
矢板市で行われた「介

研修」の様 子

介護に関する入門的研修とは
介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わるうえで知ってお
くべき基本的な技術を学ぶことができる研修です。介護に関する基礎知識や基本を学ぶ基
礎講座３時間と基本的な介護の方法や認知症の理解、現場での実習も含めた入門講座が18
時間、合計21時間程度の研修です。研修を修了すると、研修修了証を発行します。制度的
に位置づけられた資格ではありませんが、通所・施設系サービスの介護職員・介護補助
（アシスタント）として働くことができます。また、生活援助従事者研修（59時間）や介
護職員初任者研修（130時間）の受講科目が免除されます。
本センターでは県央地区・県北地区・県南地区の３地区に分けて、各地区ともに４日間の日程で開催する予
定です。日程や会場については現在調整中です。詳細が決まり次第ホームページ等でご案内します。
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介護アシスタントから介護職の道へ
社会福祉法人 大恵会

特別養護老人ホームひかりの里

当センターにて、介護に関する入門的研修が開催
されます。この研修修了者は介護施設で働くための
基礎知識を習得できるばかりでなく、介護職員をサ
ポートする「介護アシスタント」として活躍するこ
とも可能です。介護アシスタントを導入している、
社会福祉法人大恵会

特別養護老人ホームひかりの

里（日光市）に、その業務内容や導入に至った経緯
を伺いました。

社会福祉法人大恵会
特別養護老人ホームひかりの里

（日光市今市）

●特別養護老人ホーム定員 50 名
●ショートステイ定員 10 名
●デイサービス定員 20 名

介護アシスタントの山氏さんと齋藤さんにお話を伺いました。
現在の勤務時間・仕事内容について教えてください。
山氏さん：主に９時〜14時の週５日働いています。
齋藤さん：主に平日の８時〜16時で働いています。仕事は、利用者さんの身
体介助を除いた、身の回りのお世話をしています。食事の配膳や洗い物、シー
ツ交換、掃除などです。
介護アシスタントとして働いてみたいと思ったきっかけを教えてください。
利用者の昼食前にお茶を入れる
山氏さん。

山氏さん：以前はひかりの里で介護職員として勤務していましたが、体調を
崩したため退職しました。その後、体調も回復し、仕事を探していた時に、義
理の姉が介護アシスタントとして働いていたことを知りました。介護職をして
いたころから、利用者さんとのふれあいは好きでしたし、介護アシスタントな
ら体調面でも無理なく働けるかなと思いました。
仕事のやりがいや大変なことを教えてください。
齋藤さん：私は働き始めて２年目になりますが、大変だと思ったことはあり
ません。むしろ、利用者さんに心地よい空間で過ごしてもらえるようお手伝い

利用者の居室のシーツ
交換 をする
齋藤さん。

ができて、とてもやりがいを感じています。利用者さんと会話することも多く、
毎日楽しく働いています。

介護主任の今井さんと生活相談員の佐久間さんに、
介護アシスタントの導入のきっかけについて伺いました。
介護アシスタントを導入するきっかけを教えてください。
人手不足で介護職員の負担が増える中、業務内容の見直しを行い、介護職員がやるべき業務とそうでない業
務を整理しました。そこで、介護職員が特別やらなくてもいい、技術を必要としない業務を他の職員にお願い
すれば、介護職員の負担が減ると思い、導入に至りました。
介護アシスタントを導入して、現場の介護職員の反応はいかがでしたか。
ユニットリーダーを通して、職員には説明を行いましたが、今まで自分たちで行っていた業務をどこまでお
願いしていいのか戸惑っていました。しかし、アシスタント業務を内容によって３種類に分けて明確にするこ
とで、職員もこの業務なら介護アシスタントに頼むことができると、理解してくれるようになりました。
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皆さんとても温かい雰囲気で対応して
くださいました。
左から、今井さん（介護主任）
山氏さん・齋藤さん（介護アシスタント）
佐久間さん（生活相談員）

介護アシスタントを導入して、良かった点・改善点を教えてください。
やはり、介護職員の負担が減ったことで、利用者と関わる時間が増え
ました。また、アシスタントがいない日もあるので、いない日に備えて
計画的に業務に取り組めるようになりました。改善点としては、アシス
タントによって、勤務時間や業務内容も変わってくるので、適材適所な
業務をお願いできるようにしていきたいと考えています。

今井さん（介護主任）・佐久間さん（生活相談員）からのメッセージ
未経験の方は、いきなり介護職で働くのはハードルが高いと感
じるかもしれません。そんな方は、まず介護アシスタントから働
き始めて、施設の様子・働き方を知ることができます。また、ひ
かりの里では、アシスタントから介護職へのステップアップの環
境も整っており、キャリアアップのための資格取得の補助もあり
ます。ぜひ一歩踏み出して一緒に働きましょう！

