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福祉専門の無料職業紹介を実施しています。
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『福祉』は誰が必要としているの?

うちのおばあちゃんは
デイサービスを
利用してる！

1 2

障害のある人

福祉のサービスを必要とする人を大きく分類すると…

高齢者

まだ十分に成長していな
いため、一人だけで暮ら
すことには無理がありま
す。保護者が仕事などで
世話ができない時間は、
誰かの支援が必要です。

高齢に伴って、筋肉や骨、
神経などが衰えることで
体が不自由になったり、
認知症になって判断力が
低下したりすることによ
り、日常の生活が難しくな
ります。

『福祉』は誰が必要としているの？

　「福祉」とは一言で言うと、「幸せに暮らす」という意味
なんだよ。社会に暮らす、みんなが幸せになれるように取
り組む活動や仕組みのことを「福祉」と呼んでいるよ。
　「福祉」の仕事には、高齢者や障害のある人、子ども、ま
た生活上なんらかの支援や介助を必要とする人、経済的
に困っている人などを助ける職業があるんだワン！

福祉サービスと聞くと、「自分には関係がない」と思って
いる人もいるかもしれないね。でもね、気がついていなか
っただけで身近な人が利用していることも多いんだワン。

福祉の仕事は、そうした人たちの
幸せな暮らしをサポートする仕事です。

家庭や仕事などの都合で
収入が少なく、十分生活
できるだけのお金がない
人など、困りごとを抱えて
支援を必要とする人はた
くさんいます。

まず、はじめに…福祉って何か教えて！

そういえば
おじさんもケガで
リハビリ中だった！

妹は保育園に
通ってる！

さぁ、次は
福祉の仕事の種類を
説明するワン！

その他、様々な事情で
生活に困りごとを抱えた人

生まれつき、または事故
や病気等が原因で、体の
機能や知的機能、精神な
どに障害があり、一人で
日常生活を送ることが困
難な人がいます。

子ども
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福祉の仕事は、人の幸せな暮らしを支える仕事。
人によって必要な支援はさまざまだから、
福祉の仕事もたくさんの分野や形態があるんだよ。
ここでは、代表的なものを紹介するワン。

次は…
福祉の現場で働く先輩に
インタビューだワン！

連携することも
多いよ！

子どもたちと関わりながら、食
事やトイレなどの基本的な生活
習慣を身に付けさせたり、遊び
を通して集団活動や社会性を育
む仕事です。

保育の仕事

福祉職

入所型

　利用する人が入居し、24
時間３６５日福祉サービスが
提供されます。職員は、日
勤、夜勤、宿直など、交替で
勤務します。
　住まいとして入居する施
設や、一定期間入居して体の
機能などを回復し、自分の家
に戻ることを目的とする施設
などがあります。

高齢者や障害のある人に対
して、その人の状態に応じた
日常生活のお手伝いをする
ことで、その人の自立した暮
らしを支える仕事です。

看護職は、福祉施設入居者など
の日常的な健康管理や衛生管理
を行うとともに、医師の指示のも
とで医療的なケアを行います。リ
ハビリテーションの仕事は、身体
の障害の機能回復や日常生活へ
の復帰を図る仕事です。

食事を通じた栄養面での支
援を行う仕事や、福祉施設
などで事務や経理を行う仕
事もあります。

※３つを組み合わせた形で利用できる多機能型もあります。

福祉の仕事とは？ 福祉施設にもいろいろある！

看護、
リハビリテーションの仕事

介護の仕事

日常の困りごとなど、生活全
般にわたる相談に応じて、必
要な助言を行ったり、行政や
他の様々な福祉サービスと
つないだりしながら、対象者
の自立した生活を支援する仕
事です。

相談援助の仕事

栄養・調理関係、
事務・経理関係

●看護師　●保健師　●助産師
●理学療法士　●作業療法士 など

●生活相談員　●児童相談員
●ケアマネジャー（介護支援専門員）
●社会福祉士  など

●管理栄養士　●栄養士
●調理師 など

●老人ホーム　●老人保健施設
●障害者（児）支援施設
●児童養護施設 など

通所型

　利用する人が自宅から通
い、体の機能の訓練や入浴、
レクリエーションなどを行う
職場です。保育所や認定こど
も園なども、この形態に含ま
れます。
　職員は主に日中の勤務で
すが、早出、遅出などの交代
制勤務の場合もあります。

