
2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

7月30日（木） 【各機関より】

・北海道労働局職業安定課　今年度の雇用情勢について 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 ・北海道労働局雇用均等室　仕事と介護の両立支援について

・北海道保健福祉部福祉局福祉援護課

　　介護人材確保対策関連事業について

・札幌公共職業安定所　福祉人材コーナーにおける実施事業について

・各業界団体　今年度事業計画について

・北海道支部　介護雇用管理改善等計画の概要について

【その他】

　・意見交換

3月16日（水) 【各機関より】

・北海道労働局職業安定課　今年度の雇用情勢について 参加機関名簿はこちら

13:30～14:30 ・札幌公共職業安定所　福祉人材コーナーにおける来年度実施事業について

・北海道労働局雇用均等室　くるみん認定、両立支援に係る助成金について

・北海道保健福祉部福祉局福祉援護課

　　介護従事者確保総合推進事業について

・札幌市保健福祉部福祉局福祉援護課

　　平成27年度　介護人材確保・定着化事業の状況について

・北海道支部　　北海道労働局雇用管理改善促進事業の報告について

【その他】

　・意見交換

9月29日(火) 【議題１】

行政機関から 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 　 ・青森労働局（介護人材確保のための『魅力ある職場づくり』について）

　 ・青森公共職業安定所（『介護・福祉就職デイin青森』について）

　 ・青森県健康福祉部（『福祉・介護人材の確保対策』について）

　 ・青森県商工労働部（青森県行う介護福祉分野の職業訓練について)

【議題２】

福祉・介護関係機関より

　 ・青森県看護協会(『看護のお仕事移動相談事業』について）

　 ・青森県老人福祉協会（『介護人材確保定着に関わる事業』について）

　 ・青森県社会福祉協議会（『福祉人材センターの事業』について）

　 ・介護労働安定ｾﾝﾀｰ青森支部

　　　　　(平成26年度会合労働実態調査より）

　　　　　(人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善事業について）

【議題３】

　・意見交換

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

青森 1

支部(所)/回 その他

北海道 1

北海道 2

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/01-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/01-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/02-1_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月18日（金） 【議題１】

行政機関から 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 　①青森労働局職業安定部地方訓練受講者支援室

　　　　・最近の雇用情勢について 開催風景

　②青森公共職業安定所

　　　　・ハロｰワークにおける福祉人材確保の取り組みについて

　③青森県健康福祉部

　　　　・青森県福祉・介護人材確保定着グランドデザインについて

　　　　・青森県介護事業所認証評価制度について

　 ④青森県商工労働部

　　　　・介護福祉分野における職業訓練について

【議題２】

福祉・介護関係機関より

　 ①青森県看護協会

　 　　　・ナースセンター等の事業について

 　②老人福祉協会（『介護人材確保定着に関わる事業』について）

　 　　　・あおもり介護の魅力発信フェステイバルについて

　 ③介護労働安定ｾﾝﾀｰ青森支部

　 　　　・平成27年度の事業報告と平成28年度の計画について

　 　　　・人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善事業について

　　　　　　　　　(雇用管理改善事業　好事例の紹介）

　 　　　・介護労働懇談会のリーフレット(HP含む）の作成について

【議題３】

　・意見交換

5月22日（金） 【議題１】

人手不足分野などにおける人材確保と雇用管理改善 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・雇用管理改善の推進

・マッチング支援の強化等

【議題２】

助成金について

・キャリアアップ助成金

・キャリア形成促進助成金

・職場定着支援助成金

【議題３】

介護予防・日常生活支援総合事業への移行について

【議題４】

分科会の開催方法について

・福祉人材確保重点期間該当キャンペーン

青森 2

岩手 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/02-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/02-2_27pic.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/03-1_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

7月9日（木） 【議題１】

　　福祉人材確保重点期間のイベントについて 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00

　＜討議内容＞

　　原案に基づき標記イベント内容について討議、決定した。

　１．日時　平成27年11月8日　10：00～15：00

　２．場所　イオンモール盛岡南店　　中央ステージおよび周辺

　３．目的　①介護分野の人材不足を広く県民にアピールし、もって人材確保および介護

　　　　　　　　職のイメージアップにつなげる。

　　　　　　　②その他福祉分野の訴求等は可能な範囲において行う。

　４．開催方法

　　　　　　　①岩手県介護福祉士会主催「介護の日フェスタ」と連携して開催

　　　　　　　②連携方法は後援とする。

　５．内容　①中央ステージ通路部分での来店客へのチラシおよび媒体物配布活動

　　　　　　　②介護のなんでも相談窓口設置　　　　　　

　　　　　　　③岩手県介護福祉士会主催の介護の仕事風景パネル展示への協力

　　　　　　　④マスコミへの情報提供

　６．役割分担

　　　　　　　①イベント統括　　介護労働安定センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(補佐）岩手労働局、ハローワーク盛岡

8月12日（金） 【議題１】

　　福祉人材確保重点期間のイベントについて（第2回） 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ＜開催風景＞

　＜討議内容＞

　　　前回に引き続き、役割分担について、下記項目について協議・決定。

１．内容検討・役割分担

　　（1）介護何でも相談窓口設置

　　　　・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽでの相談は困難中止、懇談会ﾁﾗｼ、求人情報等の掲出、留置き。

　　（2）「かいごの写真コンテスト」への協力

　　　　・会員へのｺﾝﾃｽﾄ要領案内および応募依頼（介護労働安定ｾﾝﾀｰ）

　　　　・岩手支部　実務者研修風景2点出展

　　（3）媒体物作成

　　　　・チラシ作成（ｶﾗｰＡ４　両面）　　2000枚

　　（4）ﾏｽｺﾐ対策

　　　　・周知計画について

　　（5）その他　　

　　　　・予算検討（チラシ、看板）

　　　　・当日配置体制

２．その他

　　　　・認知症実践者研修の選定基準について

岩手 2

岩手 3

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/03-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/03-3_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/03-3_27pic.jpg


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月8日（日） 「介護の日フェスタ」岩手県介護労働懇談会実施内容

参加機関名簿はこちら

9:00～16:00 １．日時　平成２７年１１月８日（日）　９：００～１６：００　　天気　終日小雨 ＜イベントの様子＞

２．場所　イオンモール盛岡南　センターコート イベントチラシはこちら

３．目的　①介護人材確保　　　

　　　　　　②介護職のイメージアップ

４．開催方法　　　　　　　

　　　　　　岩手県介護福祉士会主催「介護の日フェスタ」を後援

５．実施内容

　　　　　　①センターコート通路部分でのチラシおよびポケットティッシュ配布

　　　　　　　　対応：懇談会会員５名、介護福祉士会手当の学生ボランティア１０名

　　　　　　　　配布数：９７０セット

　　　　　　②パネルでの求人情報掲出　　ハローワーク盛岡

　　　　　　③求人情報、介護等福祉関係資格取得情報パンフ等の長机留置き

　　　　　　  　ハローワーク盛岡 、県雇用対策労働室、県内専門学校５校　

　　　　　　④かいごの写真コンテスト出展（介護の職業訓練風景）

　　　　　　　　介護労働安定センター２点、盛岡社会福祉専門学校２点

　　　　　　⑤マスコミへの情報提供

　　　　　　　　１１月５日　県政記者クラブ資料提供　対応：岩手労働局

6月12日（金） 【議題１】

宮城県労働局職業安定部職業安定課長挨拶 参加機関名簿はこちら

14:00～16:30 　　　　　復興事業、建設・水産加工、医療・福祉において、特に人材の定着が課題

　　　　　H27年度から6年間は介護分野の改善期間ととらえている

【議題２】

福祉人材確保の現状と主な対策について

【議題３】

ハローワーク仙台「福祉人材コーナー」の業務取扱状況等について

　　　　　各機関の情報の共有・理解の促進がカギ

【議題４】

各機関等における平成27年度の福祉人材関連施策の取り組みについて

【その他】

意見交換：

　　　　　学生、および小学生に対する介護分野の重要性の浸透の重要性

　　　　　地域における介護事業所の認知度を上げる取組

　　　　　外国人活用についての意見交換

宮城 1

岩手 4

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/03-4_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/03-4_27fly2.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/04-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/03-4_27fly2.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/03-4_27pic1.jpg
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/03-4_27pic2.jpg
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/03-4_27pic3.jpg
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/03-4_27pic4.jpg


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月24日（木） 【議題１】

福祉・介護系学生の入学志願者、卒業生の状況 参加機関名簿はこちら

　・志願者は東北福祉大でも前年６％減。

　・就職については半数が介護以外に就職している状況

　・募集活動の時期について、一般企業より数か月遅いことも原因。

【議題２】

新人の離職率を減らすために

　・スーパーバイザー制度を導入することで、新人の離職率が下がっている例。

　・現在の若者には客観的に話をしてくれるこのような存在が必要。

【議題３】

地域包括ケアが実施される中で、主婦層、シルバー層の取り込みのために

　・地域で募集活動を展開する必要性高まる。一般の主婦から介護の業界に入った人の

　　体験談等を紹介してはどうか。

6月15日（月） 【情報共有】

介護事業者の事業内容について 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 ＜参入促進＞

・介護人材の「すそ野の拡大」

・参入促進のための研修支援

・地域のマッチング機能強化

＜資質の向上＞

・キャリアアップ研修の支援

・地域包括ケア構築のための広域人材養成

＜労働環境・処遇の改善について＞

・勤務環境改善支援

・子育て支援

12月11日（金） 【議題１】

秋田県内の福祉分野における求人求職動向について 参加機関名簿はこちら

13:30～15:40

【議題２】

各関係機関の事業概要等について

【議題３】

平成２８年度秋田県介護人材確保対策事業実施方針について

【その他】

協議・意見交換

宮城 2

秋田 1

秋田 2

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/04-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/05-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/05-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/04-2_27pic.jpg
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/04-2_27fly.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/04-2_27fly.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月7日（月） 【議題１】

秋田県内の福祉分野における求人求職動向について 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

13:30～15:40

【議題２】

各関係機関の事業概要等について

【議題３】

平成２８年度秋田県介護人材確保対策事業実施方針について

【その他】

協議・意見交換

10月14日（水） 第１回福祉人材確保推進会議（拡大WEC）

第１回山形県介護職員サポートプログラム推進会議 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30

2025年をめざし、介護職員の量的確保と質的な確保を実現できるよう意見交換を進め、

このサポートプログラムをどのように進めて行くか考えて行きたい。

【議題１】

現状報告

・最近の雇用情勢について(山形労働局職業安定部)

