
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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警察学校

国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

とちぎ福祉プラザ３階

福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

求人状況報告
受付求人数　620件　（正職員 340件　 非正職員 280件 　）
高齢者福祉分野………526件　　障害者福祉分野…  67件
児童・母子福祉分野…136件　　その他……………… 7件

11/１現在  福祉人材センター有効のもの

※矢印　は8/1の有効求人数との比較を表わしています。

（※重複あり）

２年間勤務で全額返還免除!!

３つの貸付制度で介護職・保育士の方の就職を応援！
就職のための準備金などを無利子でお貸しします！

介護・保育の人材確保・定着を目的とし、これから就職される方等を対象に新たな３つの貸付制度が始まりました。
　　 再就職準備金貸付　　　　　就職準備金貸付　　　保育料の一部貸付
それぞれ貸付対象要件等が異なりますので、各貸付制度の詳細については以下をご覧ください。

平成28年10月から介護・保育の資格を持ち、栃木県内で就職する方への貸付制度が始まりました！

　１日から３日の範囲で、県内の福祉施設でのお仕事を体
験できます。高齢分野、障害分野の各分野で１回ずつ体
験ができますのでこの機会に福祉のお仕事の魅力を体感
してみてください。
　高校生以上であれば、どなたでもご利用いただけます！

　介護職に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。
　昨年度はこの講座に参加して実際に就職し
た方が多数！復帰する方だけでなく、これか
ら介護職に挑戦する方もご参加いただけます。
　今年度は残すところあと１回。最後のチャ
ンスをお見逃しなく！
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《相談時間》13:00 ～ 16:00（受付 15:45 まで）
《相談日程》

《申 込 先》福祉人材・研修センター

《体験期間》平成29年３月10日㊎まで
（申込期限：平成29年２月24日㊎まで）

『就職フェア（エリア別）』で実際に話を聞いてみよう！

『福祉・介護職体験学習』をご活用ください！ 『介護のお仕事復帰講座』開催中！

福祉のお仕事出張相談のお知らせ

のお仕事就職フェア

《開催日》第３回　平成29年 1月 21日㊏
　　　　　　　　 10：00～15：00

とちぎ福祉プラザ３階  福祉研修室《会　場》

介護老人保健施設　野沢の里 　　　
理学療法士兼宇都宮短期大学非常勤講師
髙橋  一将 氏　

《講　師》

福祉人材・研修
センター

《申込先》

土曜開所日のお知らせ

第３土曜日《開催日》11/19・12/17・1/21
《時　間》9:00～17:00

予約
不要

託児
あり

※直接会場にお越しください。

福祉人材・研修センター

県内を地域ごとにエリア分けし、福祉・保育の就職相談会を行います。エリア内の事業所が多数参加。　
就職を希望する方はもちろん、とりあえず話を聞いてみたいという方もお気軽にご参加ください！　

介護の資格・経験を持つ方の再就職を応援！

貸付
上限額 20万円 返還の

免除要件

申  請
方  法

再就職準備金貸付介護

再就職のための
準備金を
無利子で

お貸しします！

２年間 勤務で 全額返還免除
栃木県内で介護職員等として再就職後、引き続き２年間当該業務に従事したとき
※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。

1介護職員等として再就労する日までに「届出書（兼求職登録票）」と「再就職準備金利用計画
書」（各書式は栃木県社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます）を、福祉人材・
研修センター窓口又は「福祉のお仕事出張相談（P４参照）」窓口に直接ご提出ください。

2再就職内定（決定）後、貸付申請書等を提出してください。
　★貸付申請書等は1提出時にお渡しします。

対象者
次の①～⑤の全てに該当する方
①栃木県内に住民登録をしている。
②介護職員等※としての実務経験が１年以上ある。
③介護福祉士または介護職員実務者研修または、介護職員初任者研修（介護職員基礎研修、ヘルパー1級、2級
含む）の修了資格を持っている。

④介護職員等として再就労する日までの間に栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センターに届出（求職登録）
をしている。