●デイサービスセンター
●保育所
●認定こども園 など

訪問型

　利用する人の自宅に職員
が訪問し、介護や家事援助な
どのサービスを行います。訪
問介護（ホームヘルプ）、訪
問入浴や医療的なサービス
を行う訪問看護などがあり
ます。
　職員は交替で、必要な時
間に利用者の自宅を訪問す
る勤務形態となります。必要
に応じて早朝や夜間に勤務
することもあります。

●訪問介護　●訪問看護 など

●介護福祉士　●生活支援員
●ホームヘルパー など

●保育士　●保育教諭

福祉ってこんなに幅広いんだね～

福祉施設・サービス事業所の勤務形態は大きく分けて３つ！

わたしたちがお答えします！
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介護福祉士

佐々木 果奈さん

65

　   お仕事インタビュー　　　01

MEMO

日常生活に支援・援助を必要とする高齢者を支える日常生活に支援・援助を必要とする高齢者を支える

介護福祉士介護福祉士特別養護
老人ホームの

介護福祉士の取り組み

　小学生のころ、放課後に両親が帰ってくるまで
の間、自宅の近くに住んでいた大好きな祖父母と
一緒に過ごしていました。そのせいもあってか、将
来はお年寄りと関わる仕事に就きたいと思うよう
になりました。短大の介護福祉学科へ進学して介
護福祉士の資格を取得し、初めて勤めたのが今の
施設です。

　私が担当している利用者さんは、身体が不自由
で日常生活で介助が必要な方が多く、最初のころ
は介助の方法や、どうやって接したら良いのかがわ
からず、とても難しかったです。しかし経験を積ん
でいくうちに、利用者さんに合わせた介助や、気持
ちに寄り添った関わり方ができるようになり、現在
はこの仕事が楽しくやりがいを感じます。また、こ
の施設ではスタッフが協力してレクリエーションな
どを行い、利用者さんに
喜んでもらえたときは、と
てもうれしいです。
　これからも利用者さん
が施設でより良い暮らしが
できるようにお手伝いし
ていきたいです。

介助がないと日常を送れない高齢者やその家族にとって、特別養護老
人ホームの介護福祉士はとても大切な仕事です。佐々木さんは利用者
さんが施設で快適に過ごせるように努力を続けています。

経験を積むほど
楽しくやりがいを感じる

仕事です！

自宅で生活するのが難しくなった高齢者の
日常生活や健康管理など幅広くサポートします
自宅で生活するのが難しくなった高齢者の
日常生活や健康管理など幅広くサポートします

佐々木さんの1日の仕事の流れ

　家での介護が難しくなったときに、頼

りになるのが特別養護老人ホーム。利

用者さんが喜んでくれるのがうれしいっ

て感じるスタッフさんは多いんだって。

　「介助やレクリエーションなど、利用

者さんのそばで一緒に関わっていける

この仕事が良い。介護福祉士としてスペ

シャリストを目指したい」という佐々木

さんの言葉が印象に残ったよ。

?

Q.目指したきっかけはなんですか？

Q.この仕事の魅力や
やりがいはありますか？

障害者支援施設で働いている
介護福祉士さんの
インタビューも読めるワン！

利用者さんにとって、心地よく安心して生
活できる場を提供し、最後までその人らし
く、満ち足りた人生となるよう支援するの
が、介護職です。
人対人の対応が、時に難しい場面もあり
ますが、自分のケアが相手に必要とされ
たとき、大きなやりがいを感じますよ！

特別養護老人ホームでの
介護福祉士って、どんな仕事？

一人では日常の生活が難しい
高齢者の生活を手助けする仕
事だよ。食事や入浴、車イスで
の移動補助などの身体介護や
利用者への相談、助言も行うよ！

?