・県サポートプログラムの進捗状況

・介護人材確保等事業費補助金交付先について

・地域医療介護総合確保基金について

・各機関の介護人材確保や定着に関する施策の進捗状況について

【議題２】
意見交換・情報交換
・県及び看護協会へ対して
・外国人の受け入れについて

秋田 3

山形 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/05-3_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/06-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/05-3_27pic.jpg


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

2月18日（木） 第２回福祉人材確保推進会議（拡大WEC）

第２回山形県介護職員サポートプログラム推進会議 参加機関名簿はこちら

13:30～16:00

【議題１】

   （１）最近の雇用情勢について   （資料　１）

　　　　　　　山形労働局職業安定部　渡辺　道夫 

   （2）平成２８年度山形県予算案の概要について   （資料　２）

　　　　　　　山形県健康福祉部　　　中村　精　

   （３）平成２７年度山形県介護労働実態調査について  （資料　３）

   （4）平成２７年度介護人材確保等事業について　（資料　４）

　　　　　　〇　当センター受託事業～「次世代を担う介護リーダーの育成事業」について

                 事業内容を説明し、今後継続実施を訴えた。

【議題２】

    福祉人材確保の課題と取組事例について　　（資料　５）

　　　　別添資料５に掲載の通り、出席１５団体から標記課題についての

　　　　現状と課題が発表された。内容は資料の通りで、時間の制約があり

　　　　焦点化して議論し、課題の検討まではいかなかった。いつもの通り

　　　　深堀りができないで未消化な会議となった。

　　　　当センターから、「２０２５年問題まであと９年しかない。介護人材

　　　　の量的不足ばかり話題になり、具体的な対策が語られない。年次計画

　　　　はどうなのか、進捗状況はどうか

11月17日（火） 【議題１】

福島県における福祉介護人材確保の取り組みについて 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

10:00～12:00

【議題２】

福祉関係職種を取り巻く雇用情勢と労働局における福祉人材確保の取り組みについて

【議題３】

福祉人材コーナーにおける雇用求人状況について

【議題４】

各協議会の現状と課題についての意見交換

【その他】

分科会開催について

福島県介護労働懇談会ホームページ・リーフレットについて

山形 2

福島 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/06-2_27meibo.pdf
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開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

7月17日(金) 【議題１】

茨城労働局「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 （啓発実践コース）」の紹介

【議題２】

「笠間市介護健診ネットワーク」の紹介

2月19日（金） 【議題１】

茨城県介護労働懇談会設置要綱等について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00

【議題２】

茨城労働局「人材確保のための雇用管理改善促進事業

～重点啓発介護事業所の雇用管理改善事例～

【議題３】

「いばらき高齢者プラン２１」のご紹介

7月2日（木） 【議題１】

・H26年度活動結果　概要報告 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・H27年度活動予定　概要報告

【議題２】

・介護労働懇談会メンバーの紹介

【議題３】

・県内介護分野人材確保に向けての討議

茨城 1

茨城 2

栃木 1
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開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月2日(月) 【議題１】

・平成26年度介護労働実態調査報告 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00

【議題２】

・DVD　視聴及び意見交換

「介護ってこんなにステキ！　僕の私の介護の仕事　見て、知って、考えてみよう

みんなの福祉」

【議題３】　

・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第８条に基づく「改善計画」の実行性の

　ある仕組みの検討について（栃木県労働局）

【議題４】

・介護労働懇談会リーフレットの内容について

7月28日（火） 【議題１】　介護労働安定センターにおける取組について

　１．介護雇用管理改善等計画 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 　２．地域人づくり事業

　３．群馬労働局委託事業

　４．群馬県介護労働懇談会

【議題２】　各団体・機関における取組について

　・老施協　…　写真展開催、人材確保はまず施設のことわかって頂くことからと考えている

　・労働局　…　介護・看護に関する求人状況、8/21ハートフルフェア開催、助成金

　・HW前橋 …　労働市況の動き、新規求人倍率が低迷している、パートの求人が多い

　・介養協　…　介護人材の類型化・機能分化に関する調査研究事業、2026年にむけた

　                 介護人材確保

　・産業経済部　…　働く女性の活躍推進、いきいきGカンパニー認証制度、離職者再

　                       就職支援

【議題３】　県における介護人材確保対策について

　１．介護人材需給推計（新聞記事）

　２．介護人材確保対策

　３．認証・評価制度　(3)地域医療介護総合確保基金、介護人材確保対策事業

　　　(2)認証・評価制度の基本的な考え方・視点、(5)きょうと福祉人材育成認証制度

【議題４】　意見交換

　・自己チェックリストは老施協でメールで周知した。

　・離職者を対象にした養成した介護福祉士・保育士を取得した就職率は？

　・6年かけて（仮称）管理介護福祉士を養成する取り組みをしている（介養協）

栃木 2

群馬 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/09-2_27meibo.pdf
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開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月27日（金） 【テーマ】

　①　労働力の確保について 参加機関名簿はこちら ＜リーフレット＞

13:30～16:00 　②　職場定着及び人材育成について

　③　雇用管理改善について 開催風景

　④　その他

※事前に上記のテーマについてアンケートを実施し、その内容を報告。

　アンケートは、(1）既に取り組んでいる事、（2）これから取り組みたいこと、（3）介護労働

実態調査結果からのご意見・ご感想、（4）介護労働懇談会として取り組める事等

【議題１】　群馬県介護労働懇談会と介護労働安定センターにおける取組について

　１．群馬県介護労働懇談会の設置要綱（目的）

　　　・群馬県介護労働懇談会リーフレットの配布

　２．介護人材確保の取組みについて

　（1）　「改善計画」の実効性のある仕組みの検討

　（2）　介護労働実態調査結果

　（3）　介護雇用管理改善等計画

　（4）　群馬県地域人づくり事業

　（5）　群馬労働局委託事業

　（6）　群馬県介護労働懇談会

【議題２】

各介護事業所における取組について

【議題３】

各団体・機関における取組について

11月8日（日） ＜介護の学校 in 埼玉＞

○目的○ 参加機関名簿はこちら

9:30～16:30 目的「介護の日」を前に介護福祉について学び合う機会を持つことで、介護福祉関係従事者の

知識・技術を深め、一般の方々の介護福祉についての正しい認識を広めることを目的 相談風景

とした取組とする。イベントの開催により、介護事業者、介護労働者及びこれから介護職へ

就こうとする方たちへ介護職の魅力とやりがい等を発信し、現職にあっては、更なる

スキルアップを図り介護職の定着を図ること。

【介護労働安定センターの取り組み】

特設ブースを設け、終日に亘り介護専門職が相談者のあらゆる疑問に答える。

また当センターの事業案内・事業活用を勧める。社会保険労務士、看護師、

理学療法士等に相談事項を引き継ぐ場合には、後日、相談者と調整連絡の上、

継続した支援・援助をおこなう。

群馬 2

埼玉 1
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平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月10日（火） ＜福祉の仕事就職面接会＞

○目的○ 参加機関名簿はこちら

13:00～16:00 福祉重点ハローワーク川越ＨＷを中心に合同就職会への応援。

埼玉県西部地区の介護への就職に関心がある者、就職を望む者に対して面接会を開催する。 相談風景

【介護労働安定センターの取り組み】

・介護事業所約50社来社の上、来場での面接、介護の仕事の魅力を周知する活動等をおこなう。

・介護労働安定センターは特設ブースを設け来場者に対して、介護専門職による

相談・支援をおこなう。

11月10日（火） ＜埼玉県地域訓練コンソーシアム＞

○目的○ 参加機関名簿はこちら

10:00～12:00 離職者向けの訓練の企画を埼玉労働局、埼玉県産業労働部および出席員で検討し、

一定の研修計画を立案の上、職業能力開発センター主催となり、実施する団体を選定、

埼玉県が募集等をおこなうスキームのもと、離職者向け職業訓練の新しい研修内容・構築等が

コンソーシアムの目的とされている。介護分野については建設、保育と並んで重点的に

雇用を確保しなければならない分野とされており、雇用の確保、安定の観点からの意見を

当財団に協力要請があり、協力することとする。

【介護労働安定センターの取り組み】

これまでの研修実施の実績から優位性ある研修の提案、意見発信。これまでのノウハウ

研修運営実績を新しい研修の構築に活かすべき活動協力。

12月10日（木） ○目的○

安心して働くことができる介護事業所の職場作りを支援し、介護分野の人材確保及び 参加機関名簿はこちら

13:30～16:30 定着を図るため、地域において介護労働関係機関等から構成されるネットワークを設置し、

相互の施策、事業に対する理解の促進、情報交換・共有、地域の実情に応じた役割や

分担の検討等を行う。介護労働に係る諸課題等の解決に係る議論や適切な対処並びに

当センター事業への理解と周知を深める。

【介護労働安定センターの取り組み】

上記目的に則した会の運営。

○テーマ○

（１） 介護人材確保、介護離職ゼロ、雇用定着対策について

（２） 地域医療介護総合確保基金事業について

（３） 介護労働懇談会リーフレット及びホームページ掲載の確認について

（４） その他　構成員等から提出された質疑・資料に基づいて行われた

埼玉 2

埼玉 3

埼玉 4
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平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

2月2日（火） 【議題１】

福祉重点ハローワーク川越ＨＷを中心に合同就職会への応援 参加機関名簿はこちら

13:00～16:00 埼玉県西部地区の介護への就職に関心がある者、就職を望む者に対して面接会を開催する。

開催の様子はこちら

【議題２】

介護労働安定センターの取り組み

特設ブースを設け来場者に対して、介護専門職による相談・支援を行う。

①就職面接会前の「事前セミナー」（要予約）は　求職者への相談支援を行う事とする。

②川越市周辺の求人事業所が参加する面接会においては介護事業主に対して現在の

　雇用管理や能力開発で悩んでいる事象を聞き取り、相談支援を行う事とする。

1月21日（木） 【意見交換】

　・　千葉労働局における介護職種の取扱状況について 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 　・　千葉県福祉・介護人材確保対策について

　・　平成２７年度離職者等再就職訓練の介護福祉士養成コース等について

　・　千葉県福祉人材センターの役割等について

　・　若者チャレンジ支援　デュアル・システムについて

　・　雇用管理無料相談、千葉労働局の雇用管理改善促進事業等ついて

　・　千葉県福祉・介護人材確保対策関連施策体系について

　・　千葉県介護福祉士会・会長　野口氏より、千葉県介護福祉士会会報（にじ）ついて

　・　菅野一彦氏講演会について

　・　介護業界の人材不足の状況について

3月10日(木) 福祉人材確保ワークショップ

【議題１】

各現場の状況について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00

【議題２】

介護人材の確保に向けた取り組みについて

【議題３】

介護分野に目を向けさせるための取り組みについて

千葉 1

千葉 2

埼玉 5
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11月11日（木） ＜介護就職デイ ふくしワーク就職フェア＞