⑤介護職員処遇改善加算を算定している施設・事業所に再就職する（予定）。
　★平成28年４月１日以降に再就職した（する）方が対象です。

お申込み
お問い合わせ先 福祉人材・研修センター（貸付担当） TEL 028‒643‒3300

１人あたり１回限り

無利子

開　　催　　日 エリア 会　　　　場 主な参加事業所対象エリア

栃木市、小山市、下野市、野木町、壬生町、
上三川町（結城市他、茨城県県西地域合同）小山市神鳥谷202

小山グランドホテル11月26日土4

5

6

7

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
さくら市、那須烏山市、高根沢町宇都宮市若草1‒10‒6

とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）12月17日土

宇都宮市若草1‒10‒6
とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）

足利市、佐野市
足利市朝倉町 264
足利市民プラザ（小ホール）１月14日土

県南地域

県央地域

安足地域

県内全域 25市町２月18日土

開　　催　　日 エリア 会　　　　場 主な参加事業所対象エリア
大田原市、矢板市、那須塩原市、
塩谷町、那須町、那珂川町

健康長寿センター
那須塩原市南郷屋 5-16311月24日木

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
さくら市、那須烏山市、高根沢町

とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）
宇都宮市若草 1-10-6
とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）
宇都宮市若草 1-10-6

12月16日金
25市町2月17日金

県北地域

県央地域

県内全域

参加費
無 料

申 込
不 要

入退場
自 由

参加費
無 料

申 込
不 要

入退場
自 由

その他 お問い合わせは各実施機関まで

期日：平成29年２/６・7・10・11・15・16・17（50時間）
時間：9：00～18：00（６日、16日は17：00まで）
受講料：53,000円（消費税・テキスト代込）
会場：とちぎ福祉プラザ　　定員：20名

■福祉用具専門相談員指定講習会開催

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　　［担当］山口・伊沢

自分の可能性
を広げられる
チャンスです！
ぜひ、体験して
みませんか？

開催時間▶すべて13：00～15：30（受付は15時まで） 開催時間▶すべて13：00～15：30（受付は15時まで）

※介護職員等とは、介護職員処遇改善加算の算定要件とされる
　職種を指します

介護 保育

要予約

福 祉 のお仕事就職フェア保 育

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

発 行 利用時間 月～金・第３土
～

福祉職をめざすあなたを応援します
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【保育教諭】が必要です。「保育教諭」とは、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っている
方を指します。
※平成31年度末まで移行期間中のため、それまでは「どちらかの資格を所有・実務経験３年以上かつ
4320時間の勤務時間数」という条件を満たせば、規定時間勉強をするだけで、試験を受けずに資格を
取得できる制度（特例制度）があります。

平成27年にスタートした、『子ども・子育て支援新制度』。「量」と「質」の両面から、子育てを社会全体で支えるた
めに作られた制度です。
新支援制度の中で、実はまだまだ知られていないのが「認定こども園」。今回は、認定こども園についての特集です。

子ども・子育て支援新制度『認定こども園』ってどんなとこ？

Q 認定こども園で勤務している先生方の働き方を教えてください。
A 正職員とパート職員がいます（ほぼ全員が保育教諭資格所持）。
正職員が主担任となり、パート職員をサポート役として配置し、
クラスを運営しています。幼稚園➡認定こども園になり、お子
さんを預かる時間が長くなりましたので、基本的に勤務はシフ
ト制です。

Q パート職員の方で子育て中の方はいますか。
A はい。子どものためにも、無理なく働けるよう勤務時間は相談
に応じています。パートさんで育休をとって復帰される方もい
ます。正職員への登用もしているので、子育て後にメインで正
職員として活躍している職員もいます。

Q 幼稚園枠と保育園枠のお子さんで過ごし方に違いはありますか。
A 特に分けることなく一緒に過ごしています。14:30に幼稚園枠
のお子さんが帰る前に全員でさよならの会を行っています。