17：30

15：00
16：00

17：00
16：30

始業開始8：30

排泄介助・トイレ誘導9：00
8：40

12：00

10：00
10：30
11：30

退勤

おやつ介助・水分補給
介護記録の入力、翌日の入浴準備

夜勤者へ申し送り、清掃
排泄介助・トイレ誘導、夕食準備

申し継ぎ（利用者の状態報告・情報交換）

水分補給

昼食介助、食事量チェック、食堂清掃、口腔ケア
13：00 休憩
14：00 排泄介助・トイレ誘導

遅番へ申し送り
排泄介助・トイレ誘導、昼食準備

 ス
タッ

フで情報共有
！ 施設の方から一言！

施設長　佐々木 昌代さん

▲

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/70382


保育園が好きすぎて…　   お仕事インタビュー　　　02
子どもの成長を支える子どもの成長を支える

保育士保育士

87

施設の方から一言！
保育士は、人としての礎を築く大切な時間
に関わり合えるやりがいのある専門職で
す。子どもの日々の成長を身近に感じられ
るうれしさや楽しさもあります。
子どもと共に、人として、保育士として
成長しませんか？

退勤17：00

休憩12：00
離乳食の援助13：00
子どもたちの遊びを見守る14：00
おやつの援助14：30
子どもたちの遊びを見守る
一人一人のリズムに合わせて授乳

15：00

出勤
家庭での様子や朝の連絡事項を確認する

8：30

おやつの援助9：00
子どもたちの遊びを見守る9：30
一人一人のリズムに合わせて授乳や
お昼寝の援助
給食の援助
お昼寝の援助

11：00

子どもたちだけでなく
パパ・ママの気持ちにも

寄り添う仕事です

　保育士になりたいと思ったのは、保育園のころ
です！両親が共働きで幼少から保育園で過ごす時
間が多く、その時間がとても大好きで。保育園の先
生が第二のお母さんのような存在でした。
　卒園するころには、「私もこの保育園の先生に
なりたい！」と周りにも言っていて、高校、短大と保
育士になるための道へ進み、本当にこの保育園の

保育士となりました。

　小さいころから憧れだった仕事に就いて、毎日が
とても充実しています。子どもと接することの大変
さはもちろんありますが、日々の成長に出会えた
瞬間や、保護者さんから「先生がいてくれて良かっ
た」と言われたときに、一番うれしく、やりがいを
感じますね。
　自分自身が生まれ育ったこの保育園の温かさや
自然豊かな環境、そしてこの地域が大好きです。
将来、卒園した子どもた
ちや保護者さんに、この
保育園、この地域に住ん
でいて良かったと感じて
もらえたら、とてもうれ
しいです。

保育士って、どんな仕事？

子どもの豊かな心を育み、
保護者の育児の悩みにも寄り添う仕事です
子どもの豊かな心を育み、
保護者の育児の悩みにも寄り添う仕事です

働いているパパ、ママたちに
代わって子どもを育て、遊びを
通じて運動能力の発達や感性
を育てるよ。未来を担う子ども
たちの成長を助ける、子育て
のプロフェッショナルだワン！

Q.目指したきっかけはなんですか？

Q.この仕事の魅力や
やりがいはありますか？

お
い
し
い
ね
！

　自分も通われていた保育園で、保育

士として働く高野先生は、優しくて愛

情にあふれていて、子どもたちがとっ

ても幸せそうでした。きっとご自身が

受けた保育園の先生からの愛情がある

から、こうして優しい気持ちのこもっ

た保育ができるんだろうと思いまし

た。この保育園と、生まれ育った地域へ

の深い愛情も感じました。

次のページは生活相談員さんの
インタビューですワン！

 保育士

高野 知奈美さん

子どもたちの「自分でやりたい」という気持ちを尊重して、行動をほ
どよい距離で見守ることを心がけているという高野さん。子どもの
個性に合わせたアプローチ方法の勉強も続けてます。

