
じゅこう なが

受講までの流れ
うけつけ

Step 1受付
りめん うけつけしょ きにゅう

裏面「受付書」を記入し、
ゆうびん おく

郵便またはFAXにてお送りください。
けんがくかい めんだん ずいじかいさい よやくせい

Step 2見学会・面談（随時開催・予約制）
しえんないよう

センターについてやカリキュラム・支援内容
せうめい こべつめんだん じっし いた

のご説明、個別面談を実施致します。
じゅきゅうしゃしょうしんせい

Step3 受給者証申請
す じちたい やくしょ しゅうろういこうしえん り

お住まいの自治体の役所に就労移行支援を利
よう しょうがいふくし じゅきゅうしゃしょうしん

用するために障害福祉サービス受給者証の申
せい ひつよう

請が必要となります。
りようけいやく

Step4 利用契約
す じちたい しきゅうけってい つうち

お住まいの自治体より支給決定の通知があり、
はっこう しょうがいふくし じゅきゅうしゃしょう

発行された「障害福祉サービス受給者証」が
とど りようけいやく

届きます。センターで利用契約を行います。

しゅうろういこうしえんじぎょう ちてき せいしん しょう かた む とっか

就労移行支援事業（知的・精神障がいの方向けに特化）

介護職員初任者研修

2022年７月生募集

れいわ ねん がつ にち か れいわ ねん がつ にち か

令和4年7月19日（火）～ 令和4年9月27日（火）
げつ きん じかん

月～金 13：20 - 16：40（3時間）

※土日 祝日お盆期間はお休みとなります。

かい じょう

会 場
ふくしきょういく

ＴＢＣ福祉教育センター
〒321-0963
うつのみやしみなみおおどお うけつけ かい

宇都宮市南大通り２－１－２ 受付７階

さん か たいしょう

参加対象
とちぎけんない す ちてき せいしんしょう

①栃木県内にお住まいの知的または精神障がいを
も かた

お持ちの方
ふくし かいごしょく はたら いよく かた

②福祉、介護職として働きたい意欲のある方
しゅうろういこうしえん しきゅうしんせい けってい で き かた

③就労移行支援の支給申請・決定が出来る方

てい いん

定 員
めい ていいん しだい し き

15名（定員になり次第締め切ります。） しせつ じっしゅうじ けんこうしんだんひよう

◎施設実習時の健康診断費用、
かいごしせつじっしゅうじ こうつうひ じ こ ふたん

介護施設実習時の交通費は自己負担となります。

ぼしゅう しめきり うけつけ ほうほう

募集締切・受付方法
れいわ ねん がつ にち げつようび

◎令和4年7月11日（月曜日）
りめん うけつけしょ きにゅう うえ ゆうびん

裏面「受付書」をご記入の上、郵便
おく

またはFAXにてお送りください。
けんがくかいめんだん にってい つうちいた

見学会・面談日程をご通知致します。

といあわ

お問合せ
しゅうろう しえん うつのみや

就労支援センターTBC宇都宮
〒321-0963
とちぎけん うつのみやしみなみおおどお がくいん

栃木県宇都宮市南大通り2-1-2 TBC学院ビル７F

TEL：028-614-8503 / FAX：028-614-8502

じゅこうきかん

受講期間

ホームページはこちらから

じゅこうきぼう かた しゅうろういこうしえんじぎょうしきゅうけってい

受講希望される方は、就労移行支援事業の支給決定が
ひつよう

必要となります。

かのうせい む り ひろ たいせつ

「できる」可能性を無理なく広げることを大切にしています。

がくいん ふくしきょういく

TBC学院グループ TBC福祉教育センター

ねん がつ せい ぼ しゅう

かい ご しょく いん しょ にん しゃ けん しゅう

どにちしゅくじつ ぼんきかん やす

ふくし にな て いくせい かいご しょくいん しょにんしゃ けんしゅう しかく しゅとく ふくし かいご しゅうろう いっしょ めざ

福祉の担い手育成 介護 職員 初任者 研修の資格を取得して、福祉・介護の「しごと」への就労を一緒に目指します

介護職員初任者研修

2022年７月生募集



おうぼじょうけん

応募条件
とちぎけんないざいじゅう かた ふくし かいごしょく かかわ ぎょうむ しゅうぎょういよく かた

１．栃木県内在住の方で、福祉・介護職に係る業務に就業意欲のある方。
じゅぎょう ぜんにてい しゅっせき かた え じじょうなど けっせきじ ほこうじゅぎょう おこな