　　スイミング（外部施設に通う）・英語・体操教室などは、保育園
枠のお子さんたちも一緒に行っていますが、保護者から好評です。

　「子育てで現場を退いてしまった方も、子育てが一段落したらぜひ復帰してほしいです。経
験した育児の経験とやさしさ・思いやりを、今度は保育の仕事に活かしてください。子どもを
預けている若いお母さんたちはそれを待っていると思います。」（園長先生）

　「園では『キッズファースト』で子ども一人ひとりの個性に合わせて保育しています。人生
の中で育児の時間は短いです。小さい子どものいる職員も『キッズファースト』で自分の子ど
もにいっぱい愛情を注いでもらいたいです。園としても働きやすい環境を作れるようにしてい
きます。」（副園長先生）

お二人から保育職を目指す方や復帰を考えている方にエールをお願いします♪

保育室には、職員が工夫
を凝らした装飾がたくさ
ん！太陽の時計が、毎日
子どもたちを見守ります。

大豆生田園長先生（右）と
大豆生田副園長先生（左）。
優しい笑顔が印象的でした。

お二人ともありがとうございました!!

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあ
わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設のことです。
3～5歳のお子さんは、保護者の働いている状況に関
わりなく、教育・保育を一緒に受けられます。
保育園枠と幼稚園枠のお子さんが、日中一緒に過ご
しているのが特徴です。

『認定こども園』って？

認定こども園で
話を聞いてきました！
園長先生・副園長先生に

聞きました

小山市で第1号の認定こども園（H27年４月開園）。小山市と
栃木市との境、国道に程近い自然豊かな場所にあります。０～
２歳児と３～５歳児で園が２棟に分かれているのが特徴です。

学校法人小山西学園 認定とまとこども園

  7：00　順次登園
  8：00　通園バス出発（迎え）
  9：30　朝の会・クラス別に保育
11：15～11：30　昼食
12：30　午睡（3歳児未満）

クラス別保育（3歳児以上）
14：30　通園バス出発（送り）
15：00　起床（3歳児未満）・おやつ
16：00　自由遊び・順次降園
18：00　延長保育
19：00　延長保育終了

認定こども園先生方の
1日の流れ

［認定とまとこども園の場合］

登園の方法に、普通の

保育園にはない「園バ

スでの送迎」があるの

も、認定こども園の特

徴。もちろん、保護者

が送迎する子もいま

す。

また、３歳以上の子は

お昼寝なしで頑張って

いるそうですよ。

子どもたちお気に入りの園バス。
主に幼稚園枠のお子さんが登園・
降園時に乗っています。

▶

保育士の方の就職・再就職を応援！

貸付
上限額 20万円以内 返還の

免除要件

申 請
方 法

就職準備金貸付保育

保育

２年間 勤務で 全額返還免除
栃木県内の保育所等において保育の業務に従事し、かつ２年間
引き続きこれらの業務に従事したとき
※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。

返還の
免除要件
２年間 勤務で 全額返還免除
栃木県内の保育所等において保育の業務に従事し、かつ２年間引き続きこれらの業務に従事したとき
※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。

1求職期間中に「届出書（兼求職登録票）」と「利用計画書及び職歴報告書」（各書式はとちぎ保
育士・保育所支援センターホームページからダウンロードできます）を、とちぎ保育士・保育所
支援センター窓口又は「福祉のお仕事出張相談（P４参照）」
窓口に直接ご提出ください。

2就職内定（決定）後、貸付申請書等を提出してください。
　※貸付申請書等は1提出時にお渡しします。

対象者

とちぎ保育士・保育所支援センター（福祉人材・研修センター内）
TEL 028‒307‒4194

就職に必要な
経費として、
一人１回

無利子

保育士登録後１年以上経過し、平成28年４月１日以降に保育士として週30時間以上の勤務に就く方で
①及び②に該当する方。
①以下の施設又は事業を離職後１年以上経過した方。又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

