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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

　体験希望日のおおむね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。

資格や経験はないけれど・・・。
どんな仕事をしているか知りたい。

資格は取得したが
働いたことがなくて・・・。
職場の雰囲気を知りたい。

ブランクはあるが
もう一度介護の仕事がしたい・・・。

今の現場を知りたい。

介護に興味はあるけれど・・・。
実際にどんなことをしているか知りたい。
介護の仕事へ転職を考えています。
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令和３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

してみませんか？

職場体験
見て
聞いて
感じ取る 岩手県福祉人材センター

マスコットキャラクター
「あえーる」ちゃん

体験者募集体験者募集 就職活動証明書発行就職活動証明書発行体験費用無料体験費用無料
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体験希望者

体験希望者



令和3年4月～令和4年3月（申込受付は令和4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での体験が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日おおむね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。）
　●新型コロナウイルス感染拡大の状況により、職場体験の受入れができない
　　時期、事業所があります。

　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。

　良かったことは、やっぱり利用者様の笑顔を見
ている時でした。「よく働くね。」「ありがとう
ね。」等声を掛けられた時、達成感があり、やり
がいを感じました。

20代女性
体験先：特別養護老人ホームに就職

　未経験なので、働くのに不安がありましたが、
職員の方々は、とても優しく、思いやりと気配りが
行き届いており、利用者さんもやすらぎの場とし
て過ごしているという雰囲気が伝わってきました。

70代女性
体験先：特別養護老人ホームに就職

　介護職についた事のない方にとって、実際の
現場とイメージにはギャップがあると思うので、
体験を通じて入職前にしっかり考えるよい機会
になっていると思う。

特別養護老人ホーム

　介護のしごと体験者にとっては、これから、介
護職員を目指すうえで、大変貴重な現場体験だ
と思われます。又、施設としても福祉の仕事を理
解していただく良い機会でした。

地域密着型特別養護老人ホーム

　介護の仕事概要の一部を理解した上で、採
用試験を受けてもらえることから離職者が少な
くなると思われるので、役に立つと思います。

デイサービス

　実際に体験することによって、見学だけでは
分からない現場のことが多少なりとも理解でき
るかと思います。また、受け入れ側も体験者の姿
勢や仕事に対する熱意を見る事ができると思い
ます。

有料老人ホーム

　介護の仕事は初めてなので実際に見たり聞い
たりする事は、とても良い体験になりました。ス
タッフの方 も々気さくに話してくれて感謝してます。

40代男性
体験先：地域密着型介護老人福祉施設に就職

　一部分ではありますが体験先の業務を学ぶこ
とが出来、施設の利用者様、職員と明るい雰囲
気で交流することが出来たので有意義な体験で
した。

30代男性
体験先：住宅型有料老人ホームに就職

対象者

体験先

体験の期間

体験の内容

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！
　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。

実施期間

体験者の感想

受け入れ先施設の感想
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