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関係市町介護人材確保対策担当課長 様 

兵庫県健康福祉部少子高齢局高齢政策課長 

  

ひょうごケア・アシスタント推進事業に係る広報活動について（依頼） 

 

 平素から、本県の介護保険事業の推進に格別のご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、県では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設において、介護業務に接する機会がない高齢者、

女性等の地域住民（一般県民）が自分に適した就労の機会を得つつ介護の周辺業務の体験ができる「ひょう

ごケア・アシスタント推進事業」を実施し、多様な人材の参入を促進することとしています。 
 その対象となる特養護老人ホームや介護老人保健施設に対して募集を行ったところ、別添のとおり21施

設の参加があったところです。 

これら参加施設が当該事業の実施を行っていくこととなりますが、地域住民の皆様にとってこのケア・ア

シスタントに従事することは、健康維持や社会参加につながるだけでなく、地域社会に貢献する機会となり、

また、介護を学びつつ収入を得られることとなります。 

このため、県では、リーフレットや県の広報媒体を活用して積極的にＰＲ活動を展開していくこととして

おりますが、参加施設のある市町でのＰＲ活動も不可欠と考えています。 

 つきましては、貴市町においても、以下の広報活動をお願いしたいと考えていますので、ご協力方よろし

くお願いいたします。 

記 

１ 貴市町にお願いしたい広報活動 
（１）貴市町広報誌へケア・アシスタント募集記事の掲載 
（２）庁舎受付や社会福祉協議会（シルバー人材センター）窓口の広報ラックへのリーフレット配架 

