
介護労働懇談会は
介護事業をサポートします

栃木県介護労働懇談会

介護のお仕事に興味のある方、介護職の皆様へ
〒320-0845　宇都宮市明保野町1-4

宇都宮第２地方合同庁舎２F

栃木労働局　職業安定部　職業安定課

TEL 028-610-3555
URL http://tochigi-roudoukyoku.jsite.

mhlw.go.jp/

FAX 028-637-8609

〒320-0845　宇都宮市明保野町1-4
宇都宮第２地方合同庁舎１F

TEL 028-638-0369
URL http://tochigi-roudoukyoku.jsite.

mhlw.go.jp/

FAX 028-638-0376

〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　

TEL 028-623-3047
URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/e01/

FAX 028-623-3131

〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　

TEL 028-623-3149
URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/

FAX 028-623-3925

〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　

TEL 028-623-3237
URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/

FAX 028-623-3225

〒320-0052　宇都宮市中戸祭821
（一社）栃木県労働者福祉センター３F

TEL 028-650-5555
URL http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/

FAX 028-650-5566

〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ３F

TEL 028-643-5622
URL http://tochigikenshakyo.jp/jinzai/

center.html

FAX 028-623-4963

〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6  とちぎ福祉プラザ内
とちぎソーシャルケアサービス共同事務所

TEL 028-600-1725
URL http://www.tochigi-careworker.

org/about/

FAX 028-600-1730

〒320-8503　宇都宮市駒生町3337-1
とちぎ健康の森４F

TEL 028-622-2655
URL http://www.tochigi-med.or.jp/

FAX 028-624-5988

〒320-0075　宇都宮市宝木本町1140-200

TEL 028-666-1294
URL http://www.jstochigi.jp/

FAX 028-666-1295

〒320-0026　宇都宮市馬場通り4-3-7
馬場通り四丁目ビル５F

TEL 028-643-6445
URL http://www.kaigo-center.or.jp/

shibu/tochigi/

FAX 028-643-6448

［会員校］
●栃木介護福祉士専門学校　介護福祉科
　〈URL〉http://www.tochikai.ac.jp
●中央福祉医療専門学校　介護福祉科
　〈URL〉http://www.chuo-fukushiiryou.ac.jp 
●マロニ工医療福祉専門学校　介護福祉学科
　〈URL〉http://www.maronie.jp 
●足利製菓福祉専門学校　介護福祉学科
　〈URL〉http://www.akf.ac.jp
　　平成29年４月より介護福祉学科は、
　　太田医療技術専門学校に移設となります
●佐野短期大学
　総合キャリア教育学科介護福祉士養成課程
　〈URL〉http://sanotan.jp 
●国際介護福祉専門学校　介護福祉学科
　〈URL〉http://www.tbc-u.ac.jp 
●宇都宮短期大学　人間福祉学科介護福祉専攻
　〈URL〉http://www.ujc.ac.jp/ningen_main/index.php 
●国際医療福祉大学
　医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科介護福祉コース
　〈URL〉http://www.iuhw.ac.jp/gakubu/shm/index.html 
●大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校宇都宮校
　介護福祉学科
　〈URL〉http://www.o-hara.ac.jp

URL http://kaiyokyo.net/index.php

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

ハローワーク宇都宮　福祉人材コーナー

一般社団法人栃木県介護福祉士会

栃木県保健福祉部　保健福祉課

一般社団法人栃木県医師会

栃木県保健福祉部　高齢対策課

公益社団法人
日本介護福祉士養成施設協会栃木県支部会

栃木県産業労働観光部　労働政策課 一般社団法人栃木県老人福祉施設協議会

日本労働組合総連合会　栃木県連合会

公益財団法人
介護労働安定センター栃木支所

〒320-8503　宇都宮市駒生町3337-1
とちぎ健康の森４F

TEL 028-625-6141
URL http://www.t-kango.or.jp/

FAX 028-625-8988

公益社団法人栃木県看護協会

［発行：公益財団法人介護労働安定センター栃木支所］

介護労働懇談会協力機関一覧



一般社団法人

栃木県医師会

介護分野における労働者の採用と
職場定着を推進するため、雇用管
理改善を通じた「魅力ある職場づ
くり」の必要性やメリット等を事
業主の皆様に対して、広く普及・
啓発を行っています。

栃木労働局

介護福祉士の教育の内容充実と振
興を図るとともに、介護に関する
研究開発及び知識の普及に努め、
国民福祉の増進に寄与することを
目的とする、全国すべての介護福
祉士養成施設が入会している全国
組織です。

