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「介護のしごと体験」の流れ「介護のしごと体験」の流れ
①申込書記入・提出

　体験希望日の概ね２週間前までに「介護のしごと
体験申込書」に記入し、福祉人材センターに持参さ
れるか、郵送又はFAXで申し込んでください。

⑤報告書の提出とフォローアップ
　体験後10日以内に「体験終了報告書」を福祉人
材センターに持参されるか、郵送又はFAXで提出し
てください。福祉人材センターでは、希望がある場
合は、介護の求人情報の提供や就職支援等のフォ
ローアップを行います。

「体験終了報告書」

フォローアップ

③「体験決定通知書」の送付
　調整後「介護のしごと体験決定通知書」を送付し
ますので、体験施設の場所、日時や当日の準備事項
等を事前に確認してください。

②申込受付・日程調整
　申込書の内容をもとに福祉人材センターが、希望
する施設と日程を調整し、体験希望者へ連絡します。

④職場体験
　受入施設で担当職員の指導のもと、体験をします。

お問合せ・申込書送付先

〒020-0831　岩手県盛岡市三本柳8地割1番3　ふれあいランド岩手2F

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 岩手県福祉人材センター
電話：019-601-7062／FAX：019-637-9612（担当：佐々木）

福祉のお仕事サイトにアクセスして、実際に
どんな仕事があるのか探してみましょう。
インターネット上で簡単に福祉の仕事を探
すことができます。

福祉の職場って興味あるけど、
どんなことしてるの？

福祉の職場って興味あるけど、
どんなことしてるの？

資格がない、未経験…etc.
働くのに少し不安が
あるのですが…。

資格がない、未経験…etc.
働くのに少し不安が
あるのですが…。

しばらく福祉の仕事から
離れてブランクがあります。
最近の福祉の現場って、
どんな感じなんだろう。

しばらく福祉の仕事から
離れてブランクがあります。
最近の福祉の現場って、
どんな感じなんだろう。

「介護のおしごと職場体験」で
介護の現場を

確かめてみませんか？

職 験場
体験施設

岩手県
福祉人材センター

岩手県
福祉人材センター

岩手県
福祉人材センター

岩手県
福祉人材センター

体験希望者

体験者

体験希望者

令和２年度　岩手県委託事業　介護人材マッチング支援事業令和２年度　岩手県委託事業　介護人材マッチング支援事業

介護のおしごと

岩手県内の介護の現場を体験できます
！ 参加者募集参加者募集

体験費用無料体験費用無料



令和2年4月～令和3年3月（申込受付は令和3年2月末まで）

次のように考えている方が対象です。
なお、事前に福祉人材センターに求職登録していただく必要があります。
①介護の職場での就労経験がないため、介護への理解を深め、自分の適性を見
極めたい。
②介護の仕事にブランクがあり、知識や技術を再確認したい。
③就職を希望する施設・事業所の求人があるが、応募する前に実際の業務内容
や職場の様子を知りたい。

岩手県内の高齢者介護施設・事業所で、申込者が希望するところ
　●施設の都合で希望施設体験できない場合があります。
　●特に希望がない場合は、福祉人材センターで受入先を調整します。

1人年間合計10日間　1事業所2～5日間（複数の事業所での体験可能）
　●福祉人材センターが日程を調整し、体験期間と時間帯を決定します。
　●体験期間のうち１日はオリエンテーションが含まれる場合があります。

１日概ね６～８時間以内で、以下のような介護のしごとを体験できます。
①オリエンテーション
　●施設の概要や職務等について
　●体験スケジュールについて

②実習
　●利用者との交流（話し相手、レクリエーション、
　　趣味活動の補助など）
　●利用者の介護・介助等（車いす介助、
　　食事や入浴の介助など）
　●作業補助（配膳、洗濯物の整理、清掃など）
　　※体験内容は受入施設により異なります。

無　料
　体験は無料ですが、体験先までの往復交通費、体験中の昼食代、その他必要
な諸経費は自己負担となります。

●体験は無給です。
●万一の事故等に備え、「ボランティア行事用保険」に加入していただきます。
（岩手県社会福祉協議会が加入手続を行い、費用を負担します。）

　申込書に記載された個人情報は、本事業の運営のみ使用します。
　なお、氏名、年齡、住所、電話番号、就労経験、所有資格の情報は体験先施
設に提供することをあらかじめ了承願います。

　自分が本当にこちらの仕事にむいているのか理解
できたし、勉強になった。職員の方々にも色々教わり
良い職場体験になりました。

20代男性　体験先　小規模多機能ホームに就職

　貴重な介護現場での体験でありました。職員もあ
たたかく教えていただき非常に気持の面で負担のな
い体験をさせていただき感謝します。

60代男性　体験先　特別養護老人ホームに就職

　業務を一通り体験することで求職者と事業所側と
のお互いの理解が深まり、勤めてからの様々な「こん
なはずじゃなかった」が解消されると思います。この
事業所で働いていくイメージがつき、求職者にとって
もまた事業所側にもその方の人となりが少しわかり
助かります。事前にミスマッチを防ぐことができ、こ
ういった「つなぎ」の制度があり就職後の定着につ
ながると思いました。

小規模多機能ホーム

　5日間という設定がとても良い結果を出したと思
います。1日目は誰でも緊張し、見るものも聞くもの
も半分は頭の中を通り抜けていくものです。2回3回
と回数を重ねる毎に落ちついて回りを見ることがで
きて、自分の行動が見えてくると思っています。

特別養護老人ホーム

　介護経験者であっても職場の雰囲気や事業所の
特色を知っていただくよい機会になり、体験者にとっ
ては応募の見極めができますし、事業所側もどんな
人柄なのか、学ぶ姿勢や介護に対する考え方を知る
ことができ双方にとって有益となります。

グループホーム

　最初不安を抱えて職場で体験して職員さんが親切
で接してくれて、利用者の方もやさしく会話をしてく
れていたので安心しました。2日間体験できてよかっ
た。これからやる気がどんどんでました。いい体験だ
と思いました。

30代女性　体験先　住宅型有料老人ホームに就職

　パンフレットで見る仕事内容からはわからないこ
と。実際に現場を見てみないとわからないこと。さら
に、自分でやってみないとわからない難しさなど、全
てにおいて私にとって有意義な時間となりました。さ
らに職場の雰囲気を感じたり、従業員の働き方を自
分の目で見て確かめることが出来た点もプラスにな
りました。

30代男性　体験先　デイケアセンターに就職

対象者

体験先

体験の期間

体験の内容

実施期間

体験費用

その他

個人情報の取り扱いについて　

「働きたい」あなたの思いを応援します！「働きたい」あなたの思いを応援します！
　この体験事業は、介護の仕事に関心がある方や、介護の職場から離れてブラン
クがある有資格者に、求人応募や選択する上で、実際の職場を体験し、就職に結
びつけようとするものです。
　介護未経験の方、資格のない方、学生の方も大歓迎です。
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