今年も残りわずか、
お気軽にご参加ください！

各種イベント・講座のご案内

福祉・保育のお仕事就職フェア

各エリアで開催します。
ぜひご参加ください！

福祉・保育のお仕事就職フェア（県北エリア）

参加費
無料

申込
不要

福祉のお仕事就職フェア（県南エリア）

11月16日 ・矢板市生涯学習館（矢板市）・13：00〜15：30

令和２年２月１日

福祉・保育のお仕事就職フェア（県央エリア）

福祉のお仕事就職フェア2020・冬

12月14日 ・とちぎ健康の森（宇都宮市）・13：00〜15：30
※各フェアに参加する事業所については、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。
※11/16・12/14 の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
（TEL 028-307-4194）までお申し込みください。

福祉のお仕事

はじめのい〜っぽ！

『福祉・介護職スタート講座』
「福祉・介護」の現場ってどんな感じだろう？
どんな仕事だろう？そんな疑問を解決！
現場で活躍する職員さんに直接お話を聞いてみましょう！
第６回「障害者支援施設のお仕事」
開催日時
会
場

11月30日
10：00〜15：00
（小山市）
CSWおとめ

※協力施設でのスタート講座開催となります。

第７回「訪問介護のお仕事」
開催日時
会
場

令和２年１月18日
10：00〜12：00
とちぎ福祉プラザ ３階 社協会議室

第８回「老人保健施設のお仕事」
開催日時
会
場

令和２年２月８日
10：00〜12：00
とちぎ福祉プラザ ３階 社協会議室

履歴書 入退場
不要
自由

・小山市立中央公民館（小山市）・13：00〜15：30

令和２年２月15日

・とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）・13：00〜15：30

対象地域で事業を運営している施設が多数参加します。
仕事内容や採用条件など確認したいことを直接聞くこと
ができます。当日は人材センターの総合相談ブースを開
設しますので、資格や貸付事業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。

『福祉・介護職見学・体験』
県内 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。今年度は中学生以上が対象となります。
（中学生の参加には保護者の同意が必要です。）

見学コース

施設内の見学や説明（１か所まで）

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体験（３か所まで）

申込締切
体験期間
対 象 者
未経験でも
大丈夫！

令和２年２月21日
令和元年５月７日 〜令和２年３月６日
中学生以上の方ならどなたでも
まずは、
見学・体験
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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

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』

気軽に参加ＯＫ！みんなで話そう！作ろう！

県央

『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』

エリア

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。

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。

開催日時
会
内

11月28日
10：00〜14：30（受付9：30〜）
場 とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
容 施設見学
幼児体育講座
保育士のためのエクササイズ

お気軽にご利用ください！
『 福祉のお仕事出張相談』
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）
期的にキャリア支援専門員が 【相談会場・日程】
会
場
開設曜日
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
ハローワーク鹿
沼 第１・３火曜日
す。福祉のお仕事が初めてと
ハローワーク栃
木 第１・３火曜日
いう方もお気軽にご相談くだ
ハローワーク佐
野 第１・３水曜日
さい。
ハローワーク足
利 第２水曜日
予約
不要
ハローワーク真
岡 第１・３水曜日
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

ハローワーク那須烏山

会
場
対 象 者

とちぎ福祉プラザ
保育のお仕事を希望する方
保育のお仕事に興味・関心のある方

保育施設へ体験に行こう！

『保育のお仕事 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
を経験していただこう！とスタートした事業です。
申込期間
体験期間
体験場所
対 象 者

令和２年１月31日 まで
令和２年２月28日 まで
各市町の受入可能な公立保育園
保育士資格所持者もしくは取得間近の方

福祉人材・研修センター 土曜開所日のお知らせ

毎月
第３土曜日

第２水曜日

《開所日》11/16・12/21・令和２年 1/18

《時

間》9:00〜17:00

お問い合わせは各実施機関まで

栃木県最低賃金が変更になりました。

853

時間 額

栃 木 県 最 低 賃 金

10月1日より、栃木県最低賃金が853円（時間額）に変更となりました。栃木県内の全ての
事業者と労働者に適用されますので、必ず御確認いただくようお願いします。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（TEL 028-634-9109）または最寄りの労働基準
監督署にお問い合わせください。

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

非正職員 397件

障害者福祉分野…134件

）
児童・母子福祉分野…215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………………18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

円

発効日：令和元年10月１日

※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

857件 （正職員 460件

高齢者福祉分野………676件
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10：00〜12：00

※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。

※祝日は相談をお休みさせていただきます。 とちぎジョブモール（宇都宮市） 第２水曜日（予約制）

その他

令和２年１月18日

［作って遊ぼう］ いろいろな箱とお面作り
［ミニ講座］
就職に向けて

※託児は開催日１週間前までにご連絡ください。

ハローワーク矢

開催日時

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

