
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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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 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

イベントへの
参加状況

小規模介護事業所面談会

①種別／ 有料老人ホーム

⑤賃金／

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／

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

〇しごと体験を行った結果、自分は介護の仕事が好きだと確信し、しごと体験することで自分に合った事業
所に応募し採用となった。採用まで2か月。

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

〇介護の仕事に興味はあるが向いているかどうか見極めたい。
〇小規模介護事業所合同面談会に参加。積極的にブースをまわり、気になった4事業所の施設見学を行
う。
〇見学の結果を踏まえ、しごと体験先を一緒に検討し日程調整する。
〇しごと体験の結果、体験先1事業所に応募の意志を確認する。

（事業所）

〇無資格、未経験でも採用することに理解を示した。
〇しごと体験をすることで体験時の状況で判断していただき、本人が応募を迷っている時でも、応募して欲
しいと人材センターに依頼があった。



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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）

○　相談者は製造業を退職後、家庭の事情により１年程度未就労だった。福祉分野での就労も視野に入
れ、ハローワーク盛岡の専門相談部門からの紹介で岩手県福祉人材センターに来所した。無資格・未経験
で、「介護入門研修」の受講が可能だったことから、受講を勧め、そのうえで施設見学・しごと体験をするよう
アドバイスした。介護入門研修の受講中に、支援員と本人が希望した、老健を同行見学し、無資格未経験
者の人材育成の実績もあることから、しごと体験を介護入門研修修了後に、３日間実施し、応募、即採用と
なった。

（事業所）

○　事業所側では、同行見学に加え、しごと体験を３日間、受け入れた。見学時に本人の適性を見出して採
用育成担当職員と意気があった模様で、しごと体験も積極的に対応していただき、体験時には、ほぼ内定
に近い雰囲気だったとのことで、応募から数日での採用となった。

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

○　「介護入門研修」を修了したとはいえ、無資格・未経験のため、非常勤・パートでの採用となった。しか
し、研修や試用期間満了後は、資格取得に応じて、常勤→正職員へと任用されうるとのこと。製造業時代に
夜勤も経験済みのため、交替勤務への抵抗感はなかった。見学時から利用者と関わることへの抵抗感もな
く、施設側からは好印象を得ており、面接時には即採用に近い扱いをいただいた。

⑤賃金／ (基本給)月 15万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

イベントへの
参加状況

①種別／ 特別養護老人ホーム 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

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

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 30代 無職



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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）

○　ジョブカフェの支援員から紹介され相談を受けたものの登録は当初保留。別分野の会社を新卒で入社
後に離職。保護者からは福祉分野は反対されているとのことであった。キャリア支援員と自宅から通勤範囲
で求人のある事業所を同行施設見学し、その中から１社に応募するも、不採用となった。
ジョブカフェ相談員とも連携し、履歴書指導や面接指導を受け就職のスキルアップを続け、小規模介護事業
所合同面談会への参加をし、自信を深め、保護者の薦める事業所へ応募を絞り、「しごと体験」を3日間実
施、応募面接し、採用となった。

（事業所）

○　最初の応募先は、全国規模の事業所展開する大企業で市内でも複数の事業所を運営しているものの、
求める人材は即戦力であり、応募者は、無資格未経験とのことから求める人材としては条件を満たさず不
採用となったと推測。
○　次に「しごと体験」を経て応募採用となった施設は、地元の社会福祉法人の中でも規模は大きく、複数
ある施設の自宅から近い施設で採用となった。応募者は無資格未経験であったものの、事業所側は高卒の
無資格新卒採用の実績もあり、未経験者の人材育成の経験も豊富なことから将来性を見込んでの採用と
なったと推測。

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

○　ジョブカフェ相談員と連携して就職に至った。当初、本人も福祉分野へは消極的だったものの、小規模
介護事業所面談会への参加や施設見学を複数経て、福祉業界への理解も増し、保護者も知己の施設を薦
めるなどの応援も得て、「介護のしごと体験」を実施した。体験中は初めての業務で戸惑いから積極的な関
わりにまでアピールできなかった模様が伺えたが、体験先へ応募面接を経て、採用となった。

⑤賃金／

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

イベントへの
参加状況

小規模介護事業所面談会

①種別／ 特別養護老人ホーム 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

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

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



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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 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

その他（一人暮らしなので、すぐに仕事をしたい

所有資格

②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

イベントへの
参加状況

①種別／ デイサービス

⑤賃金／ (基本給)月  16万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

結果

採用となったサービス種別 デイサービス 介護職員

○求職者から、事業所訪問をとおして、面接希望。事業所からも要望があり、日程調整。
　勤務形態：常勤/(非正規)、介護職
○初回相談から採用まで１ヶ月　、キャリア支援員の支援は終了。

