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川崎市社会福祉協議会「福祉人材バンク」の山下所長にお話を伺いました 

活用しましょう「福祉人材バンク」!! 
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川崎市社会福祉協議会が運営する「福祉人材バンク」をご存じですか？さて、どんなお仕事をされて

いるのでしょう。今回は「川崎市福祉人材バンク」の所長、山下久美子さんにお話を伺います。 

Q：「福祉人材バンク」と、聞くと「福祉の人材紹介」に関する「何か？」をしていることは解るので

すが、さて、具体的には一体どのようなお仕事をされてるのでょうか？ 

山下：都道府県の社会福祉協議会に置かれる「福祉人材センター」が社会福祉法に基づき無料職業紹

介事業として厚生労働大臣の認可を得て行っていますが、市の社会福祉協議会に置かれる「福祉人

材バンク」はこの「福祉人材センター」の支所として位置づけられています。わかりやすく言えば福

祉分野＜保育・高齢・障碍・児童養護 等＞における無料の職業紹介事業で、働きたい方(求職者)と

人材を求める方(求人施設･事業所)を結びつけるﾏｯﾁﾝｸﾞ事業が柱になっています。ほかに「研修事業」

福祉･介護職のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ･ｹｱ相談事業「ふぉーえむ」の運営、そして「貸付事業」が四本の柱になりま

す。ですから「ハローワーク」の「福祉版」と考えて頂ければとわかりやすいと思います。来所やｲ

ﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｼｽﾃﾑを通じての求職登録や求人票の閲覧、紹介状の発行だけではなく「カウンセリング」や

ﾏｯﾁﾝｸﾞのためのｲﾍﾞﾝﾄ「福祉のお仕事就職・転職フェア」等も開催しています。因みに昨年の実績で

求人数は約 8400件、求職者の登録は 1700 件です。 

Q：なるほど、よくわかりました。しかし、単純に計算しても 1人に対して約 5社の求人、ここでも

介護人材の不足を目の当たりにすることになりますね。 

山下：その通りですね、実際のﾏｯﾁﾝｸﾞの件数は更に小さいものになります。本当にやりがいのある仕

事ですが、現場の人材不足は深刻です。また、せっかく福祉の仕事に就いても職場環境や人間関係で

長続きしなかったり、また事業者サイドも、旧態依然とした経営を続けていたり、ICT化が遅れてい

たり… 一般的に言うと離職率が高い水準の業界になってしまっています。「人材紹介」「マッチング」

事業を中心に据えながらも、民間の職業紹介事業とは視点を変えた「人材の発掘」や「人材の定着」

にも重点を置かなければならないとも考えています。 

Q：具体的にはどのような活動をされているのでしょう？ 

 山下：「人材発掘」の観点からは「福祉や介護の仕事をしてみたい、また何かｾｶﾝﾄﾞｷｬﾘｱを身につけたい」方向けの研修･講習会の実施です。また

新卒学生さん向けには大学や高校に出向いての「出張ガイダンス」等を開催、ｱﾌﾟﾛｰﾁをしています。更にこれらの方に「見て」「聞いて」福祉の

仕事の本当の魅力、やりがいを知って頂くために市内の介護施設を巡るﾊﾞｽﾂｱｰなども企画しています。また、本年は、福祉・介護の仕事を分かり

易く理解していただく新たな冊子「介護のシゴト～シアワセを届けるシゴトがあります」も作成しました、いわば福祉･介護業界のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝです。

「人材の定着」の観点からは様々なｽｷﾙｱｯﾌﾟの為の講座を開催、働くﾏﾏ達を応援する「子育て応援講座」等も実施しています。一方事業者に対す

るｱﾌﾟﾛｰﾁとして採用担当者向けの研修「福祉職場における採用･定着のポイント」の実施、今後は労働環境改善のために「働き方改革」の導入を

推進することも考えています。 

Q：ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ･ｹｱ相談窓口「ふぉーえむ」とは？ 

山下：「for M」「ほほえむ」からの造語です(笑)。Mはﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、ﾒﾝﾊﾞｰ、ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄの頭文字。福祉や介護の職場で働く仲間が、心の健康を

点検、調整、自己管理するための場所と言う意味です。やりがいのある仕事を続けていただける為のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ･ｹｱの無料相談窓口で「心の専門家」

からﾚｸﾁｬｰを受けられます。 

Q：なるほど！一般企業でも従業員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の必要性が叫ばれています、これも「人材の定着」の一助にも繋がりますね。最後になりますが

貸付事業もやられているのですね？ 

山下：はい「保育士修学資金貸付事業」と「川崎市ひとり親高等職業訓練促進資金貸付事業」です。共にいくつかの要件が必要になりますが「川

崎市福祉人材バンク」のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「貸付事業」をご覧になり、ご相談をして頂ければと思います。 