高野さんの1日の仕事の流れ

園長　大友 潤一さん

▲

絵本「めくってばあ！（NEWぴよちゃんとあそぼ！）」 作：いりやま さとし Gakken（刊）



　   お仕事インタビュー　　　03
介護の現場での連携役介護の現場での連携役

生活相談員生活相談員

MEMO

10

退勤17：30
退勤準備、日誌記入17：20

掃除、備品整理、翌日の準備16：00

出勤8：30

送迎介助、来所対応、健康チェック、
書類作成・書類整理、相談業務、
サービス担当者会議参加 など

9：15

書類作成・書類整理、相談業務、
サービス担当者会議参加、
行事対応レクリエーション、
送迎介助 など

13：30

掃除･業務の引き継ぎ8：40

休憩12：30

利用者さんの
「助かった」の声が
自信になります！

小野さんの1日の仕事の流れ

生活相談員

小野 紗季さん

介護を受ける本人とその家族、
介護に携わるスタッフ達との橋渡しをします
介護を受ける本人とその家族、
介護に携わるスタッフ達との橋渡しをします

施設長　野田 克己さん

▲

　元から「人の役に立つ仕事がしたい」と考えてい
ましたが、自分が何の仕事をやりたいのかあいま
いなままで高校２年生後半ごろになるまで、かな
り悩んでいました。そんなとき、実際にケアマネジ
ャーとして働く母の姿を見て、介護に関わる仕事で
役に立ちたいと決めました。また、大学時代に介
護施設でボランティアやアルバイトを経験して、そ

の思いはより一層強くなりました。

　施設の説明や契約といった手続きのサポートの
ほかにも、利用者さんやご家族からの相談を聞い
たり、時には介護スタッフとして入浴や食事の介助
に関わったりします。様々な職種と協力して幅広く
活躍できるところ、利用者さんやご家族と距離が
近く、寄り添ってサポートできるところが魅力です。
　施設で過ごされた利用者さんから「楽しかった」
「また来たい」と喜んで
もらえたり、利用者さん
のご家族から「本人が施
設に行くのを楽しみにし
ている」と伺うと、とても
うれしく、これからもがん
ばろうと思います。

生活相談員って、どんな仕事？

老人ホームなどで利用者さん
とその家族のより良い生活の
ために、直接相談にのったり、
介護職をはじめとした多職種
との連携や調整を図る介護の
マルチプレーヤーなんだワン！

?

Q.目指したきっかけはなんですか？

Q.この仕事の魅力や
やりがいはありますか？

 調
子はどうですか？ 施設の方から一言！

世の中のIT化が進み人とのかかわりが希薄にな
りつつある中で、人が好きで人の喜びや悲しみを
共感できる方は、将来の選択肢に福祉の仕事を
加えてみませんか？もちろん大変さもあります
が、毎日ほっこり温かい気持ちになれる瞬間がき
っとあるはずです。そんな福祉のお仕事で皆
さんの力を是非発揮してみてください!

　生活相談員は、介護施設を利用する

本人とそのご家族、介護施設のスタッ

フを結ぶ大切な仕事なんだというこ

とがよく分かりました。

　利用者さんたちに寄り添っていろ

んな悩みや困りごとを解消していき

たいって思いがステキだったなぁ！

　スタッフさん達も、小野さんを頼り

にしているんだなって感じました。

自宅の中で介護・介助する
ホームヘルパーさんの
インタビューも読めるワン！

「施設で介護を受けたい」と相談されたケアマネジャーからの連絡を
受けて、利用希望者の状況を確認したり、要望を聞く機会が多い小野
さん。利用者本人やそのご家族から頼られることも多いんだって。

9

より良い介護のために！

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/70383
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　   お仕事インタビュー　　　04
日常生活への復帰を支える日常生活への復帰を支える

理学療法士理学療法士

MEMO

理学療法士のやりがい！

記録、翌日の準備16：00

業務終了
退勤

17：15

出勤8：30

記録11：40

午前の利用者への機能訓練9：10

13：30

休憩

午後の利用者への機能訓練

12：30

　中学校は野球部、高校はサッカー部と、部活動に
いそしんでいて、何か運動に携わる仕事がしたいと
漠然と考えていました。その中でプロ野球選手が大
怪我をしたときに、そのリハビリに携わったのが理学
療法士だということを本で見つけ、そんな仕事があ
るんだと思い目指すようになりました。県内の大学
に理学療法学専攻があることを知り、進学しました。

