
定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　 )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

）

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

異業種から介護の仕事に興味を持つ50代男性からの相談（資格無・経験無）
○　ハローワークの定期相談会に来所。前職は、宿泊施設の調理職であったものの、不規則勤務、長
時間労働により、体調を崩し、離職、復職を求められたが、職務内容が同じであれば再び体調不良を起
こすことも考えられ、全くの別職種を希望。
○　自宅近隣には福祉施設が多くあり、福祉関係に興味があったが全く未経験無資格の為、福祉人材
センターの相談会に来所した。介護職の仕事は、無資格未経験でも就労可能なこと、比較的規模が大
きく、職員育成体制が整っている事業所の求人を選ぶようアドバイスを行った。また、福祉人材センター
が実施する合同面談会、「介護の職場見学会」魅力発見バスツア―への参加、同行施設見学などを勧
めた。

（事業所）

○　面談会参加、バスツアー参加後、あらかじめ絞り込んでいた相談者の自宅近隣の2施設をキャリア
支援員と同行見学をした。見学後、同行見学先の1か所に応募することとし、人材センター紹介で応募、
面接の結果、採用となった。
○　施設側では、無資格未経験の職員への育成方法や働き方を丁寧に説明してもらい、併せて相談者
と同世代の職員が多く働いていることを説明していただいた。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別養護老人ホーム 介護職員

○　50代の相談者は、無資格未経験で初めての仕事への不安があり、若い職員が多いと、自分は「なじ
めないのではないか」という漠然とした不安があったものの、応募先施設には同世代の職員が多いこ
と、未経験者には時間をかけて指導し、じっくりと育成する体制であることが決め手となって応募した。ま
た、ほとんど転勤がなく長く同じ施設で働けることも応募の際の決め手となった。

イベントへの
参加状況

小規模介護事業所面談会

「介護の職場見学会」魅力発見バスツアー

①種別／ 特別養護老人ホーム

⑤賃金／ (基本給)月 15万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  自宅から至近のところを希望

②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 常勤職員（正職員以外） ④勤務時間・日数／

その他（

所有資格 調理師

福祉職の経験年数

相談者の希望

福祉人材センターキャリア支援員　マッチング事例

相談者 男性 50代 無職

相談場所

相談内容

介護職の経験がなく不安

子育てとの両立が不安

ブランクがあり不安

資格取得について

しごと体験、施設見学について

応募先事業所について



定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　 )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

）

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

異業種から介護職へ転職を希望する50代女性からの相談（資格無・経験無）
○　相談者は、派遣などの仕事をして来られた方で、異業種から介護職へ転職するにあたって、無資格
未経験のため不安があった。そこで、しごと体験及び介護カフェや合同就職面談会に参加してもらい、福
祉の職場環境を知るとともに、介護現場の状況について理解をいただいた。
○　本人が年齢の関係から正社員雇用は難しいと考えていたため、条件面に理解のある事業所の同行
見学を実施したことで、不安が一つ一つ取り除かれ前向きに取り組んでいこうという思いに繋がった。
○　本人は、保育士の資格を持っており、保育所を併設している事業所であれば資格を活かせる可能性
があった。

（事業所）

〇　事業所側では、同行見学に加え、しごと体験を3日間受け入れていただいた。初めての介護経験の
ため、戸惑うこともあったようだが、職員と連携を取りながら無事にしごと体験を終了された。また、介護
関係の資格取得に向けて、今後サポートをしていきたいとのこと。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイサービス 介護職員

〇　事業所側では、複数の施設を経営しており、その中には保育園も併設している施設もあることから、
将来的に保育士の資格も活かすということも考慮し、介護職員の正社員として採用。
○　初回相談から採用まで3か月(勤務時間：フルタイム　勤務形態：正社員)

イベントへの
参加状況

小規模介護事業所面談会

①種別／ 老人保健施設

⑤賃金／ (基本給)月 15万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

その他（

所有資格

福祉職の経験年数

相談者の希望

福祉人材センターキャリア支援員　マッチング事例

相談者 女性 50代 在職中

相談場所

相談内容

介護職の経験がなく不安

子育てとの両立が不安

ブランクがあり不安

資格取得について

しごと体験、施設見学について

応募先事業所について



定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　 )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 1 年 ）

　（ 1 年 ）

　（ 1 年 ）

なし

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

）

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

転職を希望する60代男性からの相談（資格有・経験有）
○　以前に定期相談会や小規模事業所合同面談会、再就職支援講座などに積極的に参加していた方で、
連絡をいただき定期相談会へ来所。
○　派遣で福祉事業所に働いていたが処遇面に不安と不満を感じ人材センターの紹介で働きたいとの希
望。
○　施設見学をすすめ、採用に至る。