２．授業の全日程に出席できる方。（やむを得ない事情等による欠席時は、補講授業を行います。）
ちてき せいしんなど しょう も かた しゅうろういこうしえん しきゅうよてい かたふく

３．知的・精神等の障がいをお持ちの方で就労移行支援（これから支給予定の方含む）の
しきゅうしんせい けってい ひつよう た しょうがいしゅべつ そうだん

支給申請・決定が必要になります。（その他の障害種別については、ご相談ください。）

おうぼほうほう

応募方法
かき うけつけしょ ひつようじこう きにゅう ゆうびん おく

・下記「受付書」に必要事項を記入のうえ、郵便またはFAXにてお送りください。
そうふ さい かなら そうしんご かくにん れんらく ねが

※FAXでの送付の際には、必ず送信後に確認の連絡をお願いします。

かいごしょくいんしょにんしゃけんしゅうしゅうりょう

介護職員初任者研修修了
しゅうろうじゅんび しゅうしょくかつどうきかん

就労準備・就職活動期間

げつかん

3カ月間
げつかん

1～6カ月間

しゅうろうしえん

■就労支援のスケジュール

かいごしょくいんしょにんしゃけんしゅう しゅうりょう

①介護職員初任者研修の修了
さだ りしゅう しかく しゅとく

定められたカリキュラムを履修していただき、資格を取得します。
しゅうろうじゅんび しゅうしょくかつどうしえんきかん

②就労準備・就職活動支援期間
かいご ぎじゅつ きょうか こべつしどう つよ さが

介護技術のなかで強化するところを個別指導（強みを探します。）
きほん そうさ まな しゅうしょく じゅんび

ビジネスマナー、パソコン基本操作を学び就職の準備をします。
しゅうしょくかつどう かいし かげつ しゅうろう め ざ

就職活動を開始し、1～6カ月で就労を目指します。

記入日 令和 年 月 日

フリガナ

氏 名
男 ・ 女

生年月日 昭和 ・ 平成 年 月 日

障害種別 知的障害 ・ 精神障害（その他： ）

住所
〒 ー

栃木県

電話番号 （ ） ー

備考

（配慮事項等）

かい ご しょくいん しょ にん しゃ けん しゅう うけ つけ しょ

介護職員初任者研修 受付書

もうしこみしょ きさい じこう ほんけんしゅうじむ しよう た ようと しよう

※申込書に記載された事項は本研修事務についてのみ使用し、その他の用途に使用することはありません
うんえい もうしこ といあわ がくいん ふくしきょういく

《運営・お申込み・お問合せ》TBC学院グループ ＴＢＣ福祉教育センター
しゅうろう しえん うつのみや

就労支援センターＴＢＣ宇都宮
とちぎけんうつのみやしみなみおおどお がくいん

〒321-0963 栃木県宇都宮市南大通り2-1-2 TBC学院ビル７F
TEL：028-614-8503 / FAX：028-614-8502 / e-mail：fkc@fkc-fukusi.info ホームページはこちらから

き にゅう び れい わ

し めい

ねん がつ にち

おとこ おんな

せい ねん がっ ぴ しょうわ へい せい ねん がつ にち

しょう がい しゅ べつ ち てき しょうがい せい しん しょうがい た

じゅう しょ

とち ぎ けん

でん わ ばん ごう

び こう

はい りょ じ こう など

FAX：028-614-8502 確認のためFAX送信後、TELへご連絡お願いします。

（TEL 028-614-8503）

かくにん そうしんご れんらく ねが

そうだん ま

ご相談お待ち
しております。

R4.7月 R4.9月 R5.3月