　この利用者さんには、この介入方法で良いのか
といつも自問自答していて、日々勉強を怠らないよ
うにしなければならないのが大変です。しかし、人
と触れ合う仕事なので、利用者さんの感情がダイ
レクトに伝わってきます。能力が向上したときの笑
顔が一番の魅カ・やりがいだと感じています。「家
の中で転ばなくなったよ」「家族や友人と旅行に
行ってきた」など、日々の生活や休日の活動を楽し
めるようになったという声を聞くと一番うれしく感
じます。
　これからも利用者さん
の生活の一助になり、利
用者さんやご家族を支え
続け、健康寿命の延伸に
寄与したいと思います。

理学療法士って、どんな仕事？

施設の方から一言！

毎日を楽しめるようになった
利用者さんの笑顔が
 一番の魅力です！

運動機能の回復だけではなく
健康的な暮らしができるように応援する仕事です
運動機能の回復だけではなく
健康的な暮らしができるように応援する仕事です

伝農さんの1日の仕事の流れ

理学療法士

伝農 秀樹さん

　スポーツが大好きで理学療法士の道

へ進んだ伝農さん。福祉という言葉の

意味である「幸せに暮らす」ことに向

かってがんばる利用者さんを全力でサ

ポートする姿は、とっても頼もしかっ

たワン！身体能力の改善をサポートし

てながら、心も元気になってもらうた

めに、がんばっている理学療法士さん

の姿に感動したワン！

?

Q.目指したきっかけはなんですか？

Q.この仕事の魅力や
やりがいはありますか？

次のページからは福祉の仕事の
良いところをお伝えするワン！

人は皆、一人一人異なる不安や不自由さを
抱えて生きています。福祉の仕事は、そん
な小さな声に耳を傾ける仕事だと思ってい
ます。
人の話を聴けることは大切な能力の一つ
です。専門性を身に付けて福祉の現場
でいかしてみませんか。

運動やストレッチなどの訓練を
通じて、日常生活を送る上での
基本的な動作の改善などを図
るんだ。高齢者などが笑顔で日
常生活を送るための主に身体
のケアを行うスペシャリスト！

痛
み
は

あ
り
ま
す
か
？

機能訓練を受けた利用者さんが、ただ日常生活を送れるようになる
だけではなく、より充実した毎日が送れるようになることを目指して、
伝農さんはリハビリに取り組んでいます。

代表　三浦 三男さん

▲
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福祉の仕事
イイこと

その１ 安定して働ける！ 福祉の仕事
イイこと

その２

　施設によって、入所・通所・在宅などサ
ービスが異なるため、自分の生活に合った
職場を選んで働くことができます。
　また、出産や育児、介護の場合、休みを
取ることができるよ。

将来性にあふれているよ！
福祉の仕事は

自分に合った
スタイルで働ける！

　生涯において誰もが必要とするサービス
で、「人」にしかできない福祉の仕事。
　秋田県でも仕事の需要はどんどん高まっ
ていて、性別・年齢・学歴にかかわらず、
長く安定して働けるよ。どの地域にも福祉
施設はあるから、住み慣れた秋田で暮らし
ながら仕事ができるよ！ 
　給料についても、他の仕事と比べて低い
わけではなく、景気に左右
されず、安定しているよ。

　福祉の仕事をするなら、仕事の内容に
応じた資格を取得することをおすすめし
ます。日々の仕事を通じて、様々な知識
や技術を身につけられるし、働きながら
資格を取得することもできます。資格取
得を支援してくれる施設などもあるよ。

福祉の仕事
イイこと

その３

※採用後の年数は例で、施設等によって異なります。

上を目指して
キャリアアップ「誰かのため」が

自分のためにもなるのが福祉の仕事だワン

やりがいを
感じながら
長く働ける！

介護職は無資格・未経験からスタートできるお仕事です

施設等で
実務経験3年

介護職員
初任者研修

介護福祉
養成施設介護福祉士実務者研修

介護福祉士 社会福祉士
国家資格 国家資格

働きながらでも
「介護福祉士実務者
研修」の受講資格を
取ることができます！

一定程度の
知識・技術を
身につけた介護職に！

知識・技術を習得した
介護福祉士へ！

相談事業の
プロフェッショナル

介護現場の
プロフェッショナル マネジメント キャリアチェンジ

作業療法士
理学療法士
言語聴覚士
看護師

リーダー（主任）

施設長・ホーム長
所長

認定介護福祉士
認知症ケア専門士

2年で国家資格の
受験資格！

!

