福祉人材・研修センター

お問い合わせは当センターまで

『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』

締切間近

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
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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
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まずは、
見学・体験

未経験でも
大丈夫！
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※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）

令和２年度４月は出張相談がありません。
５月より各ハローワークにお伺いします。

上手に活用！「介護・保育貸付制度」

その他

福祉職をめざすあなたを応援します
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［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。

日

程：4月〜翌年３月の土曜日（全12回）

時

間：13：30〜16：30
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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 TEL 028-643-5622

利用時間

月〜金・第３土

9:00〜17:00

〜外国人介護人材受入の仕組みと実際の現場から〜
少子高齢化や生産年齢人口の減少による、人材不足が全産業で課題になっています。
介護業界でも、団塊の世代が75歳となり後期高齢期を迎える2025年には、全国で245万人の介護人材が必
要になると、推計されています。
そういった背景を踏まえ、福祉・介護の現場では新たな担い手として外国人への期待が高まっています。
現在、外国人が日本で介護職員として就労するために図のとおり４つの制度を活用することができます。

■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2020のご案内

●介護：再就職準備金［上限20万円］
●保育：就職準備金

お問い合わせは各実施機関まで

とちぎ

外国人介護人材受入れの仕組み

※うち４回は集中講座（午前・午後）

お申込・お問い合わせ

の特別講座あり

介護：℡ 028‑643‑5622 保育：℡ 028‑307‑4194

会

場：コンセーレ会議室（宇都宮市駒生町1-1-6）

受講料：半期（６ヵ月）29,500円／全期（１年間）54,000円
定

福祉人材・研修センター 土曜開所日のお知らせ

員：50名（先着順）
お申込・お問い合わせ

第３土曜日

《開所日》2/15・3/21・4/18
《時

間》9:00〜17:00

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

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

848件 （正職員 438件

高齢者福祉分野………668件

※矢印 は11/1の有効求人数との比較を表わしています。

2/3現在 福祉人材センター有効のもの

非正職員 410件

障害者福祉分野…160件

）
児童・母子福祉分野…208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

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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福祉人材・研修センター アクセス

作新
学院

日光街道

〒320-8508

福祉人材・研修センター

その他………………18件

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

（注1）平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
（注2）
「新しい経済対策パッケージ」
（平成29年12月8日閣議決定）において、
「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による３年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護
福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格を認めること」とされており、現在、法務省において法務省令の改正に向けて準備中。
（注３）４年間にわたりＥＰＡ介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能１号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。

介護福祉士
修学資金は
留学生も
対象です

介護福祉士修学資金は、介護福祉士養成施設に在学する方に資金を貸付けることにより、学業に専念できる
環境を整え、国家資格習得後に本県で介護職として従事してもらうことを目的に実施しています。
申請にあたり、養成施設からの推薦や連帯保証人の確保等の要件がありますが、介護職を目指す外国人留学
生の増加に対応するため、今年度から社会福祉施設等を運営する法人が保証人となる、いわゆる法人保証を認
めており、今年度は30名の外国人留学生に貸付を行いました。
外国人留学生に対しては、法人保証を行った法人のみならず、介護業界全体で本県の貴重な人財として活躍
してもらえるよう支援をしていくことが必要です。
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外国人技能実習制度を活用してみて

社会福祉法人

飛山の里福祉会の挑戦!!

実習生を受け入れた効果は？
利用者の反応が心配でしたが、２人が親しみやすいところもあり、すんなりと受け入れてもらえました。
業務に関しては、２人が戸惑うことがないように業務の統一化を目指し、業務手順の見直し、簡素化、共有を図
ることにより、以前より効率的に業務を進めることができています。
受入れ前は、職員から不安の声も聞こえましたが、２人の真面目で何事にも一生懸命に取り組む姿勢を見て、職

宇都宮市にある、社会福祉法人飛山の里福祉会（直井修一

員も刺激を受けています。

理事長）では、今年度外国人技能実習制度を活用し、ベト
ナム人実習生の女性２人を受け入れました。

外国人技能実習生として活躍するお二人に伺いました

２人は同法人が運営する真岡市西田井にある「介護老人
福祉施設

田井の里」で勤務しています。

今回は、実際に受入窓口となった小澤美智雄施設長さん
と森田弘章業務統括課長さん、そして実際に技能実習生と
して働くベトナム人のズオン・ティ・ヌさんとレー・
ティ・ビック・ゴックさんにお話を伺いました。