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○求職者より、離職から4ヶ月が経つが就職先が決まらない。一人暮らしなので、一日でも早く就職したい。
将来は、社会福祉士の資格取得をし、相談員として勤務したい希望あり。
○近々に応募した事業所から、不採用のこと、離職した事業所では、給料未払いがあり、「職場体験」をして
いる生活の余裕や時間的余裕がないと判断し、キャリア支援員が求人開拓を行った。
○面接に伴って、履歴書添削及び模擬面接の実施を行った。
○求職者の希望により、事業所訪問実施後、面談・面接を行い採用となった。

（事業所）

○施設見学の際に、仕事内容や事業所について丁寧に説明。
○求職者の介護経験がないことについて、少しずつ仕事に慣れるようにとの配慮あり。
○求職者の希望する勤務体系に合わせた検討あり。



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年未満）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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 20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（H31,4月から作業療法士の専門校へ入学する予定

所有資格 介護職員初任者研修

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／

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（  

結果

採用となったサービス種別 特別養護老人ホーム 介護職員

○　求職者から「介護のしごと体験」をとおして面接希望、事業所からも要望があり、日程調整。
勤務形態：非常勤/パート
○　求職者は、介護のしごと体験時、事業所の職員から丁寧に指導をしていただいたことなどから、将来
「作業療法士」として勤務することを希望。
○　初回相談から採用まで2ヶ月　、キャリア支援員の支援は終了。

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○　求職者より、将来「作業療法士」になりたいとの希望あり、専門校への同行訪問。
○　求職者へ、介護施設事業所についてご説明をするとともに、事業所への同行見学を実施(２事業所)。専
門校入学前に「介護のしごと体験」をとおして、介護職の経験値を増やしたいことなどを事業所へ伝えた。
○　求職者の希望により、同行見学実施の1事業所にて「介護のしごと体験」の調整、実施。
○　履歴書添削及び模擬面接の実施。

（事業所）

○　施設見学の際に、仕事内容や事業所について丁寧に説明。
○　介護のしごと体験の受入れ。
○　求職者の希望勤務時間に合わせた勤務体系の検討。(求職者は介護職員初任者研修 資格取得のた
め)



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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）

○　子供が小さいので働ける時間や曜日に制限があることを考慮してもらえる施設の情報提供。
○　雇用保険の手続きをせず加入期間の継続を希望していることから早急に応募先を絞る。
○　資格、経験がないので複数の施設やサービス別の見学を計画。
○　見学先の中からデイサービスでの体験を希望。
○　働きながら資格取得を希望していることと子育てと両立できる施設選び。
○　体験時間はデイサービスのサービス時間に合わせてフルタイムの時間帯で経験。
○　体験後の本人意向と施設の採用条件の調整。

（事業所）

○　施設見学、しごと体験の受入れ。
○　体験受入前に本人の希望時間や子育ての両立について相談。
○　しごと体験の時間帯については、デイサービスの1日の流れ、仕事の理解を深めるために8時間の設定
を勧めてもらった。
○　本人の意向を検討してもらった。（子育てとの両立、働きながらの資格取得の希望）

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

○　体験先のデイサービスに採用。
○　休日は日他のため家族の協力を得られる。
○　仕事に慣れたタイミングで資格取得をしてもらう。

勤務時間：フルタイム　勤務形態：常勤
初回相談から採用まで１ヶ月

⑤賃金／ 不問

⑥夜勤／　 不可　（理由：子供が小さいため

⑦その他（  

イベントへの
参加状況

①種別／ デイサービス 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／ 9:00～16:00　週5日

その他（

所有資格

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

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



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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）

○　高齢者施設や障がい者施設で学生の頃実習j経験があることからある程度仕事へのイメージを持って
いた。
○　資格のスキルアップについて説明。
○　見学したい施設がある程度定まっていたため希望している施設の説明。
○　在職中のため今の仕事に支障がないように相談日や体験日の調整。
○　体験結果を踏まえて応募について相談を進めた。
○　応募時期や採用時期について相談者と事業所の調整。

（事業所）

○　施設見学の受入れ。
○　在職中であることを考慮してのしごと体験の受入れ。
○　しごと体験を踏まえて応募についての相談。
○　在職中につき面接日た採用日の調整をしてもらった。
○　資格経験がないため指導および研修についての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

○　体験先の特別養護老人ホームに採用。
○　資格は仕事に慣れてから取得してもらう。

勤務時間：フルタイム　勤務形態：常勤
初回相談から採用まで３ヶ月

⑤賃金／ (基本給)月 15万円

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

イベントへの
参加状況

①種別／ 特別養護老人ホーム ②職種／ 介護職員

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／ 制限なし

その他（在職中のため相談日や体験が限られた日になる

所有資格

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

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



定期相談 臨時相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護職の経験がなく不安

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（ )