生活相談員
介護支援専門員
（ケアマネジャー）

試験合格

実務研修修了後
介護支援専門員
（ケアマネジャー）
の業務に従事

　介護福祉士として現場で経験を積ん
だAさんは、その後経験をいかして生活
相談員の業務に当たりながら、介護支援
専門員（ケアマネジャー）の資格も取得
して、仕事の幅を広げています。

介護支援専門員(ケアマネジャー)になったAさんの例
採用から７年後

採用から13年後

介護福祉士
として勤務

採用

身に付けた知識や技術を元に、さらなるキャリアアップを目指すこともできます！

社会福祉士
介護支援専門員（ケアマネジャー）
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秋田で福祉の仕事もいいかも！

主な進路パターン社会福祉士になるには？

高
校

中
学
校

国
家
試
験

福祉課程のある 大学

実務経験短大等

●高齢者、障害者、児童などの
　各分野の福祉施設や事業所
●地域包括支援センター
●児童相談所
●社会福祉協議会
●病院 などで働けます

社会福祉士

主な進路パターン理学療法士・作業療法士になるには？

高
校

中
学
校

国
家
試
験

指定の 大学・短大 など

●高齢者・障害者の機能訓練を
行う施設や事業所
●介護老人保健施設
●精神保健福祉センター など
で働けます

理学療法士・作業療法士

福祉の仕事に就くには？ 福祉の勉強をするには？
福祉の仕事に就くために、秋田県内で専門的に学ぶことができます。

介護福祉士になるには？ 普通高校や商業高校・工業高校などに進学した場合

※普通科などで介護職員初任者研修を実施している高校も含みます。
　

▲

専門学校、短期大学、大学などの、厚生労働大臣の指定する養成施設を卒業し、国家試験を受験します。
※施設等に就職してから資格取得を目指すこともできます。
　

▲

施設などに就職して、経験を積みながら、国家試験を受験することもできます。

主な進路パターン

高
校

中
学
校

国
家
試
験

介護福祉系の学部・学科のある
大学・短大（養成施設＊）

施設等で
実務経験 実務者研修

「福祉科のある高校に進学した場合」は、国家試験の受験資格が得られます。

秋田看護福祉大学 医療福祉学科 ※介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士の養成施設大館市

日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科 ※介護福祉士の養成施設秋田市

秋田大学 教育文化学部秋田市

聖園短期大学 保育科秋田市

聖霊女子短期大学 生活文化科秋田市

六郷高等学校 福祉科美郷町

湯沢翔北高等学校 専攻科 介護福祉科　　※高等学校卒業後に入学できます。湯沢市

介護職員初任者研修が受講できる学校 （令和5年1月現在）

介護福祉士の受験資格が得られる高校

保育士の資格が取得できる大学・短大

福祉課程の学部・学科がある大学・短大

大館桂桜高等学校 生活科学科大館市

能代科学技術高等学校 生活福祉科能代市

六郷高等学校 福祉科美郷町

秋田令和高等学校 普通科秋田市

国学館高等学校 普通科秋田市

秋田修英高等学校 普通科大仙市

湯沢翔北高等学校雄勝校 普通科湯沢市

栗田支援学校秋田市

稲川支援学校湯沢市

介護福祉士

主なパターンを
かんたんに
紹介するワン！

＊「養成施設」とは、厚生労働大臣が指定する学校のことです。

保育士になるには？

高
校

中
学
校

国
家
試
験

保育士養成課程のある
大学・短大・専門学校

大学・短大

実務経験

●保育所
●幼保連携型認定こども園
●児童養護施設
●乳児院 など
で働けます

●主に高齢者や障害者関係の
　施設・事業所
で働けます

介護支援専門員などの
資格取得への道も
開けます

保育士

県外に出なくても
福祉の仕事の勉強が
できるんだワン！へ

ぇ
〜

た
く
さ
ん

あ
る
ん
だ
ワ
ン
！

増田高等学校 総合学科横手市

※介護職員初任者研修を実施している学校は変更されることもあります。
　詳細は秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載されています。