②県内の保育所等に新たに勤務する方

未就学児をもつ保育士の方の就職や職場復帰を応援！

貸 付
内 容

申 請
方 法

保育料の一部貸付

就職内定以降に所定の書類を「とちぎ保育士・保育所支援センター」
にご提出ください。
詳細は「とちぎ保育士・保育所支援センターホームページ」からご覧
いただけます。

対象者
平成28年４月１目以降に保育士として週30時間以上の勤務に就く方で、①又は②に該当する方。
①未就学児をもつ保育士で、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もつ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する方。
（復帰日は平成28年４月１日以降の方）

●貸付額　　保育料の半額で、月額２万７千円以内（未就学児が複数いても左記の金額内）
●貸付期間　保育所等に保育士として勤務する期間。ただし、貸付額は勤務を開始した月から
　　　　　　起算して12か月分を限度とします。

お申込み
お問い合わせ先 とちぎ保育士・保育所支援センター

幼  稚  園

就学前の教育・保育を一体として捉え、
一貫して提供する枠組み

認可・認定

●幼児教育
●3歳～就学前の子ども

保  育  所

●保育
●0歳～就学前の保育が
　必要な子ども機能

付加
機能
付加

保護者が働いている、
いないにかかわらず受
け入れて、教育・保育を
一体的に実施

就学前の子どもに
幼児教育・保育を提供

すべての子育て家庭
を対象に、子育て不安
に対応した相談活動
や、親子の集いの場の
提供などを実施

地域における
子育て支援

認定こども園概要©内閣府

HP  https://www.tochigi-hoikushi-center.org/

働くためには、
どんな資格が
必要？

【所在地】小山市大字下泉
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【保育教諭】が必要です。「保育教諭」とは、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っている
方を指します。
※平成31年度末まで移行期間中のため、それまでは「どちらかの資格を所有・実務経験３年以上かつ
4320時間の勤務時間数」という条件を満たせば、規定時間勉強をするだけで、試験を受けずに資格を
取得できる制度（特例制度）があります。

平成27年にスタートした、『子ども・子育て支援新制度』。「量」と「質」の両面から、子育てを社会全体で支えるた
めに作られた制度です。
新支援制度の中で、実はまだまだ知られていないのが「認定こども園」。今回は、認定こども園についての特集です。

子ども・子育て支援新制度『認定こども園』ってどんなとこ？

Q 認定こども園で勤務している先生方の働き方を教えてください。
A 正職員とパート職員がいます（ほぼ全員が保育教諭資格所持）。
正職員が主担任となり、パート職員をサポート役として配置し、
クラスを運営しています。幼稚園➡認定こども園になり、お子
さんを預かる時間が長くなりましたので、基本的に勤務はシフ
ト制です。

Q パート職員の方で子育て中の方はいますか。
A はい。子どものためにも、無理なく働けるよう勤務時間は相談
に応じています。パートさんで育休をとって復帰される方もい
ます。正職員への登用もしているので、子育て後にメインで正
職員として活躍している職員もいます。

Q 幼稚園枠と保育園枠のお子さんで過ごし方に違いはありますか。
A 特に分けることなく一緒に過ごしています。14:30に幼稚園枠
のお子さんが帰る前に全員でさよならの会を行っています。

　　スイミング（外部施設に通う）・英語・体操教室などは、保育園
枠のお子さんたちも一緒に行っていますが、保護者から好評です。

　「子育てで現場を退いてしまった方も、子育てが一段落したらぜひ復帰してほしいです。経
験した育児の経験とやさしさ・思いやりを、今度は保育の仕事に活かしてください。子どもを
預けている若いお母さんたちはそれを待っていると思います。」（園長先生）

　「園では『キッズファースト』で子ども一人ひとりの個性に合わせて保育しています。人生
の中で育児の時間は短いです。小さい子どものいる職員も『キッズファースト』で自分の子ど
もにいっぱい愛情を注いでもらいたいです。園としても働きやすい環境を作れるようにしてい
きます。」（副園長先生）

お二人から保育職を目指す方や復帰を考えている方にエールをお願いします♪

保育室には、職員が工夫
を凝らした装飾がたくさ
ん！太陽の時計が、毎日
子どもたちを見守ります。

大豆生田園長先生（右）と
大豆生田副園長先生（左）。
優しい笑顔が印象的でした。

お二人ともありがとうございました!!