（リーフレットは、広報活動事務をお願いしております、一般財団法人兵庫県老人福祉事業協会より

６月 10（水）頃に発送いたします。） 
（３）地域包括支援事業担当課やその関係団体と連携した利用者へのPR 
 
※本広報活動にご協力いただけた場合は、保険者機能強化推進交付金の評価項目「介護人材の確保」の「多

様な介護人材を介護助手等として活用する取組の支援」に該当する取組になると考えています。 
 
２ 問い合わせ先 
  高齢政策課介護基盤整備班 担当：藤本（俊）・太田  078-362-9117（直通） 



氏名 電話番号

1 特別養護老人ホーム　長田すみれ園 神戸市長田区鹿松町2丁目9-43 遠部 078-691-8008 令和2年7月17日

2 特別養護老人ホーム　メープルホーム 神戸市垂水区名谷町大谷1905-1 石原 078-794-6584 令和2年8月5日

3 特別養護老人ホーム　ふじの里 神戸市北区藤原台中町5丁目1番2号 村田 078-987-2230 令和2年7月30日

4 介護老人福祉施設　ぽー愛 神戸市中央区港島中町5-2 美山 078-303-0600 令和2年6月1日以降

5 介護老人保健施設ひだまりの里 尼崎市南武庫之荘11-12-1 斎藤 06-4962-5920 常時開催予定

6 社会福祉法人　聖徳園　いまづ聖徳園 西宮市今津港町3番11号 中山 0798-54-8885						 令和2年9月25日

7 介護老人保健施設陽喜な家 西宮市上ヶ原十番町1-85 神川 0798-52-2003 令和2年7月2日

8 特別養護老人ホーム 西宮恵泉 西宮市西宮浜3丁目7番7 三戸呂 0798-32-6060 令和2年7月中旬

9 特別養護老人ホーム　セントポーリア愛の郷 西宮市山口町上山口1584-1		 中原 078-907-1165						 令和2年8月8日

10 社会福祉法人　聖徳園　にしのみや聖徳園 西宮市段上町6丁目24番1号 中山 0798-54-8885						 令和2年9月25日

11 特別養護老人ホーム　宝塚あいわ苑 宝塚市中筋2丁目10-18 巽 0797-80-4165 令和2年8月

12 介護老人保健施設三田温泉シルバーステイ 三田市東山897-1 杉本 079-568-5260 令和2年7月21日

13 特別養護老人ホーム ゼフィール三田 三田市富士が丘5丁目17番3号 中西 079-559-1800 令和2年8月9日

14 介護老人保健施設せいふう猪名川 川辺郡猪名川町北田原字屏風岳3番地 橋本 072-766-0002 6月中旬	14:00～15:00

15 介護老人保健施設せいふう若葉 川辺郡猪名川町柏梨田字イハノ谷250番 平野 072-766-7410 7月上旬	14:15～15:15

16 老人保健施設老人ケアセンター緑ヶ丘 姫路市西今宿5-3-8 坂野 079-293-3211 7月下旬～8月上旬

17 特別養護老人ホーム 桜谷荘 赤穂市塩屋3450番地38 立坂 0791-45-1820 令和2年7月16日

18 特別養護老人ホーム 常寿園 高砂市北浜町牛谷721-1 一ノ木 079-446-1165 令和2年7月22日

19 特別養護老人ホーム　はなみずき 佐用郡佐用町安川401 上野 0790-78-8003 令和2年7月29日

20 特別養護老人ホームゆうらぎ 淡路市育波字西地558番地2 中原 0799-84-1717 令和2年8月4日

21 聖隷カーネーションホーム 淡路市久留麻1863 内田 0799-74-6175 令和2年8月4日

説明会開催予定日

ひょうごケア・アシスタント　参加事業所一覧

Ｎｏ 施設・事業所名 所在地
担当者

＊参加を希望する施設に「前日」までにお申し込みください。（当日でも受付は行います）



子どもも
大きくなったから、
そろそろ働こかな

短時間勤務で
時間が自由になる。
そんなところある？

社会貢献も
考えて

みたいよね

親の介護の
準備

まだまだ
働ける

近くで
働きたい

ケア・アシスタント受け入れを実施した施設からこんなメッセージが届いています

「事前説明会」に参加

「事前説明会」への参加方法

ご自身の興味のある施設
が開催する事前説明会に
参加します。

興味のある方は、ぜひ一度ひょうごケア・アシスタントにチャレンジしてみてください。

※事前説明会に参加できない場合でも、希望施設にご連絡いただければ、ご相談に応じます。

●申込方法：別紙「ひょうごケア・アシスタント参加事業所一覧」から希望の施設を選び
　　　　　　直接お電話にてお申込みください。

面接を申し込む

説明を聞いて「参加したい」
と思ったら、施設に面接を
申し込みます。

採　　用

施設との面接の結果、
お互いの条件が合えば、
採用を決定します。

当制度に関する
お問い合せ先

■ 兵 庫 県 高 齢 政 策 課　☎078-341-7711（内線2974）
■ 兵庫県老人福祉事業協会　☎078-291-2455
■ 兵庫県介護老人保健施設協会　☎078-265-6933
■ 神戸市老人福祉施設連盟　☎078-351-6402

特別養護老人ホーム ゼフィール三田

　昨年５名を採用し、現在も４名が継続して
働いています。ご高齢、家族の介護や子育て
中、経験者ですがブランクのある方が自分

の生活に合わせ、無理なく１日３時間週３日程度、当初は清掃（洗い
物含む。）中心に、現在は慣れてこられたのでリネン交換もお願いし
ています。
　一日で一番バタバタする朝の時間、８時または９時か
ら３時間勤務していただき、居室～リビング～廊下など
の共用部まで清掃し、清潔で綺
麗な環境を整えていただき、入
居者はもちろん負担が減った介
護職も喜んでいます。

特別養護老人ホーム 鹿児の郷 瀧施設長
　ひょうごケア・アシスタント制度は兵庫県
が支援する「地元での新しい働き方」です。
元気な高齢者が支える超高齢社会の「モデ
ル事業」と言えます。我々事業所では現在

十数名の皆様に協力願っています。
　まず、1ヵ月単位で自身の「ライフスタイル」に合わせて、業務が
出来る日時を聞き取り調整させていただきます。業務は専門的な介
護業務でなく、介護周辺業務を担っていただきます。介護職員はより
専門的な業務に専念出来る環境となります。まさに「ウィン・ウィン」
の関係で、入居者・利用者がより快適な生活を続けていただけます。
　「ケア・アシスタント」の皆様は実生活の経験・体験があり、多
くの効果が醸し出されています。特に整理・整頓・清掃・清潔の
徹底により快適で安全な空間を造っていただいています。

自分の生活に
合った時間で働けます

ウィン・ウィンの関係で

説明会の内容
（予定）

●ひょうごケア・アシスタントとは  ●実際の業務内容など  ●施設の紹介・見学
●採用に向けたスケジュール　など ※各施設により、内容が一部異なる事があります。

ひょうごケア・アシスタントになるには…
兵庫県が支援する「地元での新しい働き方」

ひょうごケア・アシスタントは、介護保険施設で業務をサポートする
お仕事です。内容は部屋の掃除やシーツ交換など身体への負担が
少ないもの。自分の生活に合った時間で勤務することも可能。
兵庫県が支援する「地元での新しい働き方」です。