東京労働局主催：「2015介護就職デイ ふくしワーク就職フェア」に合わせて開催 参加機関名簿はこちら

13:15～16:15 ○目的○

「介護のしごと なんでも相談コーナー」を設置し、介護業界への就職を希望する者を対象に、 開催風景

介護の仕事に関する相談を広く受け付け就職に向けてのアドバイスをおこなう。

11月12日（木） 第21回介護労働シンポジウムと同時開催

参加機関名簿はこちら

15:20～16:00 ＜懇談会メンバーよりメッセージ＞

・東京都の行う介護業界の取組について 開催風景

・キャリアパス導入、潜在的介護職員活用推進について

・人材確保について

・介護のポジティブキャンペーン

・虐待防止の研修

・コンプライアンスについての取組

11月26日（木） ＜介護就職デイ ふくしワーク就職フェア＞

東京労働局主催：「2015介護就職デイ ふくしワーク就職フェア」に合わせて開催 参加機関名簿はこちら

13:00～16:00 ○目的○

「介護のしごと なんでも相談コーナー」を設置し、介護業界への就職を希望する者を対象に、 開催風景

介護の仕事に関する相談を広く受け付け就職に向けてのアドバイスをおこなう。

3月17日(木) 【議題１】
平成２８年度における介護事業者向け支援事業について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00
【説明】
東京労働局　職業安定部 職業安定課

東京労働局　雇用均等室

東京都福祉保健局 総務部企画政策課

東京都福祉保険局　生活福祉部地域福祉推進課

東京都福祉人材センター人材情報室

東京都産業労働局 雇用就業部能力開発課

東京 1

東京 2

東京 3

東京 4
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平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書
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9月29日（火） 【議題１】

　介護現場における介護ロボットの有用性 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 　　・介護ロボットの政策動向

　　・介護ロボットの導入事例紹介

【その他】

　　・介護労働懇談会の周知活動について（チラシやＨＰによるＰＲ予定について）

　　・介護労働実態調査結果

2月29日（月） 「介護ロボットの有用性」

14:00～16:00 【議題１】HAL®介護支援用（腰タイプ）HAL-CB01導入後の取り組み 参加機関名簿はこちら

【概要】

・三喜会、鶴巻温泉病院と周辺地域の概要紹介。

・HAL®介護支援用（腰タイプ）導入までの経緯として、一昨年前より当院にて

　介護ロボットプロジェクトが発足した。

・ロボット導入が介護負担の軽減や労働条件の改善などの課題解決につながると

　展望し導入に至る。

・HAL®の運用状況の初回評価の紹介。調査場面は排泄介助に限定し、質問紙による調査、

・結果の特記事項として、調査中に3名/14名が辞退した。辞退理由にHAL®装着後、

　電極パッチによる皮膚の爛れや痒みの訴えがあった。

・初回評価では、HAL®の効果を実感できない結果を示したが、介助場面が変わることで

　有用性につながるのではないかと考察した。また、今回の導入評価により解決すべき

　課題を抽出した。

・3～5年後の将来を見据えて、取り組むことに意義があり、今後どのようにしたら

　介護現場でHAL®を活用できるのか、探りながら取り組みを進めていきたい。

【議題２】介護現場における介護ロボットの有用性

【概要】

・同塵会、特別養護老人ホーム芙蓉苑の概要紹介。　

・芙蓉苑では、平成24年より神奈川県介護ロボット普及推進センターとして神奈川県と

　協定を締結しており、当該事業は今年で4年目を迎える。

・医療福祉関係機関や各都道府県行政、社会福祉協議会など、毎月のように見学に

　来られる。

・少子高齢化が進む日本の人口構造の変化により介護ロボットは人の手に変わり、　「こん

　なものがあったら便利なのに」と想像していたものが現実のものになりつつあり、今後な

　くてはならないものになれるよう開発、改良が進行している。

・「PARLO」実演デモ（唄を歌う、肩体操、旗揚げゲーム、インターネットにつながっており

　天気を教えてくれる、ニュースを読む、）により機能を紹介する。

・「パロ」、「うなずきかぼちゃん」の実演デモ、「パロ」活用による利用者の不安軽減や

　介護職員の身体負担軽減などの好事例の紹介。

・「パルロ」を活用したアクティビティークラブやレクリエーション、事例を紹介。

・介護ロボットを効果的に使えるよう人が暮らし方を変えることによって、人にしかなしえ

　ない質の高いサービスを提供することが効率よく達成できるのではないか、と展望する。

【その他】

・意見交換

神奈川 1

神奈川 2
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平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書
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7月8日（水） 【議題１】

新潟労働局委託事業「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業」に 参加機関名簿はこちら

13:15～14:45 ついて  (介護労働安定センター)

【議題２】

新潟県の介護人材確保対策事業の取組みについて  (新潟県福祉保健課)

【議題３】

その他情報交換・意見交換

【その他】

表彰制度について

11月19日（木） 【議題１】

介護労働状況について (介護労働安定センター) 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 　　～　26年度介護労働実態調査結果より 

【議題２】

新潟労働局委託事業「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進

事業」の取組み状況について  (介護労働安定センター)

【議題３】

新潟県の介護人材確保対策事業の取組み状況について  (新潟県福祉保健課)

【議題４】

「改善計画」の実効性ある仕組みの検討について意見聴取(新潟労働局)

【その他】

その他情報交換・意見交換

　　・介護人材確保、イメージアップ等について　　　

　　・懇談会リーフレット改刷、ホームページ掲載について

新潟 1

新潟 2

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/15-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/15-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/15-2_27pic.jpg
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/15-1_27pic.jpg
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/15-2_27fly.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/15-2_27fly.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書
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7月14日（火） 【議題１】

　富山県介護労働懇談会について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 　　　メンバーが９名入れ替わったため、事務局として目的等説明

【議題２】

　人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業について

　　　　(労働局委託事業）

　　　啓発コーディネーターより　事業内容・進め方、進捗状況の説明

　　　地方公共団体が行う説明会などで介護事業主へ自己チェックリスト配布協力依頼

【議題３】

　富山県委託事業『潜在的介護従事者等支援研修事業』について

　　　介護関連潜在有資格者の掘起しを昨年度に引き続き実施、周知等協力依頼

　　　　　　（昨年度実績　６８名受講　　１５名就職）

【議題４】

　現役世代ケアサポート研修　『介護出前講座』について

　　　一般企業へ出向き介護の仕事の魅力、働き方を定年退職を控えた従業員に対して

　　　行い、再就職の選択肢としていただき介護人材確保を目的とする。

意見交換：

　　・『潜在的介護従事者等支援研修事業』の受講生募集について、周知方法は？

　　・地方公共団体の広報誌などを活用してはどうか？一部市町村から協力あり

　　・自己チェックリストを団体の研修会などで活用したい。

11月13日（金） 【議題１】

　富山県介護労働懇談会について 参加機関名簿はこちら

15:00～16:00 　　　　　事務局として目的等説明

【議題２】

　介護労働者の雇用管理改善計画認定制度に係る意見の聴取について

　　　富山労働局より制度の経緯、現況等説明。　　　

　　　各懇談会委員へのアンケート形式による意見聴取実施、回答への協力依頼

【議題３】

　介護労働懇談会の周知・広報活動について

　　介護労働懇談会が設置され、今年で３年目。介護業界のイメージアップを図ることを

　　目的としてイメージアップイベントの開催、周知広報活動リーフレットの作成および

　　ＨP立上げ、活用などを提案し、作成にあたり各団体委員の協力依頼。

意見交換：

　　・平成26年度に開催された全国の介護労働懇談会の概要について説明

富山 1

富山 2
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11月18日（水） 【議題１】

介護労働懇談会リーフレット及びホームページの作成について 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

13:30～15:40 ・サンプル及び概要説明と掲載確認依頼

【議題２】

介護労働者の雇用管理改善等に関する法律第８条に基づく「改善計画」の

実行性のある仕組みの検討について（石川労働局職業安定課より説明）

【議題３】

人材確保・定着に係る各機関・団体の取組状況・課題について

(参加各機関・団体からの発表及び情報提供）

【議題４】

意見交換、要望など

【その他】

第２回の開催予定について

・２８年２月中旬で調整、テーマをしぼり開催

2月17日（水） 【議題１】「介護事業主の雇用管理改善の自己チェック機会の提供について」

・介護雇用管理改善等計画に盛り込まれた標記の周知・回収状況等の報告説明 参加機関名簿はこちら

13:30～15:10

【議題２】「介護人材の発掘及び定着について」 メンバーサイトはこちら

・関係機関・団体より取組状況及び情報提供

　雇用失業情勢、福祉関連職業紹介状況、助成金活用状況、[魅力ある職場づくり]

　リーフレット、求人求職状況、福祉求人情報提供、面接会、施設見学会、就職ﾌｪｱ、

　介護の仕事の魅力伝道師、潜在介護人材再就業促進事業、介護雇用プログラム、

　介護分野職業訓練、ケアワーカーカフェ、介護ロボット導入助成、求職者支援訓練

　開講状況、各養成校入学卒業進路状況、養成研修受講・就職状況

【議題３】意見交換、要望など

・介護職員養成に係る訓練コースのカリキュラムの工夫について

・介護職員の質の向上について

・介護の仕事の魅力発信していく対象の拡大について

・リハビリを補助業務等での人材ニーズについて

【その他】

・懇談会リーフレット及びＨＰの原稿確認について

・若い世代からの参入を検討する分科会について

石川 1

石川 2
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8月31日（月） 福井県介護人材確保対策協議会

参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 【議題１】

平成27年度「介護の日」の取組みについて　

【議題２】

平成27年度の介護人材確保対策事業について

【議題３】

ふくい介護人材育成事業所宣言制度について

3月3日（木） 福井県介護人材確保対策協議会

参加機関名簿はこちら

10:00～12:00 【議題１】

平成27年度「介護の日」の取組結果について

【議題２】

平成28年度介護人材確保対策事業について

9月28日(月) 山梨労働局「平成27年度第1回福祉人材確保推進協議会」

参加機関名簿はこちら

14:00～16:30 【議題１】

福祉人材確保対策について

・福祉人材確保重点対策事業の概要

・介護求人充足支援強化プログラム

【議題２】

各機関の福祉確保対策について

・各機関、団体の人材確保の取組事業の報告

・ナースセンターとハローワーク連携事業説明

【議題３】

全体討議

・各機関取組み事業への質疑応答等

【議題４】

介護分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業について

・事業概要説明

・進捗状況報告

【その他】

・介護業界の広報周知活動について提案

・リーフレット作成、HP活用

福井 1

福井 2

山梨 1
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3月17日（木） 【議題１】

人材確保・定着・育成等に係る各機関の取組みについて 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 ・山梨労働局…「介護離職ゼロ」に直結する緊急対策