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあ
わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設のことです。
3～5歳のお子さんは、保護者の働いている状況に関
わりなく、教育・保育を一緒に受けられます。
保育園枠と幼稚園枠のお子さんが、日中一緒に過ご
しているのが特徴です。

『認定こども園』って？

認定こども園で
話を聞いてきました！
園長先生・副園長先生に

聞きました

小山市で第1号の認定こども園（H27年４月開園）。小山市と
栃木市との境、国道に程近い自然豊かな場所にあります。０～
２歳児と３～５歳児で園が２棟に分かれているのが特徴です。

学校法人小山西学園 認定とまとこども園

  7：00　順次登園
  8：00　通園バス出発（迎え）
  9：30　朝の会・クラス別に保育
11：15～11：30　昼食
12：30　午睡（3歳児未満）

クラス別保育（3歳児以上）
14：30　通園バス出発（送り）
15：00　起床（3歳児未満）・おやつ
16：00　自由遊び・順次降園
18：00　延長保育
19：00　延長保育終了

認定こども園先生方の
1日の流れ

［認定とまとこども園の場合］

登園の方法に、普通の

保育園にはない「園バ

スでの送迎」があるの

も、認定こども園の特

徴。もちろん、保護者

が送迎する子もいま

す。

また、３歳以上の子は

お昼寝なしで頑張って

いるそうですよ。

子どもたちお気に入りの園バス。
主に幼稚園枠のお子さんが登園・
降園時に乗っています。

▶

保育士の方の就職・再就職を応援！

貸付
上限額 20万円以内 返還の

免除要件

申 請
方 法

就職準備金貸付保育

保育

２年間 勤務で 全額返還免除
栃木県内の保育所等において保育の業務に従事し、かつ２年間
引き続きこれらの業務に従事したとき
※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。

返還の
免除要件
２年間 勤務で 全額返還免除
栃木県内の保育所等において保育の業務に従事し、かつ２年間引き続きこれらの業務に従事したとき
※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。

1求職期間中に「届出書（兼求職登録票）」と「利用計画書及び職歴報告書」（各書式はとちぎ保
育士・保育所支援センターホームページからダウンロードできます）を、とちぎ保育士・保育所
支援センター窓口又は「福祉のお仕事出張相談（P４参照）」
窓口に直接ご提出ください。

2就職内定（決定）後、貸付申請書等を提出してください。
　※貸付申請書等は1提出時にお渡しします。

対象者

とちぎ保育士・保育所支援センター（福祉人材・研修センター内）
TEL 028‒307‒4194

就職に必要な
経費として、
一人１回

無利子

保育士登録後１年以上経過し、平成28年４月１日以降に保育士として週30時間以上の勤務に就く方で
①及び②に該当する方。
①以下の施設又は事業を離職後１年以上経過した方。又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

②県内の保育所等に新たに勤務する方

未就学児をもつ保育士の方の就職や職場復帰を応援！

貸 付
内 容

申 請
方 法

保育料の一部貸付

就職内定以降に所定の書類を「とちぎ保育士・保育所支援センター」
にご提出ください。
詳細は「とちぎ保育士・保育所支援センターホームページ」からご覧
いただけます。

対象者
平成28年４月１目以降に保育士として週30時間以上の勤務に就く方で、①又は②に該当する方。
①未就学児をもつ保育士で、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もつ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する方。
（復帰日は平成28年４月１日以降の方）

●貸付額　　保育料の半額で、月額２万７千円以内（未就学児が複数いても左記の金額内）
●貸付期間　保育所等に保育士として勤務する期間。ただし、貸付額は勤務を開始した月から
　　　　　　起算して12か月分を限度とします。