主な福祉の国家資格を取得するための進路パターン

こんなに学校があるんだね～



保護者の皆様へ

みんなを支える！未来を支える！それが福祉のお仕事！

1817

インターネットでも福祉のことを調べられます。

介護福祉士養成施設に入学予定の方・在学する方に対し、修学に必要な費用を無利子で
貸付します。卒業後に一定期間、秋田県内で介護福祉士として介護業務に従事した場合、
全額を返還免除します。

夢を目指すキミを
   秋田県は応援します

※ホームページの内容を変更する場合があります。

　今般のコロナ禍において、「エッセンシャルワーカー」なる言葉が取り
上げられました。「必要不可欠な労働者」という意味で、日常生活を送
る上で、なくてはならない仕事に従事する労働者を指します。中でも、
高齢化の著しい進行、子育てをとりまく状況や障害のある人たちへの
支援など、人が人を直接支援する福祉の仕事は、まさに「エッセンシャ
ル」と言えます。
　皆さん、誰もが避けられない「老い」や日常生活に支援・援助を必要
とする状況をイメージしてください。自分で自分の心身がコントロール
できなくなったとき、どんな人にどんな介護や支援・援助を受けたい
ですか。
　福祉の仕事は、専門の学校に進学したり、働きながら資格取得をし
たり、資格の取得を目指していきます。そのことで、福祉の先輩たち
が構築してきた基礎を修得し、将来にわたって職業人として長く活躍
できる人材となれます。そのような人に自分の人生を託すことができ
れば幸せなのではないでしょうか。皆さんのお子さんが、その仕事を
目指すとしたら、こんなに心強いことはないでしょう。
　また、福祉の現場では、人を支える仕事に“やりがい”や“人生の価値” 
を感じて取り組んでいる人たちがたくさんいます。幸福感はお金の多
寡だけではかられるものではありません。
　さらに、福祉の仕事はとてもすそ野の広い仕事です。施設見学など
に行ってみると、思いもよらない仕事を発見できると思います。しか
もどんな地域に行っても必ず福祉関係の職場はありますし、将来にわ
たってニーズの途切れない仕事でもあります。
　福祉の仕事に安心して送り出していただければ幸いです。

湊  直司秋田県福祉人材確保推進協議会  会長
日本 赤 十 字 秋 田 短 期 大 学  教授

介護福祉士修学資金貸付 返還免除あり

これから介護福祉士を目指す方を応援！

◎返還免除の条件など、
　詳しくはホームページで
　ご確認ください。

こちらから
アクセス
できます！

福祉の仕事に関するさまざまな情報を提
供しています。中高生向けの進路ガイド
も掲載されています。

秋田県における介護の仕事に関する情報
を提供しています。従事者からのメッセ
ージも多数掲載しています。

福祉のお仕事

ht tps://www.fukushi-work.jp/URL

こちらから
アクセス
できます！

※ホームページの内容を変更する場合があります。

秋田県介護職応援Webサイト

https://kaigo.akitakenshakyo.or.jp/URL

こちらから
アクセス
できます！

介護福祉士を目指して学ぶ人を対象に、
修学資金等を貸す制度があります。

https://kaigo.akitakenshakyo.or.jp/kasituke/show.php?id=1629275899116
https://www.fukushi-work.jp/
https://kaigo.akitakenshakyo.or.jp/


秋田県福祉人材確保推進協議会
〒010ｰ8570 秋田市山王４ｰ１ｰ１（事務局：秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課）

TEL：018ｰ860ｰ1342　FAX：018ｰ860ｰ3844

発　行
（令和5年2月）

福祉のお仕事が気になったら、お気軽にお問い合わせください！

秋田県福祉保健人材・研修センター
福祉の仕事に関する総合窓口です。就職活動・資格取得に関する情報提供や相談、
福祉の仕事に関する講習会などを開催しています。
福祉専門の無料職業紹介を実施しています。

https://www.akitakenshakyo.or.jp/URL

［所在地］秋田市旭北栄町１-５ 秋田県社会福祉会館５階
［TEL］018-864-2880　［FAX］018-864-2877

こちらから
アクセス
できます！

福祉の仕事
ふるさと

・秋田で

秋 田 県

https://www.akitakenshakyo.or.jp/