・甲府公共職業安定所…福祉人材コーナー情報（求職者登録状況、職業紹介状況）

・山梨県福祉保健部…①介護職員確保定着促進事業、②現任介護職員等研修支援事業

・山梨県老人福祉施設協議会、山梨県老人保健施設協議会からの活動状況報告

・山梨県介護福祉士会、山梨県介護支援専門員協会からの活動状況報告

全体討議

・各機関取組み事業への質疑応答等

【議題２】

山梨県介護労働懇談会の情報発信としてのリーフレット作成について

・他県状況

・作成に向けての手順、スケジュール予定

【議題３】

ミニセミナー「国の介護離職ゼロの取組みとその支援策等について」

講師：三井倫実社会保険労務士（介護経営研究会所属）

・介護離職ゼロ政策に係る補助制度等、事業所にとっての情報取得の機会として実施

・介護ロボットの活用、ＩＣＴの活用、介護人材の確保に係る支援対策　等

11月19日(木) 【議題１】

雇用管理改善対策及び各種助成金の活用について 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

13:30～15:30 ・無期転換ルール

・職場定着支援助成金

【議題２】

労働市場概況及び福祉人材確保対策について

・介護分野の有効求人倍率　2.7倍

・介護人材確保・定着セミナー（就職面接会）の開催

【議題３】

介護職員の養成訓練及び向上訓練について

・介護関係の訓練実施状況

・介護職員の資質

【議題４】

各機関の提言及び意見について

・職場改善

・介護職員の処遇改善

【その他】

・改善計画認定制度について

山梨 2

長野 1
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2月23日(木) 【議題１】

介護施設向けロボットを活用し利用者サービスの向上を目指す 参加機関名簿はこちら

14:00～15:45 ・介護施設用Pepperアプリ『まいにちペパレクVoi1』ご紹介

・介護用Pepper導入事例ご紹介

【議題２】

人材確保のための各団体の取組みについて

・介護現場に対する監督指導状況について

・最近の雇用情勢（県内の求職状況について）

・長野県内の介護関係の養成施設状況について

・潜在的有資格者について

・各種委託訓練の状況

・人材確保の為の活動状況について

11月25日（水） 【議題１】

　①介護労働安定センター岐阜支所　平成27年度事業活動の概要 参加機関名簿はこちら

10:00～12:00 　②会合労働実態調査結果の報告及びポイント解説

　③（雇用管理改善活動の中間報告）「check&do25」使用によるｱﾝｹｰﾄ集約結果

【議題２】

　各構成団体・機関からの情報提供並びにお知らせ

　①岐阜労働局：「岐阜県・最近の雇用失業情勢」

　②岐阜労働局：各種法律の施行・改正にともなう留意点等の説明、助成金の紹介

　　＊若者雇用促進法と認定制度、労働者派遣法、ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金、ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金

　③岐阜県高齢福祉課：岐阜県介護人材育成事業者認定制度（仮称）の概要説明

　　＊導入の目的･背景、認定手続きの概要、認定基準の考え方、ｻﾎﾟｰﾄﾒﾆｭｰ案

【議題３】

　・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条に基づく「改善計画」の実効性ある

　　仕組みの検討について（意見募集）　→岐阜労働局より内容説明と協力依頼

【議題４】

　・介護労働懇談会の周知広報活動について（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの活用とﾘｰﾌﾚｯﾄの作成）

　　介護労働懇談会のﾈｯﾄﾜｰｸ強化を図りながら、福祉介護業界の活動に関する認知向上

　　とｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟに繋がる取り組みとしての意見交換

長野 2

岐阜 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/20-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/21-1_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月15日（火） 「平成27年度　第2回岐阜県福祉人材総合センター運営委員会」

との同日開催　第2回介護労働懇談会 (分科会） 参加機関名簿はこちら

11:30～12:30

【議題１】

　・岐阜県介護労働懇談会リーフレットについて

　　①岐阜県介護労働懇談リーフレット完成案内

　　　　・掲載内容を紹介

　　　　・各団体に5部配布（尚、以降必要時コピー対応をお願いする。）

　　　　・介護労働安定センター岐阜版ホームページ掲載案内

　　②岐阜県介護労働懇談会構成団体行政機関等一覧ホームページ掲載用一覧表（案）提示

　　　　・掲載内容（案）紹介

　　　　・掲載内容掲載情報提供の依頼

　　　　・掲載内容掲載情変更、修正等確認のお願い

【議題２】

　・平成28年度研修事業計画について

　　①計画一覧表並びに研修案内

　　　　・平成28年度研修実施計画一覧表、リーフレットの配布・案内

　　　　・ケアサポート講習案内

【議題３】

 　・各会員からの情報提供について

　　①岐阜県看護協会

　　　　・訪問看護での看取り看護の増加

　　　　・看護師の介護分野の知見不足

　　　　・積極的に交流希望

6月17日（水） 【議題１】

平成27年度介護人材の確保・定着・育成に関わる行政等の施策 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00

【議題２】 開催風景

介護人材確保のための介護関係各機関、団体の取組み

・各機関、団体の取組み並びに意見交換

岐阜 2

静岡 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/21-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/22-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/22-1_27pic.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/21-2_27fly1.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/21-2_27fly2.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/21-2_27pic.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

2月26日（金） 【議題１】
　　介護人材確保のための介護関係各機関、団体の取組み 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30
　　　　①  静岡労働局

　　　　②  静岡県介護保険課

　　　　③　静岡県職業能力開発課

　　　　④　静岡県人材センター

　　　　⑤  介護労働安定センター

【各機関・団体等】：主テーマ

　　　 ・人材確保のための介護労働のイメージアップ（啓蒙活動）

　　　 ・人材発掘、定着、育成のための取組み　　etc

【議題２】
　　意見交換

9月14日(月) 【議題１】

「あいち福祉フェア2015」の開催について 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

14:00～16:00 ・10月31日(土)に愛知県と愛知労働局による合同開催。

・就職フェア(70事業所参加予定)と福祉のお仕事の写真展示、介護体験、障害者施設に

よる物販、介助犬紹介などを実施予定。

・関係機関、団体に参加協力の依頼。

【議題２】

雇用管理改善促進事業について

賃金等の処遇改善と合わせて雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の必要性やメリット等について

セミナーや事業所訪問による相談支援を通して広く普及、啓発を実施。

介護労働安定センター愛知支部における進捗状況の説明。

【その他】

介護労働懇談会の広報リーフレットの作成の協力依頼について

・介護労働懇談会の機関・団体等による情報発信の一助としての広報リーフレット及び

ホームページへの掲載に係る協力依頼。

・相談・支援窓口一覧(仮称)の作成等について

介護現場等において、問題が発生した場合の相談、窓口等が不明なケースをよく聞く、

その参考となる資料の作成の検討、提案。

静岡 2

愛知 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/22-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/23-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/images/23-1_27pic.jpg
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/22-2_27pic.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

1月19日(火) 【議題１】

○広報活動について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 介護分野のイメージアップを図るための広報のあり方について

今回のテーマについての提出元の愛知労働局からの提出理由等について説明

 他の団体から取組状況や問題点等の説明

・当懇談会の周知リーフレット（案）について

　内容を修正のうえ、年度末までに配付できるように進めることについて了解を得る。

・相談窓口一覧（仮称）（案）について

　一部内容追加等を行い、年度末までに完成を目指す。

【議題２】

○今後の取組情報等について

・愛知県主催の「平成２７年度福祉の仕事に関する就職総合フェァ」（３/２１）について説明

・当センター開催の「実践セミナー」（２/１９）について説明

8月3日（木） 平成27年度三重労働局福祉人材確保推進協議会

14:00～16:00 【議題１】 参加機関名簿はこちら

福祉人材確保施策及び雇用失業情勢について

・三重県福祉人材確保推進協議会設置要綱について

・福祉人材確保重点対策事業について

・ナースセンター・ハローワーク連携事業について

・介護関係職常用求人求職・就職・充足状況

・「介護就職デイ」の結果報告について

・福祉・介護関係求人倍率の推移

【議題２】

介護労働安定センターの業務運営について

【議題３】

介護関係助成金制度について

【議題４】

各関係機関における施策と取組状況等について

【その他】

意見交換

・介護職のイメージ向上について

・潜在求職者の掘り起こしに力を入れている

・教育機関から定員確保に苦労している現状。学生が減少。介護職への希望者が少ない。

愛知 2

三重 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/23-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/24-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/23-2_27pic.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月4日(金) 平成27年度第2回三重労働局福祉人材確保推進協議会
参加機関名簿はこちら

13:30～16:00 【議題１】

米澤職業安定課長補佐よりあいさつ

・三重県の一般職業紹介状況（平成28年1月内容について）

・三重県と三重労働局は、雇用対策協定を締結しました。（記者発表資料）

・福祉人材施策について（職業安定課　村上係長より説明）

　介護就職デイの結果報告。ナースセンターとハローワーク連携事業及び実績報告等

・ハローワーク津福祉人材コーナーの業務（小林統括職業指導官）

【議題２】

・介護労働安定センターの業務運営について（上村、鎌倉インストラクター）

　特に介護労働懇談会リーフレットの作成及びホームページ掲載の協力について依頼。

【議題３】

・介護関係助成金について（職業対策課倉田係長）主にキャリアアップ助成金について説明。

【議題４】

・平成28年度当初予算（案）福祉人材センター運営事業（三重県健康福祉部地域福祉課）

・初任者研修等研修終了者の推移（三重県健康福祉部長寿介護課）

・平成27年度公共職業（委託）訓練訓練生応募・入校状況（介護分野）・地域人づくり事業

 （三重県雇用経済部雇用対策課）

・平成27年度福祉・介護人材に係る各種支援事業、目標及び進捗状況（県社協福祉人材センター）

・ナースセンターの現状と事業について（三重県ナースセンター）

・三重県老人福祉協会　副会長説明。

・社会福祉法人明合乃里　あのう学院説明。

【その他】

意見交換

少子高齢化により若い世代の人材確保が難しいので、

シニア－世代の就職等の状況が紹介さて介護職員の負担減に繋がっているとのこと。

各機関の高齢者の研修制度、職場体験等の支援策が説明され意見交換がなされました。

6月19日（金） 【議題１】

滋賀県介護職員人材育成・確保対策連絡協議会について 参加機関名簿はこちら

13:30～16:30 ・「多様な人材確保」の具体的な取り組み方策

・認証・評価制度の実施に向けた検討

・高校生・若者の参入促進について

【議題２】

部会実施概要について

・介護職員人材育成部会について

・障害者介護職員養成部会

【議題３】

介護職員の確保・育成・定着にかかる県関連事業

【議題４】

その他情報提供

・「外国人技能実習制度」への介護職種の追加について

三重 2

滋賀 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/24-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/25-1_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