社会福祉法人飛山の里福祉会 田井の里（真岡市）
●特別養護老人ホーム定員 29 名
●ショートステイ定員 10 名
●デイサービス定員 20 名
●障害者通所支援（児童発達支援、放課後等デイ
サービス、生活介護）定員各 5 名
●田井の里クリニック（内科・小児科・歯科）

ゴックさん：テレビ等で日本のニュースを見て興味を持ちました。
日本に来て驚いたことは？
ゴックさん：日本人は仕事が好きでベトナム人よりすごく真面目だと思いました。

外国人技能実習生を受け入れるまでの経過は？
直井理事長が技能実習制度の趣旨に賛同し、法人の業務を通じて国
際交流に寄与したいという思いから始まりました。理事長が現地ベ
トナムを訪問し、面接やマッチングを行い、当初４人を受け入れる
予定でしたが、事前の調整等で受入れまで１年半ぐらいかかり、最
終的に２人となりました。
受入れが確定してからは、準備のために、実習生を支援する核とな

利用者さんに笑顔

ヌさん：日本語にチャレンジしたいと思いました。

ヌさん：教科書と違って、実際の日本語は難しいなと思いました。

事業所の声

クさん
で食事介助をするゴッ

日本に興味を持ったキッカケは？

介護の仕事の感想は？
ヌさん：はっきりと話せない利用者さんもいるので、コミュニケーションをとるのが難しいです。入浴は危険な
ので気を付けるようにしています。利用者のデータ（食事・排泄）を入力するのが難しいです。
ゴックさん：ベトナムで病院に勤務し、祖父母と一緒に住んでいたので介護への抵抗は
ないです。しかし、認知症の人への対応は難しいと感じています。

る職員３人が栃木県国際交流協会のベトナム語講座を受講しました。

将来の夢は？

その他の全職員は、「にほん語で介護共育会」の講義を受け、ベト

ヌさん：日本語の先生や日本の会社など、日本に関わる仕事をしたい。

ナム語のみならず、ベトナムの文化や生活習慣を学びました。
実習生の仕事ぶりは？

ゴックさん：介護の仕事が好きなので、日本で介護福祉士の資格をとり、ベトナムの病院に勤めたい。（ベトナ
ムの介護現場は病院が主です）

２人とも日本語が堪能で非常に勉強家ですが、独特な言い回しや方
言等に苦労している様子はうかがえます。利用者や職員に対しての
気配りもでき、礼儀正しく、介護技術も受入れ当初から比べるとか
なり上達しています。
勤務時間は日勤が主であり、まだ夜勤をしたことはありませんが、本

利用者さんの話を笑顔で聞くヌさん

実習生の２人が評判どおり真面目で親しみやすく、応援してあげたくなる人材という印象を受

人たちは夜勤もやってみたいと意欲的です。

けました。

生活面のサポートは？

純粋に国際交流の一環として、２人には日本を好きになってもらいたいと話していました。

主に２人の支援をしている森田課長は、人材不足だから受け入れているということではなく、

法人が所有する宿舎（宿舎から事業所までは徒歩１分もかからな

また、直井修一理事長は、「介護労働力の強化よりも法人の国際貢献の一環として技能実習生

い）と１人１台の自転車（新車）を用意しました。その宿舎では２

を受け入れたが、業務の効率化などの波及効果もあった。２人の実習生にはベトナムに帰ってか

人で生活しています。

ら、介護の現場で活躍してほしい」と話していました。

当初、職員が自転車で日用品の買い物に付き添っていましたが、現在
は自分たちで買い物に行っています。また、数か月に１回、自動車で
大型ショッピングセンターに連れていき、日用品以外の買い物ができ
るように支援もしています。
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取材をとおして…

介護現場では、技能実習生のみならず様々なかたちで外国人材が働く機会が今後増えてくると
思いますが、受け入れる側の温かい気持ちと柔軟な姿勢のもとに、業務上のサポートだけではな
く生活面のサポートも併せて行うなど、広く支援が求められてくると感じました。
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