お申込み
お問い合わせ先 とちぎ保育士・保育所支援センター

幼  稚  園

就学前の教育・保育を一体として捉え、
一貫して提供する枠組み

認可・認定

●幼児教育
●3歳～就学前の子ども

保  育  所

●保育
●0歳～就学前の保育が
　必要な子ども機能

付加
機能
付加

保護者が働いている、
いないにかかわらず受
け入れて、教育・保育を
一体的に実施

就学前の子どもに
幼児教育・保育を提供

すべての子育て家庭
を対象に、子育て不安
に対応した相談活動
や、親子の集いの場の
提供などを実施

地域における
子育て支援

認定こども園概要©内閣府
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必要？
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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
●

●

日
光
街
道

至
大
谷

至栃木市

至JR宇都宮駅
　東武宇都宮駅作新

学院

足利銀行
本店

案内板 宇都宮環状線 （宇都宮インター）

案内板

宇都宮
中央女子高

●

● ●案内板 案内板

案内板

警察学校

国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

とちぎ福祉プラザ３階

福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

求人状況報告
受付求人数　620件　（正職員 340件　 非正職員 280件 　）
高齢者福祉分野………526件　　障害者福祉分野…  67件
児童・母子福祉分野…136件　　その他……………… 7件

11/１現在  福祉人材センター有効のもの

※矢印　は8/1の有効求人数との比較を表わしています。

（※重複あり）

２年間勤務で全額返還免除!!

３つの貸付制度で介護職・保育士の方の就職を応援！
就職のための準備金などを無利子でお貸しします！

介護・保育の人材確保・定着を目的とし、これから就職される方等を対象に新たな３つの貸付制度が始まりました。
　　 再就職準備金貸付　　　　　就職準備金貸付　　　保育料の一部貸付
それぞれ貸付対象要件等が異なりますので、各貸付制度の詳細については以下をご覧ください。

平成28年10月から介護・保育の資格を持ち、栃木県内で就職する方への貸付制度が始まりました！

　１日から３日の範囲で、県内の福祉施設でのお仕事を体
験できます。高齢分野、障害分野の各分野で１回ずつ体
験ができますのでこの機会に福祉のお仕事の魅力を体感
してみてください。
　高校生以上であれば、どなたでもご利用いただけます！

　介護職に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。
　昨年度はこの講座に参加して実際に就職し
た方が多数！復帰する方だけでなく、これか
ら介護職に挑戦する方もご参加いただけます。
　今年度は残すところあと１回。最後のチャ
ンスをお見逃しなく！

会　　場 開設曜日
第１・３
第１・３
第  １
第  ３
第１・３
第２・４
第１・３

火曜日
火曜日
水曜日
水曜日
水曜日
火曜日
月曜日

鹿　沼
栃　木
佐　野
足　利
真　岡
矢　板
大田原

ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク

小　山
日　光
黒　磯
那須烏山

ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ジョブモール
パルティ

会　　場 開設曜日
第２・４
第  ４
第２・４
第  ２
第  ２
第  ４

火曜日
水曜日
月曜日
水曜日
水曜日
水曜日

《相談時間》13:00 ～ 16:00（受付 15:45 まで）
《相談日程》

《申 込 先》福祉人材・研修センター

《体験期間》平成29年３月10日㊎まで
（申込期限：平成29年２月24日㊎まで）

『就職フェア（エリア別）』で実際に話を聞いてみよう！

『福祉・介護職体験学習』をご活用ください！ 『介護のお仕事復帰講座』開催中！

福祉のお仕事出張相談のお知らせ

のお仕事就職フェア

《開催日》第３回　平成29年 1月 21日㊏
　　　　　　　　 10：00～15：00

とちぎ福祉プラザ３階  福祉研修室《会　場》

介護老人保健施設　野沢の里 　　　
理学療法士兼宇都宮短期大学非常勤講師
髙橋  一将 氏　

《講　師》

福祉人材・研修
センター

《申込先》

土曜開所日のお知らせ

第３土曜日《開催日》11/19・12/17・1/21
《時　間》9:00～17:00

予約
不要

託児
あり

※直接会場にお越しください。

福祉人材・研修センター

県内を地域ごとにエリア分けし、福祉・保育の就職相談会を行います。エリア内の事業所が多数参加。　
就職を希望する方はもちろん、とりあえず話を聞いてみたいという方もお気軽にご参加ください！　