Q：今日は貴重な情報を有難うございました。先ずはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾁｴｯｸですね！ 

山下：来所も大歓迎です！事務所は武蔵中原駅前の「ｴﾎﾟｯｸなかはら＜川崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ＞」の 5階です、でもﾏｽｸと感染症対策は忘れずにね。

今年はｺﾛﾅ禍もあり、いくつかの研修はｵﾝﾗｲﾝでの開催も行いました、今後は研修だけでなくいろいろと工夫をして行かなければなりませんね。 

 

 

 

介護の仕事を分かり

易く解説した「介護の

シゴト～ｼｱﾜｾを届け

るｼｺﾞﾄがあります」は

こちらからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

 

 

 

 

集まれ！求職者。2020 年度中<転職>、2021 年 3 月卒業<新卒> 

川崎市内の福祉･介護の事業所 30 法人出展予定 

主催：川崎市福祉人材バンク 
※同時開催 

保育のお仕事就職相談会 

(川崎市こども未来局主催) 
開催日：2021 年 1 月 31 日(日) 

時間：13：00～15：30 

場所：高津市民館(高津区溝口 1-4-1) 

お問合せ：044-739-8726 
 

主催：川崎市福祉人材バンク 

お問合せ：044-739-8726 

2021 年 1 月 31 日(日)高津市民館 

福祉のお仕事就職･転職ﾌｪｱ開催!! 

 

昨年の「お仕事相

談会」(左上)高津

市 民 館 は 大 盛

況!!もちろん弊

社も参加させて

頂きました (右

上)。「福祉人材バ

ンク」の山下所

長、佐藤さん、石

井主任(左から) 
福祉人材ﾊﾞﾝｸのｷｬﾗｸﾀｰ 

ホットン 

山下久美子さん:1998 年 4 月入職し、2019 年 4 月より現

職。大学生、高校生、小学生 3 人の母として、社会福祉士、

精神保健福祉士を活かしつつ、日々の業務に励んでいます。 

W E S T  



★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です! 
■募集要項 
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問 

★給与：① 月給：224,781 円～<18歳資格なし夜勤 6日含む> 

② 時給 1020<無資格>～1170円<介護福祉士>   
※夜勤 1回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②処遇改善加算交付金含 

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00 

★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000円迄 

★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い 

 場所を選べます。 

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで   

☎044-455-6117 

2021 年 3 月新卒社員募集中 

会社説明会随時開催中      
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→ 

        

 

 

 

 

 

        

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」より 

ﾄﾞﾘﾌで元気に!! 目指せ 100 歳!! 

 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 192 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 

川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

グループホーム空室情報 
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記    

の各施設もしくは総合案内 

044-455-6119       

バナナ園グループ 
【グループホーム】                                               
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386   ●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773      

●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101    ●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361   

●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203   ●のんびりーす ☎044-422-2295       

●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692   

●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693  ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634 

  
    

              
 

 

 

 

 

11月に入り、冬の足音を感じる日々が少しづつ増えてきました。思い返し

てみると、今年はまさに「新型ｺﾛﾅで明け、ｺﾛﾅで暮れる」一年でした。川

崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」では「ご入居者とｽﾀｯﾌの安全」

を第一に掲げ様々な対策を講じ、厳しい施設運営をせざるを得ませんでし

た。春夏秋冬の季節を感じる外出ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、外部から講師をお迎えしての

音楽療法、ご家族との面会etc ｱｸﾃｨﾌﾞな活動も出来ず、ご入居者、ご家族、

外部で施設運営を支えてくださる皆様に無理と我慢をお願いする一年でし

た。とは言っても残すｶﾚﾝﾀﾞｰもあと1枚、一年はあっという間です。そんな

ことを話していると、大正生まれのご入居者S様の口から「光陰矢の如し」

という言葉がこぼれました。S様は大正14年のお生まれ、大正～昭和～平成

～令和と四つの時代を生きてきた大先輩の言葉が、ｽﾀｯﾌ一同の胸に響きま

す。 ●月●日引きこもり生活が続く施設で、ささやかながら、このS様の

お誕生日ﾊﾟｰﾃｨｰを開催いしました。特製のﾊﾞｰｽﾃﾞｰｹｰｷと花束をｽﾀｯﾌが用意 

満面の笑みで95歳のお誕生日を迎えました。S様は勿論ﾌﾛｱの最年長、いつ

もｽﾀｯﾌの事を気にかけ「大丈夫？」何かお手伝いすると必ず「ありがとう!」

と優しく声をかけて下さいます。食事のあとは必ずご自分で丁寧に歯磨き

をされ、95歳にして全部ご自分の歯と言うのがご自慢です。実は少し前ま

で車ｲｽを利用していましたが、これも一念発起、ｽﾀｯﾌと共にﾘﾊﾋﾞﾘに挑戦し

最近ではご自分で歩けるようになられました。そんなS様のお楽しみはDVD

鑑賞。最もお好きなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはｻﾞ･ﾄﾞﾘﾌﾀｰｽﾞの伝説のﾊﾞﾗｴﾃｨ『8時だョ！全員