大歓迎です!
時給 899円～

※勤務する施設により異なります。

兵庫県　兵庫県老人福祉事業協会　兵庫県介護老人保健施設協会　神戸市老人福祉施設連盟

無資格
未経験で

も

相談しなが
ら

働けるなら
私もお手伝

い
できるかな

ひょうごケア・アシスタント募集

※令和２年度から、ひょうごケア・アシスタント（訪問介護版）を行います。詳細は、兵庫県高齢政策課までお問い合わせください。



　介護福祉士として以前介護現場の責任者もしていました
が、子育てのため退職して家庭に入りました。子どもが小
さくフルタイムで介護現場に戻ることは難しい。ブランクも
長く不安もあるので、ウォーミングアップを兼ねて応募しま
した。
　介護現場の忙しや大変さがよくわかるので、少しでも職
員さんの負担を軽減できればという気持ちで働いています。

　ひょうごケア・アシスタントは、高齢者・女性等の地域住民（一般県民）が、介護保険施設（特別養護
老人ホーム、介護老人保健施設）において、短期間（6月から12月の間で、任意の3ヶ月）・短時間（例：1日
2～3時間）で、体に負担の少ない介護の周辺（補助的）業務に従事する制度です。
　これは、住民の皆様が地域の施設・法人の雰囲気や日頃のケアの様子を知る機会にもなります。

　昨年度創設された「ひょうごケア・アシスタント制度」の受け入れを実施した、特別養護老人ホーム（＊1）に
おいて、介護周辺業務に従事された方々の声です。 （＊1）セントポーリア愛の郷（西宮市）及びゼフィール三田（三田市）

ひょうごケア・アシスタントの業務内容

こんな方が、こんなふうにケア・アシスタント業務を経験されています。

ブランクが長いので、ウォーミングアップ中です。

ひょうごケア・アシスタントは、介護保険施設で周辺業務をサポートします。

介護保険施設の業務全般

「介護職員」が担当

介護職員の
業務内容

「ひょうごケア・アシスタント」が担当

ひょうごケア・アシスタント業務内容（一例）
●入浴介助
●排泄介助
●記録作成　など

●部屋の清掃　   ●食事の片付け
●シーツの交換　●利用者の話相手 など

●40代女性 / 勤務時間：１日３時間、週３日（火・水・木）

洗濯

食事の配膳

リネンの交換

部 屋 の 掃 除

介護周辺業務の様子

ケア・アシスタントの声

介護周辺業務 専門的な介護業務

　介護の勉強は少ししていましたが、いきなり本格的な業
務は自信がありませんでした。しかしいざやってみると、そ
の少しの勉強が活かされる場面もあって、短時間でもやり
がいをもって働くことができています。実際に働いてみて、
人は様々な年の重ね方があるのだなと改めて感じ、自分の
親に対してもゆとりをもった関わりができるようになりまし
た。始めてみようか迷われている方、心理的負担も少ない
ですし気楽な気持ちで応募してみてはいかがでしょうか。

短時間でもやりがいをもって働けます。

●60代女性 / 勤務時間：3時間、週3日

　知り合いから募集の話を聞き、高齢者施設には以前から
興味があったこと、車で５分と家から近いこと、子育ての空
いた時間なら自分にも出来そうと応募しました。
　働いてみて、入居者様からの「ありがとう」の
言葉が何よりも嬉しいです。職
員の皆さんもやさしく働きやす
い職場です。

子育て中ですが、働きやすい職場です。

●30代女性 / 
　勤務時間：１日３時間、週３日（火・水・金）

　働き始めて半年が経ちました。70代で自分が入居しても
おかしくない年齢ですが、職場の雰囲気や職員さんの対応も
良く、働きながら高齢者施設の実際を知ることができました。
自分のできることは限られていますが、職員さんが忙しくて
手が回らないことがないか未経験なりに細かく観察しながら
日々励んでいます。これからもこの調子で続けて行きたいと
思います。

未経験でも自信が持てます。

施設内の清掃

家でやっている
ことだから
私もできそう！

短時間でも
働けるんだ！

●70代男性 / 勤務時間：3時間、週3日