10月13日（火） 滋賀県介護職員人材育成・確保対策連絡協議会

参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 【議題１】

介護職員の確保・育成・定着にかかる意見交換

・「地域医療介護総合確保基金（介護分）」による介護職員の確保・育成・定着の推進

にかかる事業の状況について

・介護事業所の認証評価制度について

【その他】

情報提供

2月10日（水） 滋賀県介護職員人材育成・確保対策連絡協議会

参加機関名簿はこちら

15:00～17:10 【議題１】

（１）介護職員の確保・育成・定着にかかる意見交換

  ●認証評価制度の検討に向けて～魅力ある職場づくり～（資料１）

    ・事例報告「働きやすい職場づくりに向けて」

    社会福祉法人　あいの土山福祉会

    エーデル土山　副施設長　廣岡　隆之氏

  ●「地域医療介護総合確保基金（介護分）」について（資料２）

【その他】

  ●部会の実施状況

  ●キャリア段位制度につい

4月17日（金） 【議題１】

京都府の介護・福祉人材確保総合事業について 参加機関名簿はこちら

15:00～17:00

【議題２】

平成26年度「きょうと介護・福祉ジョブネット」について

・平成27年度のワーキンググループの設置

滋賀 2

滋賀 3

京都 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/25-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/25-3_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/26-1_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

5月15日（金） 【議題１】

京都府の介護・福祉人材確保総合事業について 参加機関名簿はこちら

15:00～17:00

【議題２】

2015年活動計画

（1）ハローワークとの連携による人材確保

①HW内での就職面接会の開催（8回）

②研修や情報交換会

③求職者の分析と効果的な求人手法の検討

（2）潜在有資格者へのアプローチ

（3）事業所・事業所団体の人材確保力の強化

（4）職場の定着率向上への取組み

6月30日（金） 【議題１】

ハローワークとの連携事業について 参加機関名簿はこちら

10:00～12:00 （1）ハローワーク相談員研修会の実施

（2）情報交換会

（3）福祉事業所見学会兼面接会

（4）セミナーの実施

【議題２】

福祉職場の職員意識調査について

【情報提供】

＜「福祉の祭典」の開催について＞

平成28年2月11日開催予定

＜「福祉職場就職フェス」の開催結果＞

平成27年5月31日（日）10時～16時

求人数（136法人・1532人）/来場者数（424人）

＜「HW西陣・福祉職場就職面接会」の実施報告＞

平成27年6月17日（水）13：30～16時

京都 2

京都 3

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/26-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/26-3_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

8月6日（木） 【議題１】　報告事項

　ハローワーク連携事業の実施状況について報告 参加機関名簿はこちら

15:00～17:00 　（１）相談員研修会（７／７HW伏見）

　（２）面接会（７／５HW京都七条）

【議題２】　報告事項

　「雇用管理改善啓発促進（労働局委託）事業」における啓発リーフレット及び雇用管理改善

　啓発セミナーの実施について　京都支部から報告案内

【議題３】　検討事項・・・参考資料１：開催予定

　・ハローワークとの連携事業について　「情報交換会(8/28)」の内容等検討

　・セミナー（9/9HW御池）　内容等検討

　・福祉事業所見学会兼面接会について　内容等検討　　

【議題４】　検討事項

　介護職員意識調査について　内容検討、意見交換等

　　⇒次回（10月予定）の認証制度会議において、上位認証基準に反映すべく準備を進める

　　　　WEB：きょうと294NETでの実施を予定

【その他】

　・H28.2開催予定の「福祉の祭典」について、検討のためのコーディネーター会議開催を予定

　　⇒9月4日

9月28日（火） 【議題１】　報告事項

　ハローワーク連携事業の実施状況について報告 参加機関名簿はこちら

10:00～ 　（１）情報交換会（8／28 （福）乙訓福祉会　乙訓の里）

　（２）セミナー（9／9HW烏丸御池　２７人）

　（３）福祉職場面接会　（8/19　HW伏見　１７人、　9/16　HW西陣　３６人）

【議題２】　報告事項

　①福祉就活フェス（8/15及び8/16の両日開催　京都府中丹、丹後）の実施結果報告

　②地域対象就活フェス（山城北・南）の実施報告　　

【議題３】　報告事項・・・京都府介護・地域福祉課から

　福祉職場　「組織活性化プログラム」について

　　１０月からプレ調査を実施、再検討を経て、H28年度4月から本格実施をめざす。

　　京都府が実施する「京都福祉人材育成認証制度」において、高位認証の要件とする方針

　　で検討中。（既に認証を受けた事業所がより高位の認証を受ける申請の際の条件とする）

【議題４】　検討事項

　　「福祉の祭典inきょうと」について　H28.2.11開催予定で、内容を検討中

【議題５】　検討事項

　　福祉職場　ミニ就職フェア　10月26日　ハートピアで開催予定、参加ブース２０法人を想定

京都 5

京都 4

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/26-4_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/26-5_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月13日（金） 【議題１】　報告事項

  福祉職場ミニ就職フェア 参加機関名簿はこちら

10:00～ 　「きょうと介護・福祉職場面接会～福祉の職場に出会わNIGHT～（１０／２６）

　⇒実施結果について資料に基づき報告

【議題２】　報告事項

　ハローワーク連携事業の実施予定について

　（１）１１/１８　HW西陣

　（２）１１/２５　HW伏見

【議題３】　検討事項

　　「福祉の祭典inきょうと」について　H28.2.11開催予定

　　人材確保・定着チームとしては、体験型・参加型の内容を検討

　　和太鼓演奏（オープニング）、紙すき体験コーナー、制作物展示・販売など

【議題４】　検討事項

　　福祉職場　ミニ就職フェア　と同様の面接会をH28年1月28日　１４：００～１９：００で開催

　　22事業所のブース参加を見込む。場所はハートピア大会議室

12月17日（金） 「きょうと介護・福祉ジョブネット 人材確保ワーキンググループ　人材確保・定着チーム会議」

参加機関名簿はこちら

10:00～ 【議題１】　報告事項

  福祉職場ミニ就職フェア

〇「きょうと介護・福祉職場面接会～福祉の職場に出会わNIGHT～（１０／２６）

　⇒採用の状況について

〇きょうと介護・福祉職場面接会＆相談会（１／２８）の出展予定法人について

【議題２】　報告事項

　ハローワーク連携事業の実施結果について

　（１）１１/１８　HW西陣：　６法人　２６人参加

　（２）１１/２５　HW伏見：　４法人　１５人参加

【議題３】　その他

 平成２６年度版　介護労働実態調査結果（京都府版）について・・・京都支部長から説明

　⇒傾向として、事業者の現場感覚と相違はない。特に、離職状況１年未満、３から５年以上

　　の離職が課題となっていることは調査にも現れている。対応策が求められるところである。

【議題５】　検討事項

　　「福祉の祭典inきょうと」について　H28.2.11開催予定

　　人材確保・定着チームとしては、体験型・参加型の内容を検討

　　和太鼓演奏（オープニング）、紙すき体験コーナー、制作物展示・販売などで確定

    その他、施設での利用者や職員の様子を映像で紹介する予定。

【その他】　　H.W.等連携事業スケジュール

京都 6

京都 7
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

1月21日（金） 「きょうと介護・福祉ジョブネット 人材確保ワーキンググループ　人材確保・定着チーム会議」

参加機関名簿はこちら

10:00～ 【議題１】　報告事項

（１）ハローワーク連携事業の実施結果について

　〇H２８/１／２０　ハローワーク西陣での面接会の実施状況

　　６法人が参加　17名の来場があった

　〇今後の予定　２／１７（HW伏見）、３／１６（HW園部　南丹市）で開催

（２）　その他

　〇労働局受託事業におけるセミナー開催（魅力ある職場づくり実践セミナー）の情報提供

　　センター支部長から情報提供した

【議題２】　検討事項

（１）『福祉の祭典』について

　〇ワーキンググループメンバーとしても広報協力する

　〇紙すき体験、物販ブースの協力体制⇒関係者で役割分担：センター支部からも協力

【議題３】　意見交換

　〇人材定着、育成グループとして、次年度取り組みをどのようにしていくかフリートーク

　・人材定着面での取り組みが弱い⇒事業所におけるキャリアパス形成、研修体制・方法

　　（例えば、時間外の出前研修など）や講師登録バンクなど考えてはどうか、等の意見あり

　・人材確保に関して、労働形態（短時間、フルタイム、年齢層など）に応じた就職面接会を

　　工夫することを検討している旨、人材研修センターから発言があった。

【その他】　今後の就職面接会等の予定について

2月26日（金） 「きょうと介護・福祉ジョブネット 人材確保ワーキンググループ　人材確保・定着チーム会議」

参加機関名簿はこちら

15:00～ 【議題１】　報告事項

（１）『福祉の祭典」及び「就活スタートアップフェア」（同時開催）の実施結果について

　〇H２８/２／１１　京都市勧業館みやこめっせ３階　第３展示場で開催

　　来場者1,322人 うち就活フェアは180人

　　経費の問題もあり、次年度以降継続するかどうかは検討課題との説明が

　　京都府からあった。

（２）ハローワーク連携事業の実施結果について

　〇H２８/２／１７　ハローワーク伏見での面接会の実施状況

　　４法人が参加　16名の来場があった。

（３）京都府福祉職場　組織活性化プログラムの実施について

　〇介護職員の意識調査を事業所運営改善につなげる取り組みとしてH28年度から本格的

　　に実施。活用のためのセミナーを開催する予定

　　⇒H28年度から実施する上位認証制度（「きょうと福祉人材育成認証制度」の一環）

　　　において「活性化プログラム」の活用を上位認証授与の条件としていく方向であること

　　⇒現在、プレ実施（試行実施）しており、そのデータ解析等をもとに修正し、本格実施に

　　　つなげていく予定

京都 8

京都 9
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月17日（木） 「きょうと介護・福祉ジョブネット 人材確保ワーキンググループ　人材確保・定着チーム会議」