（事業所）

○　高齢であることから処遇等について求職者の要望を尊重しつつも、職場見学時に求職者と就業時の際
の仕事内容のすり合わせをするなど「何ができるか」について詳しく聞き取りをしていただいた。
○　事業所、求職者、現場責任者の三者間で事前、事後、採用に至るまでしっかりと打ち合わせがなされ
マッチングに結びついた。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別養護老人ホーム 介護職員

○　非常勤職員として採用。

イベントへの
参加状況

①種別／ 老人保健施設

⑤賃金／ (基本給)月15 万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：家族との時間を大切にしたいため

⑦その他（  

②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

特別養護老人ホーム 介護職員

デイサービス 介護職員

グループホーム 介護職員

その他（家族との時間を大切にしたい

所有資格 ホームヘルパー２級

福祉職の経験年数

相談者の希望

福祉人材センターキャリア支援員　マッチング事例

相談者 男性 60代 在職中

相談場所

相談内容

介護職の経験がなく不安

子育てとの両立が不安

ブランクがあり不安

資格取得について

しごと体験、施設見学について

応募先事業所について



定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　 )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 9 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

）

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○現在、清掃業を契約期間満了となり無職。
〇ブランクがあることを気に掛けていたのでマッチング支援事業「職場体験」の活用促進。
〇ヘルパー求人情報の提供。

（事業所）

○高齢者でも経験が長い方なので採用へは理解を示した。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問介護 介護職員

○体験は出来なかったがパート採用された。身体が動く限りは頑張りたい。

イベントへの
参加状況

①種別／ 訪問介護

⑤賃金／ (基本給)月5万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 非常勤・パート ④勤務時間・日数／ パート

訪問介護 介護職員

その他（

所有資格 ホームヘルパー２級

福祉職の経験年数

相談者の希望

福祉人材センターキャリア支援員　マッチング事例

相談者 男性 60代 無職

相談場所

相談内容

介護職の経験がなく不安

子育てとの両立が不安

ブランクがあり不安

資格取得について

しごと体験、施設見学について

応募先事業所について



定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　 )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

）

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○以前から興味ある職種でヘルパー2級を取得済。
〇60才を機に、資格を活かし働いてみたいと来所。
〇見学と職場体験の活用を促進し、後日、自宅から近い施設へ同行見学を実施した。
〇見学後、一層就労意欲が湧きフルタイム勤務を希望していることを事業所へ伝え、求人を出して貰うよう
働きかけた。

（事業所）

○見学の対応。職場体験も可能であること。
〇事業所概要や求人について、また、未経験者でも仕事を覚えやすい環境であることや資格取得、休日取
得についての説明を詳しく行った。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイサービス 介護職員

○同行見学が効果的で本人のやる気、介護職への就労意欲が一気に高まった様子であった。
〇事業所にも求人対応いただき、応募から面接、採用までスムーズに支援することが出来た。

イベントへの
参加状況

①種別／ デイサービス

⑤賃金／

⑥夜勤／　 不可　（理由：未経験から日勤希望。

⑦その他（  

②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 非常勤・パート ④勤務時間・日数／ パート

その他（

所有資格 ホームヘルパー２級

福祉職の経験年数

相談者の希望

福祉人材センターキャリア支援員　マッチング事例

相談者 女性 60代 無職

相談場所

相談内容

介護職の経験がなく不安

子育てとの両立が不安

ブランクがあり不安

資格取得について

しごと体験、施設見学について

応募先事業所について



定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　体力的にフルタイムには不安がある )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

）

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○長年、スーパーマーケットの惣菜調理業務に携わっていた。
○定年退職後は調理経験を活かし、工事関係の宿舎で朝食調理を担当。
○冬場の早朝出勤が心配。
○現在は3時間しか就労できていない。希望に合う仕事があれば転職を希望。
〇調理の他にも介護助手の業務も担当することで一日4～5時間の勤務時間を確保。
〇施設見学を実施し、人柄を見てもらう。

（事業所）

○見学の際に、調理業務の他、畑や花壇の管理を希望することを説明。
〇調理を含む介護助手として週5日、一日4時間のパートで採用。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グループホーム 調理員

○デイサービスのパート調理員兼介護助手で採用決定し、センターの支援終了。
○初回面談から採用まで約1ヵ月

イベントへの
参加状況

①種別／ グループホーム

⑤賃金／

⑥夜勤／　 不可　（理由：体力的に自信がない

⑦その他（  希望にあう求人あれば早く働き始めたい

②職種／ 調理員

③勤務形態／ 非常勤・パート ④勤務時間・日数／ 4～5時間・週4～5日

その他（

所有資格

福祉職の経験年数

相談者の希望

介護職の経験がなく不安

福祉人材センターキャリア支援員　マッチング事例

相談者 女性 70代 在職中

相談場所

相談内容

子育てとの両立が不安

ブランクがあり不安

資格取得について

しごと体験、施設見学について

応募先事業所について