公益社団法人

日本介護福祉士養成施設協会
栃木県支部会

ハローワーク宇都宮では、福祉分野
への就職、人材確保に向けた支援を
行う福祉人材コーナーを設けてい
ます。福祉分野での就労経験のない
方、福祉分野に興味のある方、ホー
ムヘルパー・看護師・保育士などの
資格をもち、福祉分野での就労を希
望している方などの相談や、求職者
の希望条件の傾向を基にした求人
票作成などの相談を行っています。

ハローワーク
宇都宮

地域包括ケアシステムにおける中
核施設として、人的・物的資源を
積極的に還元し、地域に安心と信
頼を醸成します。

一般社団法人

栃木県老人福祉施設協議会
公益社団法人

栃木県看護協会

［保健福祉部保健福祉課］
福祉・介護に係る人材確保及び研
修の総合企画・調整に関する事務
を行っています。

栃木県

働く人の処遇改善や政策・制度改
革、相談活動、社会貢献活動など
「働くことを軸とする安心社会」の
実現を目指しています。また、すべ
ての働く人たちを対象にした、無料
の労働相談や労働組合づくりの支
援、県民対象の無料法律相談も開催
しています。

日本労働組合総連合会
栃木県連合会

看護職の質の向上と看護サービス
の充実を図り、安心して働き続け
られる環境づくりを推進し、地域
住民の健康増進と福祉の充実を
願って活動する保健師、助産師、
看護師、准看護師で構成する職能
団体です。

○介護事業所の改善・人材育成に
関する無料相談

○介護事業者・介護職員等に向け
たセミナー実施

○情報の提供
　～介護労働者の理解のために～
•図書等の発行、介護関連DVD、
　月刊ケアワーク
•介護事業者ホームページサービス

公益財団法人

介護労働安定センター
栃木支所

福祉のお仕事の求人紹介や情報提
供、福祉資格等に関する相談を無料
で行っています。
就職支援の各種講座や面談会、福祉
の仕事をしている人を対象にした
研修会等を開催しています。

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

介護職の中核的存在として、介護
の専門性、資質の向上を目指す生
涯研修制度に基づく研修を開催し
ています。
また、介護を必要とする人々が、
安心して地域で暮らし続けられる
よう医療・看護等と連携した生活
支援を行っていきます。

一般社団法人

栃木県介護福祉士会

栃木県介護労働懇談会とは…
安心して働くことができる介護事業所の職場づくりを支援することに
より、介護の人材確保および定着を図るため、栃木県の行政機関、介
護団体等がネットワークを作り、相互の施策、事業に対する理解の推
進、情報交換・共有を行い、連携して活動を進めます。

どんな
セミナーが
あるの？

助成金に
ついて
知りたい

雇用環境を
改善したい

福祉の
仕事に
興味がある 社員の

研修をしたい

介護の資格を
取りたい

人材を
確保したい

主なイベント
◆無料労働相談（0120-154-052）
◆無料法律相談

主なイベント
◆介護職員合同入職式

［保健福祉部高齢対策課］
介護事業に従事する人材の育成・
確保とその資質向上に向けた取組・
支援を行っています。
主なイベント
◆各種研修会

［産業労働観光部労働政策課］
離転職者を対象に、２か月から２年程
度の福祉分野の職業訓練を実施し
ています。

主なイベント
◆介護のしごと合同就職面接会
◆福祉就職支援セミナー　月１～２回
◆職場見学会　随時

主なイベント
◆介護の日フェスティバルinけんちょう
◆老人福祉施設従事者表彰
◆理事長・施設長向け各種セミナー
◆職員向け介護力向上研修
◆施設対抗バレーボール大会

主なイベント
◆各種研修会主なイベント

◆介護福祉士研修制度に基づく研修
◆介護に関する出前講座・講師派遣

県民が住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを最期まで続けることが
できるよう、医療・介護関係職
種、県民、行政等を対象に、在宅
医療の普及啓発や介護保険の研修
会を開催しています。
また、医療・介護関係職種間の連
携体制構築に向けた取組みも実施
しています。

主なイベント
◆介護保険研修会

主なイベント
◆各ハローワークにおける「介護就職
デイ」（面接会）の実施

◆雇用管理改善セミナー等の実施

主なイベント
◆福祉のお仕事就職フェア（合同面接会）
◆地区別面談会
◆出張相談会
◆福祉のお仕事体験学習
◆各種研修会・講座

主なイベント
各校HPをご確認
ください