参加機関名簿はこちら

15:00～ 【議題１】　報告事項

（１）ハローワーク連携事業の実施結果について

　〇H２８/３／１６　ハローワーク園部

　　　京都府南丹後市役所での面接会の実施状況

　　　５法人が参加　7名の来場に止まったが、出典事業者は謝意を表明されていたとのこと

（２）　平成28年度　京都府の取り組みについて

　〇平成28年度の予算要求状況について　　事業費予算額：９２２，３７６千円

　　　・介護・福祉人材研修センターの運営強化に引き続き取り組む

　　　・「きょうと福祉人材育成認証制度」の推進⇒上位認証制度を次年度から実施予定

　　　・京都府の北部地域での人材育成・確保事業の実施

　　　　⇒12法人による一般社団の組織化と実務者研修の実施、舞鶴の実習センターの活用

　　　・新たに、介護福祉士等修学資金貸し付け事業をスタートする

　　　　（全国的にもモデルケース）

　〇「きょうと介護・福祉ジョブネットの組織再編について

　　　・現行の人材確保・定着チームを改編し、京都市の参加を得る予定

　　　・構成組織団体それぞれの役割再確認と有機的な連携強化を目指す

　　　　⇒関係者には追って参画依頼と意思確認を実施

　　　・現行のハローワーク連携事業（面接会等）は京都福祉・人材研修センターが担っていく

【その他】　

（１）介護労働安定センターから：センターが行う人材確保・育成の事業の情報提供

　・平成28年度介護労働講習（実務者研修含む）の募集について情報提供と広報協力依頼

　・平成28年度の講習計画（案内チラシ）を提供

10月28日（水） 【議題1】

介護分野における求人・求職状況について 参加機関名簿はこちら

13:30～16:00 ・介護関連職種の職業紹介状況等について

・「介護就職デイ」面接会等実施予定一覧

【議題２】

２０２５年に向けた介護人材の確保の具体的な方策について

・資料参照

・各介護関係団体等からの意見・提案

・介護職員、介護福祉士等の育成（受講状況、受験状況等）

・介護事業所の介護労働状況等

【議題３】

介護分野に従事する者への育成・確保・定着を図る環境づくりについて

【その他】

介護労働安定センターより

・大阪労働局委託事業について

・介護労働懇談会ﾘｰﾌﾚｯﾄ及びホームページ掲載について

大阪労働局職業安定部より

・「改善計画に関する意見聴取についてのお願い

大阪 1

京都 10

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/26-10_27meibo.pdf
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月24日（木） 【議題1】

介護分野における求人・求職状況について 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 ・介護関連職種の職業紹介状況等について

ハローワーク（大阪東・あべの）より報告

大阪福祉人材支援センター　福祉の就職フェアの報告

【議題２】

「介護離職ゼロ」の実現に向けた介護人材確保対策について

・資料参照

　当センター発行　ｹｱﾜｰｸ１月号・２月号のトピックスより

　一億総活躍国民会議で「介護離職ゼロ」がとりあげられる

・各介護関係団体等からの意見・提案

　人材不足分野における人材確保のための雇用管理促進事業について

【議題３】

日常生活支援総合事業における担い手の育成等について

・新しい介護予防・日常生活支援総合事業について

　大阪府高齢介護室介護支援課　地域支援グループ　元木様より特別講演

　学校法人瓶井学園　より「介護分野における求人・求職状況について」と「介護予防・日常生活

支援総合事業における担い手の育成等について」　提言

・各介護関係団体等からの意見・提案等

【その他】

介護労働懇談会ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成の報告

9月11日（金） 兵庫県福祉人材センター運営委員会及び福祉人材確保推進協議会

参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

10:00～12:00 【議題１】

兵庫県：福祉人材確保対策の総合的推進について

　　・経緯・概要、実施状況

【議題２】

兵庫県ナースセンター：１０月からのﾅｰｽｾﾝﾀｰへの届出について

　　・｢看護師等の人材確保の促進に関する法律｣第１６条の３　第一項に基づく届出

【議題３】　＊確保推進協議会

福祉人材確保に関する最近の動向について

　・一般大学生等学生福祉人材確保促進について

　・福祉を志す学生に対する支援の実態(介護福祉士等修学資金貸付事業)

　・若者の福祉職場に対する意識

【議題４】　＊介護労働安定ｾﾝﾀｰより

　・平成２６年度　介護労働実態調査結果について（報告）

　・労働局委託事業｢雇用管理改善事業｣でのご協力の依頼について

　・周知活動ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成とﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載提案について（承認）

　・ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄの連携対応について（介護労働懇談会）

　　＊（今後の検討課題）教育訓練機関（高校・専門学校・大学・訓練校等）との情報交換の場

大阪 2

兵庫 1
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

1月8日（金） 【報告・連絡】

　・周知活動ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成とﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載について　(中途報告）＊訂正・追加募集中 参加機関名簿はこちら

11:20～11:45 　・ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄの連携対応について　（介護労働懇談会）＊兵庫労働局・神戸ＨＷとの連携

【報告】

　・介護雇用管理改善等計画関連　＊ｱﾝｹｰﾄ「改善計画認定制度」　労働局からの報告

【報告・検討等】（人材ｾﾝﾀｰ運営委員会にて県からの発表）　

　・兵庫県介護従事者（数等）状況について　＊（第１回の安定ｾﾝﾀｰに続き）県からの報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊県としての把握数について（とらえ方）

3月28日（月） 兵庫県福祉人材センター運営委員会及び福祉人材確保推進協議会

参加機関名簿はこちら

11:35～11:50 【議題１】 報告・連絡

　・27年度兵庫県介護労働懇談会　周知活動リーフレットについて

　＊リーフレット２０を用意しました。

　　リーフレットは在庫がありますのでご連絡下さい。

【議題２】報告

　・兵庫労働局委託事業（人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業）

　　の完了報告および雇用管理制度改善の導入事業所事例について

　＊一般支援と重点支援の例などを掲示しています。

　　５年未満の事業所が対象なので、事業主が非常に忙しく打ち合わせ時間が

　　とりづらいケースが多かったものの、所定の制度導入等が図られました。

兵庫 2

兵庫 3
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平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月5日（木） 【議題１】

介護労働実態調査結果報告 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

14:00～16:00 　　　 (介護労働安定センター)

【議題２】

奈良県における福祉・介護人材の確保に向けた取り組み概要報告

　　　 (奈良県　地域福祉課・長寿社会課）

【議題３】

議題２の具体的取組と進捗報告

　　　（福祉人材センター）

【議題４】

奈良県介護労働懇談会リーフレット作成およびＨＰ掲載について

　　　 (介護労働安定センター)

【その他】

　・改善計画確認制度に関する意見聴取  （奈良労働局）

　・ハローワーク奈良　福祉人材確保取り組み計画  （ハローワーク奈良）

3月11日（金） 【議題１】

奈良県の労働市場動向報告 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 　　　 (奈良労働局職業安定部)

【議題２】

雇用管理改善促進事業報告

　　　 (介護労働安定センター）

【議題３】

介護職イメージアップの取り組み報告

　　　（福祉人材センター）

【議題４】

職業訓練実施状況報告

　　　 (県雇用労政課・機構・介護労働安定センター)

【議題５】

奈良県福祉・介護人材確保協議会報告

　　　 (県地域福祉課)

【議題６】

２８年度人材確保計画案報告

　　　 (県長寿社会課)

【議題７】

奈良県介護労働懇談会リーフレット確認

奈良 2

奈良 1
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

6月1日（月） 【議題１】

県内介護人材確保対策の現状 参加機関名簿はこちら

15:00～16:00 介護福祉士資格取得方法の一元化の影響もあり、養成施設入校者が減少。

（対策）外国語学校とタイアップして中国人、ベトナム人学生を受け入れを検討。

【議題２】

新たな取り組み

・高校卒業後就職者等の新規参入の促進

・新規参入者の定着促進

・介護職員確保対策支援協議会の設置

・人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善事業の実施

1月15日（金） 平成２７年度第２回和歌山労働局福祉人材確保推進協議会

参加機関名簿はこちら

14:30～15:30 【議題１】

県内介護人材確保対策の現状

【議題２】

介護保険制度改正（地域包括ケアシステム）の介護事業所に与える影響

8月21日（金） 【議題１】

　鳥取県における医療・福祉分野における求人・求職の動向 参加機関名簿はこちら

10:00～12:00

【議題２】

　各機関・団体における福祉人材の確保と定着に関する施策の概要及び

　取り組みについて

【議題３】

　介護現場における人材確保の現状　

【議題４】

　（公財）介護労働安定センターにおける介護労働者の人材確保・定着にむけた

　取り組みについて（労働局委託事業）

　「魅力ある職場づくりのための企業自己点検ツール」『介護の雇用管理改善

　CHECK＆DO25』の活用と効果について

【その他】

　情報交換

和歌山 1

和歌山 2

鳥取 1
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

8月4日（火） 【議題１】

介護人材確保対策の現状および取組について意見・情報交換 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 ①行政機関の取組・情報提供

②各関係団体・機関からのご意見・情報提供 開催風景

③当センターからの情報

【その他】

①ロボットスーツHALの紹介

②介護労働懇談会のリーフレットの作成について

11月27日（金） 【意見・情報交換】

介護人材確保対策の現状および取組について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ①行政機関の取組・情報提供

②各関係団体・機関からのご意見・情報提供

③当センターからの情報

【その他】

改善計画認定制度について意見・情報交換

6月2日（火） 【議題１】

設立に向けた承認事項について 参加機関名簿はこちら

15:00～17:00 ①趣旨について

 （1）オール岡山で各々の事業を行う。

 （2）役割分担し、職務、職責を果たす。

②国の介護人材確保方策が示されており、準ずること

 （1）他分野からの参入促進

 （2）新規のキャリアパス、キャリア形成による処遇改善etc.