集合』です。この番組は1969年から1985年まで16年の長きにわたり、毎週

土曜夜のお茶の間を占拠したｻﾞ･ﾄﾞﾘﾌﾀｰｽﾞの怪物番組。毎回、各地の市民会

館や体育館などを会場にｽﾃｰｼﾞ上に組まれた大掛かりなｾｯﾄで繰り広げられ

た1時間の公開生放送！「ﾊｱｰ〜ﾋﾞﾊﾞﾉﾝﾉﾝ！」「風邪ひくなよ〜！お風呂入れ

よ〜！」ﾋｹﾞﾀﾞﾝｽや早口言葉など、今もなお語り継がれる名作ｺﾝﾄに大笑い

をされます。日本が一番元気だった「昭和」の時代、朝から晩まで忙しく、

働きづくめだったS様の土曜の夜のお楽しみだったそうです。ご本人曰く

「ﾄﾞﾘﾌを観ると元気になるよ!ﾄﾞﾘﾌで笑って100まで長生き（笑）」これまた

大先輩の言葉が、ｽﾀｯﾌ一同の胸に響きます!! 

 

 

 

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 

お誕生日というのは、いくつになっても嬉しいものです。今回、川崎市宮前

区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ『ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉』でも、そんな人生の節目を迎える方がい

らっしゃいました。87 歳の誕生日を迎えられた T 様。前日から「楽しみだ

わ」と待ち切れないご様子です。そして迎えた当日、朝から笑顔が絶えませ

ん。「どんなお祝いをしてくれるのかしら？」と期待に胸が膨らんでいるよ

うです。3 時のおやつの時間は、まず『Happy Birthday』を合唱。拍手とと

もに、まずは場の空気が盛り上がります。また、T 様には、王冠を模した被

り物と、ｶﾗﾌﾙな首飾りを付けて頂き、特別な雰囲気を感じてもらいます。ﾊﾞ

ｰｽﾃﾞｰｹｰｷもご用意して、真ん中にﾛｰｿｸをさし、火を吹き消して頂きます。T

様は「どうもありがとう」と、満面の笑み。その表情は、企画をした側とし

ても、大変ありがたい思いです。ｹｰｷといえば、それに添える飲み物にも工

夫がしたいもの。この日は砂糖を混ぜた甘い紅茶を淹れました。普段水分補

給が難しい方も、自力で全量摂取。その場の楽しさにより、いつもとは違っ

た様子が見られることが分かりました。ﾊﾟｰﾃｨｰの後、T 様は「来年はいよい

よ米寿だわ」と、またも笑顔。日本には『賀寿』という、長寿の節目を祝う

風習があります。因みに、『賀寿』の多くは昔ながらの風習であるため本来

は「数え年」でお祝いするのが一般的、しかし近年では、満年齢でお祝いす

る場合が増えています。ただし、還暦だけは現在でも数え年の 61 歳（満年

齢 60 歳）でお祝いするのが一般的です＜十干十二支の組み合わせで暦を数

えると、干支は 60 年で一巡し、数え年 61 歳で生まれた年と同じ干支に還る

ため、「還暦」といわれるようになりました＞。T 様の来年のお誕生日「米

寿」は「米」の字を崩すと「八十八」と読めることに由来しています。当施

設では先日、99 歳の「白寿」を迎えられた方もいらっしゃいますが「百」か

ら「一」を引くと「白」となることに由来しているとされています。来年も

また同じようにお祝いができるよう、安全と健康に気を付け、毎日を送って

いきたいものですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」より 

米寿-1=87 回目の Happy Birthday 

 

 
ｻﾞ･ﾄﾞﾘﾌﾀｰｽﾞの身体を

張った笑いが老若男女

を問わず熱狂的に受け

入れられ最盛期には40

～50%の視聴率を稼ぎ

「お化け番組」「怪物番

組」と呼ばれた「8 時だ

ョ！全員集合」ですが

施設の若手ｽﾀｯﾌには

「？」。まさに昭和は遠

おくになりにけり「光

陰矢の如し」です。 

 

 

 

 

 

還暦の「赤」いﾁｬﾝﾁ

ｬﾝｺはよく知られて

いますが、古希は「藍

色」喜寿は「黄色」

白寿は白と各々ｲﾒｰ

ｼﾞｶﾗｰが決まってい

ます、因みに「米寿」

はベージュだそうで

す(笑) 

 
 


