
定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　小学生の子がいる )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 3 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）

〇子が小学校高学年となり、学校へ行っている間働きたい。
〇子の成長と仕事に慣れたタイミングで勤務時間を増やしていきたい。
〇介護福祉士の資格はあるがブランクがあり不安があるため介護のしごと再就職支援講座に参加。
〇日程調整し3か所同行見学。

（事業所）

〇採用先事業所は同行見学時、丁寧に施設内を案内し、また、就業条件、人材育成、福利厚生など入職
してからのイメージができる説明をした。
〇子育てをしながら働く不安を払拭する対応をした。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老人保健施設 介護職員

〇同行見学し、より自分の希望する就業条件に近い事業所に応募。
〇相談開始から５か月でパートで採用。

イベントへの
参加状況

介護のしごと再就職支援講座

①種別／ 老人保健施設

⑤賃金／ 扶養の範囲内

⑥夜勤／　 不可　（理由：小学生の子がいる

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／

老人保健施設 介護職員

その他（

所有資格 介護福祉士

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 40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　（ 10 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）

子どもが就学前のため短時間勤務を希望する30代女性からの相談（資格有・経験有）
○　求職者は人材センターに電話相談。介護福祉士、ケアマネ資格があるものの介護職でのフルタイ
ム就労は、就学前の子がおり難しい。パートでの調理員を希望。
○　ハローワークに求人のあったデイサービス調理補助について同行見学を希望。キャリア支援員と同
行見学し、併せて求人の掲載について「福祉のお仕事サイト」からの求人掲載の手順を施設担当者へ
説明し、求人を掲載。福祉人材センターからの紹介で応募することとなった。

（事業所）

○　施設側では、最近、調理補助の方を採用したばかりだったが、主たる調理員は高齢で、徐々に仕事
量を減らしたいという意向もあり、あらためて求人を出したい事情があった。また、調理補助の職員とし
ての採用ではあったが、相談者は、介護福祉士ケアマネの資格も有しており、将来的に子どもの就学な
どで勤務時間が伸ばせるようになった時には介護職員としても働ける余地もあり、魅力的な応募者だっ
た。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイサービス 調理員

○　応募先でも調理補助の職員を募集したい意向があり、タイミングのよい見学だったことから、見学即
応募となり、採用となった。支援員との同行見学だったため、その場で求人担当者にとパソコン操作を
伝え、求人掲載ができ、人材センターから速やかに紹介することができた。
○　初回相談から約3週間で採用。

イベントへの
参加状況

①種別／ デイサービス

⑤賃金／ 扶養の範囲内

⑥夜勤／　 不可　（理由：子が就学前のため、短時間勤務を希望

⑦その他（  自宅から至近のところを希望

②職種／ 調理員

③勤務形態／ 非常勤・パート ④勤務時間・日数／

特別養護老人ホーム 介護職員

その他（

所有資格 介護福祉士 介護支援専門員

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 30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　（ 7 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）

介護職のブランクがある40代女性からの相談（資格有・経験有）
〇　相談者は、介護職から一般職へ1年間転職したが、もう一度介護職として働きたいという思いになり
悩んでいたところ、当センターを知り連絡があった。
○　地元に貢献したい、地元の介護施設へ就職したいという明確なビジョンを持っていたが、1年間のブ
ランクに不安を感じていたため、丁寧なカウンセリングに努めた。
○　現在一般職で勤務していることもあり、スムーズに転職ができるように、日程調整を図りながら同行
見学や履歴書作成などの添削、面接指導などを行いつつ早期就職に向けて支援を進めた。

（事業所）

○　事業所側からは、同行見学の際に、1年間のブランクはブランクに入らないなど相談者の思いを十
分に理解いただくとともに、面接の希望があれば随時対応をしたいと、前向きな対応をしていただいた。
また、各年代の職員が在籍しているので、相談しやすい職場環境となっており離職率が低いことや、採
用方法が正社員のみであることも相談者にとっては魅力を感じた点となった。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老人保健施設 介護職員

○　面接は、正社員として即日採用の連絡をいただいた。地元の方なので、焦ることなく少しずつ業務を
覚えてほしいとのことだった。
〇　初回相談から採用まで2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

①種別／ 老人保健施設

⑤賃金／ (基本給)月 20万円

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／

老人保健施設 介護職員

その他（1年間のブランクがあるが介護職へ復職したい

所有資格 介護福祉士

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 40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：　　　　　バス通勤 )

)

あり　（ 3 年 ）

　（ 5 年 ）

　（ 5 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）

介護職からブランクのある50代男性からの相談（資格有・経験有）
○　母親を自宅介護していたため8年ほどブランクがあり介護職に不安があった。またバス通勤のため通
える場所に制限がある。
○　バス通勤のため働ける時間に制限がある。
〇　バス通勤で可能な施設探し。
〇　施設見学、しごと体験の実施。
〇　しごと体験の結果から応募可能か調整。（しごと体験の前に通勤に問題があることなど事前に体験施
設に相談をした）

（事業所）

○　施設見学の受入、しごと体験の受入。
〇　通勤バスの本数がない中、勤務時間の調整シフトの調整。
〇　バスの時間に勤務時間を合わせることで通常９：００～１８：００勤務を８：３０～１７：３０に調整しても
らっ
　た。この３０分のずれを他の職員にカバーしてもらう。

結果

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

○　日勤で採用。
〇　将来的に仕事に慣れたらバス時間をみながら夜勤も検討していく。本数の少ないバス通勤になるため
他のスタッフの理解もあり採用につながった。
○　初回相談から1か月で採用（勤務時間：８：３０～１７：３０　勤務形態：介護員常勤）

イベントへの
参加状況

①種別／ 特別養護老人ホーム

⑤賃金／ １０月 万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：通勤手段がバスのため

⑦その他（  

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／ 8：30～17：30　週5日

特別養護老人ホーム 介護職員

老人保健施設 介護職員

老人保健施設 介護職員

その他（

所有資格 介護福祉士

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　（ 7 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）

介護職への復職を希望する30代女性からの相談（資格有・経験有）
○　障がいをお持ちの方で、以前に介護事業所での勤務経験あり。
○　処遇面に不満を感じ離職。人材センターの定期相談会に度々来所いただき、電話やメールで相談をい
ただくなど就業に対して非常に積極的。
○　再就職支援講座やしごと体験、小規模事業所合同面談会などに参加していただき就業へのチャンスを
拡げ、可能性を高めていただく支援を心掛けた。

（事業所）

○　障がいについて理解いただき、求職者が以前に介護施設で働いていた経験や仕事の内容を丁寧に聞
き取っていただいた。また、本人の要望を尊重し、「何ができるのか」「どういったことが難しいのか」などに
ついても事前に確認いただくなど就業にあたりしっかり求職者に向き合っていただいた。

結果

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

○ 非常勤職員として採用。

イベントへの
参加状況

小規模介護事業所面談会

介護のしごと再就職支援講座

①種別／ グループホーム

⑤賃金／ (基本給)月 10万円

⑥夜勤／　 不可　

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／

特別養護老人ホーム 介護職員

その他 (　障がい者手帳　所持

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 30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