【議題２】

会長、副会長の選任について

【議題３】

今後の進め方・スケジュール（案）について

【議題４】

岡山県福祉・介護人材確保対策推進補助金について

【議題５】

各機関・団体が抱える課題の共有等について

島根 2

岡山 1

島根 1
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月12日（木） ＜介護就職デイ＞

主催：岡山労働局、岡山公共職業安定所 セミナー参加者

13:00～14:00 共催：介護労働安定センター（セミナー開催） 介護職の求職者

○目的○

介護業界のイメージアップを図る

【セミナー】参加者：50名

現役施設長による介護職の魅力及びやりがいについて

①介護の仕事のやりがい

②介護職のスキルアップ

③職場選びのポイント

3月16日（水） 【協議】

会長挨拶　 参加機関名簿はこちら

15:00～17:00 岡山県の推計では2025年に6000人の介護職員が不足、ｵｰﾙ岡山でこの課題を解決する。

１．平成27年度の進捗状況について

 （1）実務者会議全体報告　1回目で本年取り組みとスケジュール整理、2回以降部会開催

 （2）作業部会1～3報告　別添資料2に基づき説明

２．次年度以降に向けた協議・検討について

 （1）事務局（県社協）から資料3～5に基づき説明

 （2）岡山県保健福祉部保険福祉課から岡山県資料1および2について説明

３．質疑応答、その他

 （1）岡山県としては、平成28年度以降の施策で6，000人の介護職員不足が解消できると

　　考えているのか。

 （2）医療介護総合確保基金をこの協議会の作業部会で決議した対策費用に充てることが

　　できないか。また締め切りが3月25日までだが、期限の猶予はできないか。

 （3）京都府、広島県が実施している「介護事業所認証制度」を岡山県が主体性を持ち、

　　　実施していただきたい。

 （4）介護労働安定センターが、介護の雇用管理改善CHECK＆DO25を活用したセミナー、

　　個別相談を実施しており、この協議会としてセミナーが実施できないか。事業所の認証

　　制度にも結ぶ付けることができるのでは、ないか。

岡山 2

【セミナー】現役施設長による介護職の魅力及びやりがいについて

岡山 3
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

7月16日（木） 【基調講演】

「医療と介護の連携の強化について～地域包括ケアシステムについて」 参加機関名簿はこちら

13:30～16:30 公立みつぎ総合病院名誉院長・特別顧問

広島県地域包括ケア推進センター長　山口昇氏による基調講演 開催風景

【議題２】

参加行政からの最新情報の提供

・職業訓練（介護労働分野）の実施状況について

・２０２５年に向けた介護人材の確保～量と質の好循環の確立に向けて～

・平成２７年度介護サービス事業者への集団指導研修の実施について

・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)について

・広島県における介護分野の人材不足の状況について

・職場意識改善助成金(職場環境改善コース)のご案内

・福祉人材確保重点対策事業について

【議題３】

広島県介護人材の確保・育成等について

・求職者支援訓練の認定申請受付について

・魅力のある福祉・介護の職場宣言のロゴマーク　提案

・魅力のある福祉・介護の職場宣言(ひろしま)※ＨＰ作成(案)

【その他】

意見交換

2月17日（水） 【議題１】

基調講演　「地方から発信する介護の魅力」　～広島方式で変える介護業界～ 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

13:30～16:30 　　　　　　　講師　広島老新福祉施設連盟　会長　平石　朗　氏

【議題２】

参加行政機関からの最新情報提供

【議題３】

介護サービスを支える介護人材の確保について

【議題４】

２８年度の懇談会　主要テーマについて

広島 1

広島 2
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

9月9日（水） 【議題１】

行政機関等からの情報提供 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

13:30～16:00 ・最近の雇用失業情勢について

・知識等習得訓練について

【議題２】

関係団体、関係機関からの27年度人材確保、ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄ開催予定について

・介護人材確保総合対策事業（介護の魅力発信・ＰＲ事業）

・介護への理解促進事業（出前講座、職場体験）

・介護の日の記念ｲﾍﾞﾝﾄ

・高校でガイダンス

・中学校へ向けての出前授業

・仕事にプラスになる資格を取得したら給料アップ

・奨学金制度、ｲﾒｰｼﾞﾎﾟｽﾀｰ、ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ、広報集、介護体験等

【議題３】

介護労働懇談会、周知広報活動等について提案

・名称の再検討

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ作成にあたりﾒﾝﾃﾅﾝｽにかかる労力への不安

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼをすでに作成している県の実績が知りたい

【議題４】

人材確保・ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ提案、課題等意見交換

・介護職員の服装のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

・修学資金貸付制度の複数年確保

3月11日（金） 【議題１】
行政機関等からの情報提供 参加機関名簿はこちら

13:30～16:00
【議題２】
介護労働懇談会広報誌の説明及び周知方法の意見交換

【議題３】
定着に向けて職場内の改善（雇用管理改善・処遇改善・助成金活用）状況と
更なる改善をする為の行政に対して求める事。

【議題４】
労働人口減少の中の人材確保策についての意見交換

山口 1

山口 2
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

9月9日（水） 【議題１】　

参加機関からの報告・お知らせ等について 参加機関名簿はこちら

13:30～16:00 ・最近の介護分野における雇用失業情勢について

・平成27年度「地域医療介護総合確保基金（介護分）」の概要について 開催風景

・徳島県の介護関係訓練の実施状況について

・福祉人材センター事業説明について

・徳島県の介護・福祉に係る人材確保に関する取組状況について

・「福祉・介護のしごとイメージアップ事業」について

・平成27年度徳島労働局委託事業「人材不足分野（介護分野）における人材確保のための

　雇用管理改善促進事業」の概要について

・平成26年度「介護労働実態調査」の結果について

【議題２】

「介護分野のイメージアップのための情報発信・啓発のあり方について」

・教育関係者を交えての意見交換会

・介護分野・業界の情報発信事業：介護労働懇談会の開催内容の周知及び参加機関等の

　情報掲載リーフレット作成・配布　

【その他】

・福祉人材確保重点実施期間における各機関の取組み等について

・次回の介護労働懇談会における議題及び日程について

1月28日（木） 【議題１】　

参加機関からの報告・お知らせ等について 参加機関名簿はこちら

13:30～16:00 ・最近の介護分野における雇用失業情勢について

・平成27年度国の補正予算に係る「潜在介護人材の呼び戻し（離職した介護人材の ＜開催風景＞

　再就職準備金貸付メニューや届出制度の新設）」について

・徳島県の介護関係訓練の実施状況について

・福祉人材センター事業説明について

・徳島県の介護労働懇談会周知用リーフレット等及び平成27年度徳島労働局委託

　事業に係る「介護職が働きやすい魅力ある職場づくり実践セミナー」のご案内

【議題２】

「介護分野のイメージアップのための情報発信・啓発のあり方について」

（介護分野が新規学卒者の積極的進路選択の一つとなるための方策及び小・中・

高生の福祉のしごとと紹介などについての意見交換）

○教育関係者を交えての意見交換

○小、中、高等学校への出前授業及び介護現場体験ツアーなど

○介護分野及び地域（徳島県）特有の人材確保の問題点・特徴等

○介護分野・業界の情報発信事業の具体的あり方等

【議題３】

・次回の介護労働懇談会における議題及び日程について

徳島 1

徳島 2
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

7月14日（火） 【議題１】

（1）行政機関等からの情報提供について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・香川県の雇用情勢について ＜パンフレット＞

・介護雇用管理改善等計画の概要 開催風景

・各種助成金について

・平成26年度介護関係事業実績について

・介護人材確保対策（啓発イベント・出前授業・介護人材マッチング）について

・介護人材確保等支援事業（新人介護職員対象の研修・介護技術コンテスト）について

（2）教育訓練機関からの情報提供について

・平成26年度求職者支援訓練の実績及び平成27年度計画

・平成26年度介護職員初任者研修課程の実績及び平成27年度計画

・平成25年度・26年度の介護福祉士養成課程の18期生・19期生の実績について

【その他】

香川支部からのお知らせ

・平成27年度介護懇談会の取り組みについて

10月26日(月) 【議題１】

魅力ある職場づくりに向けて 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・介護施設での現状と課題について

・香川県介護福祉士会での取り組み（人材育成、啓蒙活動）について 開催風景

・香川労働局の取り組み（求人求職のマッチング・施設訪問・セミナー）について

・『CHECK&DO25』について

・介護の仕事魅力発信ＤＶＤ「笑顔の花を咲かせる仕事」上映

【議題2】

「介護の日」に向けた取り組み、実施状況について

・「介護のしごと就職フェア」について

・代替要員の確保対策事業について

・介護ロボット導入支援事業について

・アセッサー講習受講料支援事業について

【議題3】

平成26年度介護労働実態調査について

【議題4】

その他

・香川労働局から「改善計画」の認定制度の仕組みについてのお知らせ(依頼)

香川 1

香川 2
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http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/37-1_27pic.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/37-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/37-2_27pic.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/37-1_27pic.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/37-1_27fly.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

7月23日（木） 【議題１】

「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業」について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00

【議題２】 開催風景

雇用管理改善の推進の推進について

【議題３】

松山管内の介護人材の現状について

【議題４】

介護人材確保に関する愛媛県の取り組みについて

【その他】

愛媛県版介護労働懇談会のリーフレットの作成について

3月10日（木） 【議題１】

労働局委託事業「人材不足分野における人材確保のための 参加機関名簿はこちら 　　　＜開催風景＞

14:00～15:40 雇用管理改善促進事業」について

【議題２】

雇用管理改善の取り組み好事例について

【議題３】

「愛媛県版介護労働懇談会」のリーフレットの周知について

【議題４】

介護人材確保及びイメージアップ等についての情報交換、意見交換ほか

6月8日（月） 【議題１】

・関係機関からの状況報告等 参加機関名簿はこちら

13:30～16:30 　　各機関から、前年度実績や本年度事業等について、報告・説明

【議題２】

・推進協議会設置要領の改正（部会の設置）について

　　原案通り、満場一致で承認された。

【議題３】

・その他連絡事項

　　福祉人材センターの活用文書を各機関あて送付することとした。

【議題４】

・介護人材確保のための方策について

愛媛 1

愛媛 2

高知 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/38-1_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/38-1_27pic.pdf
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月14日（月） 高知県福祉・介護人材確保推進協議会