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

採用となったサービス種別・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 男性 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

所有資格 介護職員初任者研修

介護職員①種別／ デイサービス ②職種／

③勤務形態／ 正職員 ④勤務時間・日数／

⑤賃金／ (基本給)月15 万円

結果

デイサービス 運転手

○　正規職員として採用

⑥夜勤／　 不可　（理由：

⑦その他（  

イベントへの
参加状況

介護のしごと再就職支援講座

介護のしごと就労支援講座

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○　相談者の前職が運転業務であったこと、福祉の資格を持っていることなどを考慮し福祉事業所の運転
手を薦める。

（事業所）

○　受け入れ先事業所に相談し新規に求人を出してもらい求職者に対して社長自ら直接、施設案内と業務
内容について説明してもらった。　また細かく福利厚生や給与について説明をしてもらうことで求職者に具体
的にイメージしてもらうとともに求職者へ「応募を待っています」ということを全面的にアピールすることで求
職者に安心感を持つよう接してもらった。



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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 40代 無職

相談場所

相談内容 しごと体験、施設見学について

応募先事業所について

子どもの送迎

その他（

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

所有資格

⑤賃金／ 扶養の範囲内

①種別／ 小規模多機能型居宅介護 ②職種／ 看護職員

③勤務形態／ 非常勤・パート ④勤務時間・日数／3～4パート6H

⑥夜勤／　 不可　（理由：体力面への不安

⑦その他（  

イベントへの
参加状況

結果

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

○　施設への同行訪問終了後、ブランクを心配しつつも介護現場で自分のスキルをどのように活かすかな
ど家庭でのこと、育児のことなど気持ちを整理し応募、採用となる。

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○　これまでのキャリア(病院勤務)を介護の現場で活かすことができるのか不安があった。ブランク、育児と
の両立などの不安があり直接、施設の方にお話をお聞きすることや福祉施設を見学したいとの要望もあり
同行見学を行った。訪問した際に、希望する週の勤務日数や時間帯なども事業所側に伝え、お互いの勤務
に対する希望等の確認を行った。

（事業所）

○　親切、丁寧はもとより、プチ勤務等の現代の勤務のあり方に沿った対応をしていただいた。職場内で同
じ境遇の方の事例を挙げていただくなど求職者の方が安心できるような配慮やイメージしやすいお話をして
いただいた。求職者の方の不安に丁寧に答えていただくとともに求職者の方の希望を聞き、求職者の方に
寄り添いながらお互いのニーズをすり合わせることにより有資格者の獲得に至ることができた。



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 11 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

可 ）

）

しごと体験　　　　　 施設見学 （ 支援員同行 相談者のみ）

実施なし

）

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

体験・見学の
実施状況

支援内容
（キャリア支援員）

○ 相談者の前職、介護職員、ケアマネージャー業務を経験していたことを考慮し、社会福祉法人で募集が
出ていた求人に対して紹介をした。
求職者の１番求めているもの、精神的な部分、将来のビジョンを考慮し求職者の希望に最も近い勤務が可
能な事業所を選択し、マッチングをした。

（事業所）

○事業所全体で職場見学から面接に至るまで詳細な打ち合わせ及びシュミレーションに取り組むなど一丸
となっての求職者確保でした。また、事務所、現場と支援員の三者間で事前、事後、採用に至るまでの打ち
合わせがなされるなど非常によいマッチングまでの流れとなった。

結果

採用となったサービス種別・職種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問介護 介護支援専門員

○　正規職員として採用

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（  

イベントへの
参加状況

⑤賃金／ (基本給)月15 万円

①種別／ デイサービス 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 介護職員

相談場所

相談内容 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（　家族との時間を大切にしたい

所有資格 介護福祉士 介護支援専門員

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 30代 在職中



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：　　　　　 )

)

福祉職の経験年数 あり　（ 年 ）

　（ 年 ）

　（ 年 ）

なし

相談者の希望

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）

○　ラジオ放送で人材センターを知り電話で相談を予約。祖母との関わりや父も介護職で働いていることか
ら介護職へ転職希望。異業種からの転職、無資格・未経験ということもあり後日同行見学と職場体験を3日
間実施した。

（事業所）

○　担当者より施設内の案内と質疑応答の時間を設けて頂いただき同行見学を実施。その場で体験希望を
伝え、後日実施した。

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

○　体験での周りの職員の評価も高く、応募即採用となる。今後は業務と並行し資格取得するために周囲
のサポートにも期待している。

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（  

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

所有資格

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（

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


