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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、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。 



★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→ 

        

 

 

 

 

 

        

川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」より 

芸術の秋～ｱｰﾄの世界に没頭！ 

 

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 

 

 
    

              
 

 

 

 

 

皆様こんにちは。早いもので 11 月も半ばを過ぎすっかり晩秋を感じる季節

となりました。川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」では新型ｺﾛﾅ禍もあ

り、ご入居者の皆様は塗り絵をしたり、ﾄﾗﾝﾌﾟをしたりﾃﾚﾋﾞを観たりと、皆

でﾘｳﾞｨﾝｸﾞﾙｰﾑに集合しての引き籠り生活にすっかり慣れ切ったご様子で

す。そんな中でも春夏秋冬季節の変わり目には少し目先を変えた「制作活

動」を行っています、「ちぎり絵」です。ｶﾚﾝﾀﾞｰの裏を使ったり、折り紙で

各色切ったものを使い材料は身近なもので行います。今回はﾘｳﾞｨﾝｸﾞﾙｰﾑの

窓から見えるお隣のお宅の「柿」です。すっかり葉を落とし、たわわに実

った柿の実を見つけ「もっと美味しそうな柿をつくりましょうよ！」と秋

のちぎり絵のﾃｰﾏは決定しました。ｽﾀｯﾌと下書きをし、色紙をﾊｻﾐを使った

り、手で細かくちぎったりして色別に分けていきます。手先の運動にもな

り、色の組み合わせを考えたりと脳のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞにも良さそうですね。実は、

小さな子供から高齢者まで年齢を問わず楽しめるちぎり絵は、今注目の脳ﾄﾚｱｲ

ﾃﾑと言われています。「考え」「ちぎって」「貼って」「楽しむ」うちに、自然と脳を活

発に動かしてくれます。一見難しそうですが、みんなでわいわいと作業して

いくので絵が苦手な方も毎回楽しく参加されています。「どこに貼ったらい

いのかしら？」「ここがいいわよ、こうして貼るのよ」もくもくと作業をさ

れる方から、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟをとって色分けしていく方など皆様の個性も発揮さ

れています。ｱｰﾄの世界に没頭する時ってすごいですね。ﾃｰﾏは柿で始めま

したがそれだけではちょっと寂しいので、秋の果物たち「葡萄」「栗」「ｻﾂﾏ

ｲﾓ」も作りましょうと、美味しそうな秋の味覚が加えられていきます。そ

して 1 時間弱、今回も力作が完成しました。新型ｺﾛﾅ禍でお医者様以外の来

客は玄関までですがそれでも、壁に飾れば明るい雰囲気が作れます。「あら、

結構いいじゃないの！本物の柿も食べたくなったよ。」と、作品鑑賞をした

ら秋の味覚を頂くのも楽しみの一つです。美味しく柿を食べながら楽しい

会話もはずみました。第 2 ﾊﾞﾅﾅ園では、これからも数々の「芸術作品の制

作活動」にに挑戦していきますね。 

 

 

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 

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」に O 様がご入居されて

から１年半が過ぎました。O 様はその年齢には見えないほど若々しくお元

気な方で、毎日の日課はﾌﾛｱｰのお掃除から始まり昼食後のお茶碗洗い、そ

して洗濯干しとｽﾀｯﾌと一緒に何でもこなします。「疲れるから休んでくだ

さいね」と言っても「これ位は大丈夫よ。何かしてないとﾀﾞﾒなのよ。これ

は自分の為だから」が口癖です。そんな O 様の夢は若い頃住んでいた場所

「夢見ヶ崎動物公園＜川崎市幸区＞にもう一度行ってみたい」でした。い

くらお元気とは言ってもこの新型ｺﾛﾅ禍の中、ご入居者一人を外出させる

ことはできません。そんな中、ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟのｺﾝｾﾌﾟﾄ『入居者様の夢を叶

える～夢ﾌﾟﾗﾝ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ』を実現させるため、O 様の 10 月 30 日の 81 回目

のお誕生日にこの夢を実行することにしました。お誕生日の当日、楽しみ

にされていた公園に向かい近くまで来ると、当時の思い出が走馬灯のよう

によみがえります「子供が産み月でも下りてこなくてお医者さんに運動の

為にこの坂を 1 日 2 回往復しなさいと言われたのよ」「あの頃は公園しか

なかったわね。この坂道も砂利道だったはず」「昔は公園だけで、動物園は

なかったの、こんなに動物がいるとは思はなかったわ」「ここの近くの竹藪

で 3 億円を拾った人がいたのよ＜実際はこの近くに住んでいた方が、高津

区の公園の竹藪で 2 億 3500 万円を拾われたことの勘違い（笑）＞」。現在

では 50 代になる娘さんがうまれた頃のお話です、もう 50 年前の記憶を懐

かしそうに、時には涙をうかべ語ってくださいました。楽しかった若き日、

家事に、子育てに忙しい毎日を過ごす O 様の姿が目に浮かび思わず私たち

も涙ぐんでしまいました。この日は大きなﾊﾞｰｽﾃﾞｰ･ｹｰｷもご用意させて頂

き、皆でお祝いをし素敵な一日になりました、O 様からも「楽しかった。

有難う」と何度も何度もお礼の言葉を頂きました。これからもお一人お一

人の「したい・やりたい」素敵な夢が叶うようお手伝いさせて頂きます。 

バンザイやった! 遂に完

成!! 

ちぎり絵は指先

で「ちぎって」

「貼って」色彩

を楽しむうち

に、自然と脳を

活発にしてくれ

る話題の「脳ト

レ」ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨで

す。 

 

 

 

 

 

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」より 

入居者様の夢を叶える!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夢見ヶ崎公園」は小高い山の上にあり市民の憩いの

場、穏やかな坂道はｳｫｰｷﾝｸﾞのｺｰｽとしても魅力的、坂を

上ると昭和 49 年に市内唯一の動物園としてｵｰﾌﾟﾝした

小さな動物園「夢見ヶ崎動物公園」があり、ﾚｯｻｰﾊﾟﾝﾀﾞ

が人気。春には桜の名所としても人気のｽﾎﾟｯﾄです。 


