
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：　　　　　ペーパードライバー )

)

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

）

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 20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

その他（

所有資格

介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

（事業所）

〇異業種からの転職を希望していること、資格取得に意欲的であることを理解していただき、しごと体験の
カリキュラムを組んでもらった。
〇現在の就業先を退職してからすぐ働きたいという希望を汲んでくれた。

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

〇しごと体験をしたことで体験先近くのより本人に適した事業所に正職員として配置となる。
〇相談開始から1か月弱で採用。

福祉職の経験年数

相談者の希望

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

〇遠方で就業中のため初回は母親と相談対応。本人と母親との関係は良好で本人の希望を聞き取ること
ができた。帰省中にしごと体験を希望。ペーパードライバーのため通勤可能な距離で資格取得に理解があ
り、人材育成に力を入れている事業所をピックアップする。
〇帰省中に来所、介護職全般について簡単に説明したのち、人材センターへの登録、しごと体験の申込
みをしてもらう。ピックアップした事業所の特徴等説明ししごと体験の日程調整をする。

イベントへの
参加状況

①種別／

⑤賃金／

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

②職種／



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 ）

　（ 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）

介護職から介護職への転職を希望する40代女性からの相談（資格有・経験有）
○　介護施設に介護職員として在職中だが、長時間連続勤務などがあり、体力的に限界。待遇は現在
と変わらない程度を望む、また、無理のないシフトの勤務先を希望。
○　ハローワークに求人のあったＡ施設を希望したため、キャリア支援員と同行訪問。応募を希望した
が、先に採用する方が決まってしまい断念。他2か所の介護施設をキャリア支援員と同行見学し、待遇
の良い特別養護老人ホームへ応募し、採用となった。

（事業所）

○　施設側では、最近離職者が相次いでおり、人材確保を急がなければならない状況にあった。応募者
は、介護職員実務者研修を受講中で、介護職経験があり、施設側でも即戦力として期待。実務経験を
考慮し、応募者の概ね希望通りの待遇で採用いただいた。

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

○　応募先のニーズに沿った介護職経験有りの人材で、応募者も概ね希望通りの待遇であったことから
福祉人材センターを通じて応募、面接後、即採用となった。
○　初回相談から2か月で採用。

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／ (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／ 正職員 ④勤務時間・日数／

有料老人ホーム 介護職員

その他（

所有資格 介護職員実務者研修 介護職員初任者研修

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：　　　　　　　　　　　　　　子育て中にてシフト制に対応ができないため )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

)

あり　（ 11 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

○　電話にて即日採用のご連絡をいただいた。事業所側からは、相談者の子育て中に配慮した勤務体
制及び長期的勤務も含めて支援をしていきたいとのことから、支援員兼介護職員として採用。
〇　初回相談から採用まで2か月(勤務時間：午前9時～午後6時　勤務形態：正社員)

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

子育て中の介護職員、30代女性からの相談（資格有・経験有）
○　これまで現在勤めている施設に子育ての支援をしていただいたが、シフト制の勤務は難しいと感じ
転職をすることとした。子育て中に一番これは譲れないことを軸として、さまざまな点においてシュミレー
ションをし、どういった形であれば仕事と子育てが両立するかを検討した。
○　検討する中で、条件面について納得が得られた3事業所の同行見学を行った結果、相談者の介護
職歴が長く豊富なことから各施設の手ごたえは良好と感じた。

（事業所）

○　事業所側からは、相談者の介護職歴が長いこと、様々な仕事をこなしてきた点を高く評価していた
だいた。現在の資格及び今後取得しようと考えている資格を職場で活かしてほしいとのことだった。ま
た、子育て中のため、シフト制の介護職は難しいが、仕事を長期的に考えているのであれば、将来的な
働き方が可能となる支援をしたいとのことだった。

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 生活相談員 )

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／ (基本給)月18 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／

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 社会福祉主事 保育士

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 30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　（ 13 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の復職を希望する40代男性からの相談（資格有・経験有）
○　定期相談会に来所された際は、他業種で就業中。業務内容の厳しさに疲れている様子。就業中の会
社では就業後、数年で正職員として採用されるとのことであったが何年経過しても正職員になれない状
況。悩んだ末に、介護職への復職を希望。
○　介護職の経験も長く、経験に富み、介護に関する知識の深い方で本人の考えを聞きながら、希望に沿
う、納得いただける支援を心掛けた。

（事業所）

○　求職者に対し業務や就業後の説明をしていただくなどきめ細やかな対応をしていただいた。また、本
人のキャリア・人柄を評価していただき希望に合わせた勤務体系についても配慮をいただいた。

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

○　正規職員として採用。

イベントへの
参加状況

介護のしごと就労支援講座

①種別／ グループホーム

⑤賃金／ (基本給)月 18万円

⑥夜勤／　 不可　

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

その他 (　障がい者手帳　所持

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 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：　　　　　 )

)

あり　（ 2 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）

福祉の仕事から転職を希望する20代男性からの相談（資格有・経験有）
○　定期相談会に来所の際は、以前に勤務していた事業所の疲れが残っているご様子。離職の理由が
オーバーワークと事業所に対する不信感であった。介護の経験はあったものの、本人の納得のいくまで施
設見学をしていただくとともに、気になる事業所でのしごと体験をしていただいた。
○　しごと体験をしていただくことにより、内部から施設内の人間関係や仕事の内容、職場の雰囲気など、
施設見学ではわからない部分も自身で確認をすることができた。福祉の仕事に安心して復職していただけ
るよう、納得のいただける支援に心掛けた。

（事業所）

○　施設見学時に施設内の雰囲気や業務内容など、きめ細やかな対応をしていただいた。また、施設見
学後に、しごと体験を受け入れていただき、さらには、求職者の前職の離職理由なども把握した上で、事
業所で採用となった場合のスキルアップ等の内容や業務の在り方などを丁寧に説明いただいた。

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

○　正規職員として採用。

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／ (基本給)月 15万円

⑥夜勤／　 不可　

⑦その他（  

②職種／ 介護支援専門員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

特別養護老人ホーム 介護支援専門員

その他 (　

所有資格 社会福祉士

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 20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　（ 19 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）

○初回面談当時は県内他圏域で就労してたが、実母が高齢をなったことで実家に戻る予定。
〇実家の近くに再就職するにあたり、情報が欲しい。
〇有給休暇を利用して施設見学、体験等で再就職先を検討したい。
〇現在加入している退職金共済を継続したい。
〇日程を調整し、2事業所の同行見学及び体験を実施。そのうちの一つに応募希望のため、履歴書作成
を支援。
〇事業所に求人登録を依頼。

（事業所）

○見学及び体験に対応。
〇介護職正職員の求人を新規登録していただいた。
〇退職日に合わせて入職日を調整し、社会保険及び退職金共済を継続した。

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

○退職、転居、再就職と、細かく日程を調整し、計画通りに支援することができた。
〇直接面談が叶わない場合は、メールや電話等で丁寧に支援を継続。
〇初回面談から採用まで約2ヵ月。

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／ (基本給)月 25万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（現在の収入を同等の条件を希望

②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／ フルタイム

特別養護老人ホーム 介護職員

その他（加入中の退職金共済を継続したい

所有資格 介護福祉士 社会福祉主事

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