介護の資格・経験を持つ方の再就職を応援！

貸付
上限額 20万円 返還の

免除要件

申  請
方  法

再就職準備金貸付介護

再就職のための
準備金を
無利子で

お貸しします！

２年間 勤務で 全額返還免除
栃木県内で介護職員等として再就職後、引き続き２年間当該業務に従事したとき
※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。

1介護職員等として再就労する日までに「届出書（兼求職登録票）」と「再就職準備金利用計画
書」（各書式は栃木県社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます）を、福祉人材・
研修センター窓口又は「福祉のお仕事出張相談（P４参照）」窓口に直接ご提出ください。

2再就職内定（決定）後、貸付申請書等を提出してください。
　★貸付申請書等は1提出時にお渡しします。

対象者
次の①～⑤の全てに該当する方
①栃木県内に住民登録をしている。
②介護職員等※としての実務経験が１年以上ある。
③介護福祉士または介護職員実務者研修または、介護職員初任者研修（介護職員基礎研修、ヘルパー1級、2級
含む）の修了資格を持っている。

④介護職員等として再就労する日までの間に栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センターに届出（求職登録）
をしている。

⑤介護職員処遇改善加算を算定している施設・事業所に再就職する（予定）。
　★平成28年４月１日以降に再就職した（する）方が対象です。

お申込み
お問い合わせ先 福祉人材・研修センター（貸付担当） TEL 028‒643‒3300

１人あたり１回限り

無利子

開　　催　　日 エリア 会　　　　場 主な参加事業所対象エリア

栃木市、小山市、下野市、野木町、壬生町、
上三川町（結城市他、茨城県県西地域合同）小山市神鳥谷202

小山グランドホテル11月26日土4

5

6

7

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
さくら市、那須烏山市、高根沢町宇都宮市若草1‒10‒6

とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）12月17日土

宇都宮市若草1‒10‒6
とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）

足利市、佐野市
足利市朝倉町 264
足利市民プラザ（小ホール）１月14日土

県南地域

県央地域

安足地域

県内全域 25市町２月18日土

開　　催　　日 エリア 会　　　　場 主な参加事業所対象エリア
大田原市、矢板市、那須塩原市、
塩谷町、那須町、那珂川町

健康長寿センター
那須塩原市南郷屋 5-16311月24日木

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
さくら市、那須烏山市、高根沢町

とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）
宇都宮市若草 1-10-6
とちぎ福祉プラザ（多目的ホール）
宇都宮市若草 1-10-6

12月16日金
25市町2月17日金

県北地域

県央地域

県内全域

参加費
無 料

申 込
不 要

入退場
自 由

参加費
無 料

申 込
不 要

入退場
自 由

その他 お問い合わせは各実施機関まで

期日：平成29年２/６・7・10・11・15・16・17（50時間）
時間：9：00～18：00（６日、16日は17：00まで）
受講料：53,000円（消費税・テキスト代込）
会場：とちぎ福祉プラザ　　定員：20名

■福祉用具専門相談員指定講習会開催

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　　［担当］山口・伊沢

自分の可能性
を広げられる
チャンスです！
ぜひ、体験して
みませんか？

開催時間▶すべて13：00～15：30（受付は15時まで） 開催時間▶すべて13：00～15：30（受付は15時まで）

※介護職員等とは、介護職員処遇改善加算の算定要件とされる
　職種を指します

介護 保育

要予約

福 祉 のお仕事就職フェア保 育

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

発 行 利用時間 月～金・第３土
～

福祉職をめざすあなたを応援します

14

2016
No.187
平成28年11月15日号
（年４回発行）