参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 【議題１】

○関係機関からの情報提供について

　①各機関から、平成２７年度福祉・介護人材確保対策事業実績及び平成２８年度の

　　　事業予定等について報告・説明が行われ、メンバー全体で情報共有した。

　②高知労働局より、平成２７年度「介護就職デイ」の開催状況、２８年度の人材不足

　　分野関係委託事業、最近の県内の雇用失業情勢等について報告・説明が行われた。

【その他】

　①介護の日啓発事業部会から、平成２７年度の実績と２８年度の計画について

　　報告・説明が行われ了承された。

　②地域医療介護総合確保基金部会から、平成２８年度の当該基金を活用した

　　事業提案への対応結果について、報告・説明が行われた。

　③認証評価制度等検討部会から事業スキーム案が示され、平成２９年度実施に向けて

　　部会で４回協議することとなった。

　④平成２８年度の次回開催時より、「高知県介護支援専門員連絡協議会」の本協議会への

　　参加が了承された。

　⑤高知県介護労働懇談会事務局から、「介護労働懇談会リーフレット及びホームページ

　　掲載について」及び当懇談会の運営方法の見直しについて説明し、諮った結果、

　　了承された。

10月30日（金） 福岡県介護人材確保・定着促進協議会（環境改善・人材育成部会）

参加機関名簿はこちら

10:00～12:00 【議題１】

①自己紹介と各団体の取組み

②福岡県における介護職員の現状について

③地域医療介護総合確保基金について

④福岡県介護人材確保・定着促進協議会の取組み方針について

⑤福岡県介護人材確保・定着促進協議会のスケジュールについて

⑥介護人材の定着促進・育成に係る福岡県の取組と課題について（次回協議予定）

⑦協議会のホームページ作成について

高知 2

福岡 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/39-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/40-1_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

1月7日（木） 福岡県介護人材確保・定着促進協議会（環境改善・人材育成部会）

参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 【議題１】

・職場環境の改善・資質の向上

①新任介護人材の早期離職防止

②結婚・出産・育児で離職することなく働き続けられる環境整備

③労働環境、雇用管理の改善

④キャリアパスの整備

⑤腰痛対策や業務負担の軽減

【議題2】

・本協議会のホームページ作成について

7月27日（月） 【議題１】

「介護雇用管理改善等計画」についての報告・・・佐賀労働局 参加機関名簿はこちら ＜開催風景＞

13:30～15:30 ・人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善事業(啓発実践コース)

　の概要と、進捗状況の報告・・・介護労働安定センター

【議題２】

今後の介護労働懇談会の進め方についての提案・・・佐賀県長寿社会課

～介護人材確保に向けた今後の取組について

　(具体的な議論の場として、分科会(ＷＧ)の設置提案・・佐賀県主導による)

【議題３】

介護業界のイメージアップを図る新たな取組についての提案・・・介護労働安定センター

【その他】

佐賀県高等学校教育研究会福祉部会の活動報告・・・佐賀県高等学校福祉部会

佐賀 1

福岡 2

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/40-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/41-1_27meibo.pdf
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

2月3日(水) 【議題１】

人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善事業(啓発実践コース) 参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 　の事業報告（好事例の紹介）・・・介護労働安定センター

　～一般啓発（32事業所）、重点啓発（5事業所）

　　地域コミュニティ（1か所）、好事例パンフレットの作成と周知について報告。

【議題２】

介護人材確保のためのワーキンググループ（WG）の開催状況・・・佐賀県長寿社会課

～3つのWGを設置した。（11月、12月の2回開催）

　・“理解促進・イメージアップWG・・11事業所”、“資質向上WG・・9事業所”

　　“労働環境・処遇改善WG・・13事業所”

　・28年度も継続して開催し、その成果を29年度の施策に反映したい。

　・WGについての意見、要望があった。

【その他】

～介護に係る情報の共有

　・取り組み事例の報告

　・人材育成に向けた意見の交換

7月6日（月） 【議題１】

　介護人材確保対策について 参加機関名簿はこちら

15:15～16:45 　　長崎労働局職業安定部　地方訓練受講者支援室長

　　　＜開催風景＞

【議題２】

　福祉分野における求人・求職の動向

　　長崎公共職業安定所　福祉人材コーナー　介護労働専門官

【議題３】

　平成２７年度確保人材対策事業について

　　長崎県社会福祉協議会福祉人材研修センター　係長

【議題４】

　雇用管理改善促進事業（長崎労働局委託事業）について

　　介護労働安定センター　長崎支部長

【議題５】

　各機関における施作の概要及び問題点等

　　各機関より発表

【その他】

　質疑・応答

佐賀 2

長崎 1
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月10日（火） 長崎労働局職業安定部との共催
参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 【議題１】
　介護人材確保対策について
　　長崎労働局職業安定部　地方訓練受講者支援室長

【議題２】
　福祉分野に於ける求人・求職の動向
　　長崎公共職業安定所　福祉人材コーナー　介護労働専門官

【議題３】
　雇用管理改善促進事業（長崎労働局委託事業）について
　　介護労働安定センター　長崎支部長

【議題４】
　各機関における施策の概要及び問題点等
　　各機関より発表

【その他】
　質疑・応答

11月17日（火） 【議題１】

熊本県介護労働懇談会設置要綱について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・介護福祉士養成施設協会　熊本県代表校変更（今年度より中九州短期大学が代表校）

【議題２】

介護労働安定センター熊本支部　平成27年度事業について

・雇用管理、能力開発の各事業について報告

【議題３】

意見交換

・介護分野のイメージアップについて

・人材定着について

・養成校について

・経営状況について

【その他】

「改善計画認定制度に係る地方の意見」について

・熊本労働局から説明

熊本 1

長崎 2

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/42-2_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/43-1_27meibo.pdf
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月14日(月） 【議題１】

介護労働安定センター熊本支部　平成27年度事業について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・雇用管理、能力開発の各事業について報告

【議題２】

意見交換

・介護分野のイメージアップについて

・人材定着について

・養成校について

・経営状況について

・介護離職者向けの資金制度について

8月7日（金） 福祉人材確保推進協議会

参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 【議題１】

福祉人材確保重点対策事業に係る取り組みの状況等について

・福祉関係職種に係る求人・求職状況等について

・福祉人材コーナーの業務取扱状況について

【議題２】

福祉人材確保に係る関係機関・団体の取組み状況について

・各団体より説明

【その他】

・介護分野への参入促進における阻害要因及び離職要因等について

・今後、本会議に参加いただきたい団体等について

・介護労働懇談会における「リーフレットの作成」、「メンバーサイトの作成」について

3月11日（水） 福祉人材確保推進協議会

参加機関名簿はこちら

9:30～11:30 第1部

【議題1】

福祉・介護分野における労働市場の状況について

【議題2】

福祉人材確保に係る取組状況等について

・各団体より説明

【議題3】

意見交換

大分 2

熊本 2

大分 1
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月11日（水） 【議題1】

参加機関名簿はこちら

11:30～12:00 介護業界のイメージアップを図る取組みについて

9月15日(火) 【議題１】

各機関より情報提供 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・福祉･介護人材確保に関する取組み

・介護人材確保のための「魅力ある職場づくり」向けて概要版の説明

・介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント

・女性の活躍推進事業、男女雇用機会均等法等の推進状況

・管内労働市場の状況、安定所福祉人材コーナーの取組み

・「魅力ある職場づくり」事業について

・県内、介護事業所の需要見通しについて

・養成校入学者人数状況

【その他】

意見交換

3月7日(月) 【議題１】

各機関より情報提供 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ・現下の雇用情勢（全国、宮崎）、今後の就業者見込（全国）

・福祉人材センターにおける福祉人材確保の取り組み

・平成27年度　労働局委託事業、県委託事業報告

【議題２】

意見交換

大分 3

宮崎 1

宮崎 2

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/44-3_27meibo.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/45-1_27meibo.pdf
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2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月27日（金） 【情報提供】

（1）介護分野の雇用情勢と対策について（鹿児島職業安定所） 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 ①介護分野における職業紹介の現状

②福祉人材コーナーにおける取組み

・64カ所にコーナーを設置し、専門官を配置

・求職者に対する支援

・担当者制による相談、紹介、訓練、他機関の案内

・事業所に対する支援

・福祉分野面接会の開催

③27年度　新規取組み

・介護求人充足支援強化プログラム

（2）各団体による事業所の現状と職場環境改善に係る取組みについて

・県老人福祉施設協議会

・県老人保健施設協会

・県ヘルパー協会

・県グループホーム連絡協議会

・特定施設介護サービス

・通所介護事業所

（3）関係機関の取組みについて

・県社会福祉協議会

・県労働局職業対策課

・介護労働安定センター

鹿児島 1

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/pdf/46-1_27meibo.pdf


2016/06/07現在

開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

3月8日(火) 【議題１】

①雇用失業情勢について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:30 ・求人倍率の推移

・求人の動き

・求職の動き

・就職の動き

②興味を持っていただける求人票の書き方について

・ポイントの説明

【議題２】

介護現場の現状について

①職員採用及び職場定着の状況

②離職者の今年度の動き

③採用について新しく取り組まれた手法や工夫

【議題３】

介護職員研修機関、養成校の現状について

・受講生、新入生の状況

・修了後、卒業後の進路

【議題４】

行政機関、団体による人材確保の取組みについて

①若い人材確保のための取組み

②雇用管理改善に係る事業の実施
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開催日時 議題及び討議内容 出席者

平成27年度 介護労働懇談会開催結果報告書

支部(所)/回 その他

11月25日（木） 【議題１】

『伸びる職場』：人材育成や施設内研修などへの取組状況と課題について 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 人材育成関する施設方針やｷｬﾘｱﾊﾟｽ作成の現状、関係機関と連携して取り組んで欲しいこと等。

【議題２】

『働きやすい職場』：出産や育児、親の介護に直面している職員への応援、対応等。

働きやすい職場環境の構築に工夫している事や対応に困っている事。それを踏まえて、

関係機関が連携して取り組んで欲しいこと等。

【議題３】

『定着する職場』：雇用管理改善、処遇改善の取り組み等。率先して良い職場環境づくりや

職員定着の努力工夫について。組織運営及び経営改善や経営力アップの取り組みなど。

その他、関係機関が連携して取り組んで欲しいこと等。

【その他】

介護労働安定センターの26年度業務概要の説明及び業務内容の紹介

労働局委託事業の情報提供と介護労働懇談会パンフレットの説明と協力呼び掛け

出席した介護事業主団体や介護関係団体からの活動PRや県社協・福祉人材ｾﾝﾀｰから

福祉介護分野の人材育成ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの資料配付と活用呼び掛け。

沖縄労働局からの企業求人を出す際の工夫や協力呼び掛けと『ﾒﾝﾀｰ制度』の説明等。

3月18日（金） 【議題１】

『魅力ある職場づくりの提案』　　　＜＜今なぜ・・・研修体制の構築？＞＞ 参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 介護現場における若年層の確保と育成について講演をして頂いた。

【その他】

・情報交換

・沖縄県介護福祉士養成校連絡会からの情報提供

・連合沖縄からの質問と労働者確保のための提言

・沖縄県立高校福祉コースの教師からの活動報告並びに提案

・沖縄県社会保険労務士会より介護現場のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや理想理念等について提言

・沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課より地域医療介護確保総合基金の説明
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