
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

）

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 10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

その他（

所有資格 介護職員初任者研修

介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

（事業所）

〇初任者研修の資格は取得していたものの介護の仕事の経験がなかった求職者だったが、しごと体験で
利用者さんに対する真摯な姿や職員に対する素直な姿勢に事業所が好感を持った。
〇未経験でも負担のない入職してからの働く環境をイメージしやすいように体験内容を設定した。

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

〇中学の頃より介護職員になりたいと思っておりその気持ちはぶれる事が無かった。
〇しごと体験後即応募、常勤職員として採用となる。
〇相談開始から2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）

〇来所の都度、求職者の気になる求人票を提供。10代のため家族と相談することも勧める。
〇初めての就業先となるので焦らず本人が納得できるまで同行見学することとする。
〇通勤可能な4か所を同行見学。
〇同行見学先の中から2か所を日程調整し、しごと体験を行う。
〇同行見学、しごと体験を考慮し本人、家族と相談し応募先を決定。

イベントへの
参加状況

①種別／ 老人保健施設

⑤賃金／

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

②職種／



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 定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

勤務時間に制限がある　（理由：　　　　　　　　　　　　　　 )

通勤手段に制限がある　（理由：　　　　　 )

その他（介護職がはじめての為不安があること、家庭環境に問題を抱えていることなど複数の悩みがあった )

介護職員初任者研修

あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

①種別／ 老人保健施設 ②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

⑤賃金／ (基本給)月 14万円

⑥夜勤／　 可 不可　（理由： ）

⑦その他（  ）

イ
ベ

介護のしごと再就職支援講座

体
験

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

支
援

（
事

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 ）

○　事業所側では、福祉現場がはじめての方なので適性を考慮したいという考えから、常勤採用でス
タートすることとした。相談者が、仕事をするにあたって資格取得などの積極的な努力に対して好感を
もたれ、試用期間終了時には、正社員登用の試験を受けていただきたいとの話もいただいた。
〇　初回相談から採用まで4か月(勤務時間：フルタイム　勤務形態：常勤)

福祉職の経験年数

相談者の希望

所有資格

異業種から介護職への転職を希望する30代女性からの相談（資格無・経験無）
○　相談者は、福祉人材センターが7月に開催した就職相談会に参加した方である。異業種からの転
職と複数の悩みがあったため、メンタル面やワークライフバランスなどについて、丁寧な傾聴に努め
た。また、介護現場のイメージを持っていただくために再就職支援講座や介護カフェに参加をいただ
いた。
○　無資格未経験者でも受け入れていただける3事業所の同行訪問を行い、その中の事業所でしご
と体験を実施した。しごと体験後、相談者は、介護職として資格の重要性を実感したため、短期集中
で受講できる介護職員初任者研修に申込し、受講後に施設勤務をしたいとのご相談があり手続等の
支援を行った。

○　事業所側では、同行訪問に加え、しごと体験を3日間受け入れていただいた。終始、相談者の状
況に気配りをいただき、しごと体験終了後には、双方から面接の希望があった。面接は、職場体験を
とおして人柄も理解していただいており即日採用となった。ただし、相談者から、資格を取得してから
勤務したい旨の申し入れがあったため、採用日を2週間ほど延ばしてもらうなどの配慮をしていただい
た。



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）

未経験で介護の仕事を希望する50代外国女性からの相談（資格有・経験無）
○　施設見学を実施。運転免許はあるが運転はできない。自宅から徒歩通勤可能な施設の見学。
〇　無料で受講できる初任者研修を案内し受講。資格取得済み。
〇　介護現場の理解のため小規模介護事業所研修会を積極的に見学。
〇　資格取得前に見学した施設でしごと体験を実施。
〇　日本語は堪能だが高齢者の話す方言がわからない。
〇　しごと体験では複数の事業所を体験させてもらい適性を確認した。

（事業所）

○　施設見学の受入。
〇　資格取得後しごと体験の受入。体験は複数の事業場を実施してもらい適性を見てもらった。
〇　雇用条件の扶養範囲内、日曜休み、就労時間など本人の希望と調整してもらった。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有料老人ホーム 介護職員

○　見学、しごと体験先に採用になった。
〇　雇用条件は希望に近い条件で採用してもらった。採用については、車の免許がないこと日本語は堪能
ではあるが方言の聞き取りが苦手など考慮してもらった。しごと体験は、デイサービスや訪問サービスで
実施して適性をみてもらい配属先を決めてもらった。
○　初回相談から採用まで6か月（勤務時間：９：００～１８：００の間の6時間　勤務形態：介護員パート）

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／ 有料老人ホーム

⑤賃金／ 扶養の範囲内

⑥夜勤／　 不可　（理由：結婚したばかりのため

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／ 8：00～18：00の間　週4日程度

その他（外国人在留カードあり　日本人の配偶者あり

所有資格 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 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　（ 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）

母親の介護をとおして介護の仕事に関心が深まった50代女性からの相談（資格有・経験無）
○　施設見学、しごと体験の実施。この時点では採用に至らず。
〇　介護カフェに参加。
〇　無料の介護職員初任者研修受講。資格取得。
〇　資格取得後、本人の希望と家庭の両立のできる施設選び。
〇　施設見学及び雇用条件の説明。

（事業所）

○　施設見学の受入
〇　施設見学時に雇用について細かく説明をしてもらった。

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 介護職員

○　夜勤専門として採用
○　資格は取得したが現場実習もなく不安な面が多いという求職者に合わせてもらい見守りから順に指導
してもらうこととした。
○　初回相談から採用まで8か月（勤務時間：17：00～8：00※実労働8時間　勤務形態：介護員パート）

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／ 特別養護老人ホーム

⑤賃金／ 扶養の範囲内

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／ 不問

その他（

所有資格 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 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護職の経験がなく不安

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

）

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小規模多機能型居宅介護 介護職員

○自宅から近い小規模多機能ホームへの就職が叶って、生き生きと働いている。
○初回面談から就職まで約5か月。

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○製造業で30数年勤務してきたが、腱鞘炎を発症して退職。介護職員初任者研修を修了したが、資格を
活かして就職したい。
〇見学、体験を通して応募先を検討したい。
〇介護カフェ、合同面談会にも積極的に参加し、情報収集に努めた。
〇転居に伴い一時求職活動を休止した時期もあったがイベントへの参加促しや求人票の郵送など、モチ
ベーションが下がらないよう支援を継続した。

（事業所）

○見学と体験を受入れ。
〇利用者と深く関わりたいとの希望もあり、小規模多機能ホームへの配属を提案し、採用。

イベントへの
参加状況

小規模介護事業所面談会

介護カフェ

①種別／ デイサービス

⑤賃金／ (基本給)月15 万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：夜勤経験もなく体力的にも不安

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／ フルタイム

その他（資格取得したが経験がなく資格を生かせるのか不安

所有資格 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 50代 無職

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


