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【議題１】各団体からの年度計画 7月30日（水） 【行政機関】

・EPAによる受け入れについて 北海道労働局職業安定部長

・介護・看護就職ディについて 北海道労働局職業安定課課長代理

北海道労働局職業安定課職員

【議題２】各団体からの介護人材確保についての意見 札幌ハローワーク亀倉

北海道福祉援護課主幹・主査

【介護関係団体】

日本慢性期医療協会副会長

全国介護事業者協議会副理事長・北海道支部長

 日本認知症グループホーム協会北海道支部

  齊藤事務局長・理事

全国軽費老人ホーム副理事長

北海道ホームヘルプサービス協議会副会長

全国老人保健施設協会事務局長

北海道介護福祉士会事務局長

【その他機関】

連合北海道総合政策局長・副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

北海道支部長、北海道支部職員

【議題１】平成26年度実態調査（25年データ）の集計報告 10月22日（水） 【行政機関】

北海道労働局職業安定部長

【議題２】北海道労働局からの雇用情勢等の報告 北海道労働局職業安定課課長代理

北海道労働局職業安定課職員

【議題３】職業安定部長の議事進行による各団体との意見交換 札幌ハローワーク職員

・介護人材の確保　職場の魅力を高めたり、イメージアップを図るような政策を進めている 北海道福祉援護課主幹・主査

・EPA外国人労働者について 札幌市介護保険課課長

・本日の意見は上部機関に伝えていく 【介護関係団体】

全国介護事業者協議会副理事長・理事

日本認知症グループホーム協会北海道支部事務局長

全国軽費老人ホーム副理事長

北海道ホームヘルプサービス協議会副会長

全国老人保健施設協会事務局長

北海道介護福祉士会事務局長

【その他機関】

連合北海道総合政策局長・副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

北海道支部長、北海道支部職員
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【議題１】介護労働懇談会の開催について 9月24日（水） 【行政機関】

青森労働局職業安定部長

【議題２】行政機関より情報提供 青森労働局職業安定部職業対策課長

・EPAによる介護福祉士の候補者の受け入れについて 青森公共職業安定所介護労働専門官(兼）上席職業指導官

・介護人材確保のための『魅力ある職場づくり』に向けて 青森県健康福祉部健康福祉政策課包括ケア推進グループマネージャー

青森県健康福祉部健康福祉政策課包括ケア推進グループ主査

【議題３】福祉・介護等関係機関より 青森県健康福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループ主幹

・介護事業所の雇用管理改善好事例（青森県）の紹介 青森県商工労働部労政・能力開発課職業能力開発グループマネージャー

【介護関係団体】

【議題４】その他情報提供・意見交換 青森県社会福祉法人経営者協議会会長

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会青森県代表校

　　弘前医療福祉大学短期大学部 学長　

公益社団法人青森県老人福祉協会事務局長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会森県支部副会長

一般社団法人青森県介護福祉士会会長

一般社団法人全国介護事業者協議会東北ブロック理事

日本労働組合総連合会青森県連合会副事務局長

社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材課課長代理心得

青森県福祉人材センター福祉人材課課長代理心得

青森県ホームヘルパー連絡協議会事務局

公益社団法人青森県医師会医療企画課長

特定非営利活動法人青森県介護支援専門員協会事務局

株式会社リブライズかっこうの森代表取締役

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

青森支部長、青森支部職員

【議題１】介護労働懇談会の開催について 3月20日（金） 【行政機関】

青森労働局職業安定部職業対策課課長

【議題２】行政機関より情報提供 青森公共職業安定所介護労働専門官(兼）上席職業指導官

・福祉関連の雇用情勢について 青森県健康福祉部健康福祉政策課包括ケア推進グループマネージャー

・介護分野の雇用情勢と福祉人材コーナーにおける対策について 青森県健康福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループサブマネージャー

・介護人材確保対策連携強化事業について 青森県商工労働部労政・能力開発課職業能力開発グループマネージャー

・人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業について 青森県社会福祉法人経営者協議会理事老人福祉委員会委員長

・介護分野の職業訓練について　 【介護関係団体】

公益社団法人日本認知症グループホーム協会青森県支部副会長

【議題３】福祉・介護等関係機関より 青森県ホームヘルパー連絡協議会副会長

・平成２６年度研修計画と青森県福祉人材センターの新事業について 一般社団法人青森県介護福祉士会会長

・センターの事業取組について 公益社団法人青森県看護協会事業課長

・介護労働実態調査の紹介及び特別調査について 日本労働組合総連合会青森県連合会副事務局長

・介護事業所における中間管理者層のキャリア形成に関する報告書について 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材課課長代理心得

青森県福祉人材センター

【議題４】その他情報提供・意見交換 【介護労働安定センター（事務局を含む）】

青森支部長、青森支部職員
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【議題１】　情報提供の連携について 5月23日（金） 【行政機関】

・関係機関HPのリンク、各種催し物の共催、県介護情報ポータルサイトの連携。 岩手労働局職業安定部職業対策課長　　

ポータルサイトの運用案「情報提供フロー図」の紹介 盛岡公共職業安定所業務次長

盛岡公共職業安定所業務介護労働専門官

【議題２】福祉人材確保重点実施期間（11月）等行事の」連携について 岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当課長

・「就職フェア」など各機関が行う行事等での連携について 岩手県保健福祉部長寿社会課主任

岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室主査

【介護関係団体】

岩手県社会福祉協議会福祉人材センター所長

岩手県介護老人保健施設協会事務局長

岩手県認知症高齢者グループホーム協会会長

岩手県ホームヘルパー協議会会長

岩手県介護福祉士会会長

岩手県介護福祉士養成施設協会（代表校）

　　盛岡社会福祉専門学校教務主任

遠野職業訓練協会教務主任

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

岩手支部長、岩手支部職員

【議題１】岩手県介護情報ポータルサイトへの情報掲載について（2回目） 7月23日（水） 【行政機関】

・各機関からの情報のとりまとめ役について、事務局の「介護労働安定センター」が担当 岩手労働局職業安定部職業対策課長

　 岩手労働局職業安定部雇用開発係長

【議題２】求人・求職のマッチングに係る連携について 盛岡公共職業安定所業務次長

・関係機関がどのような連携が可能なのか質疑 盛岡公共職業安定所介護労働専門官

岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当課長

【議題３】介護員の離職防止対策に係る連携について 岩手県保健福祉部長寿社会課主任

・行政として今後とも介護のＰＲなど啓発活動をする 岩手県保健福祉部長寿社会課保健福祉企画室主査（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ出席）

岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室主査

【介護関係団体】

岩手県社会福祉協議会福祉人材センター主査

岩手県社会福祉協議会高齢者福祉協議会会長

岩手県介護老人保健施設協会事務局長

岩手県認知症高齢者グループホーム協会会長

岩手県介護福祉士会会長

岩手県介護福祉士養成施設協会（代表校）

　　会長（盛岡社会福祉専門学校）

連合岩手（日本労働組合総連合会岩手県連合会）事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

岩手支部長、岩手支部職員
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【議題１】岩手県介護情報ポータルサイトの運営について総括 1月27日（火） 【行政機関】

岩手労働局職業対策課長

【議題２】平成27年度介護労働懇談会計画（案） 盛岡公共職業安定所次長

①開催回数、時期、方法等について 岩手県長寿社会課介護福祉担当課長

②テーマおよび内容について 岩手県長寿社会課主任

・介護人材不足への対応 岩手県長寿社会課主任

【介護関係団体】

【議題３】介護職員サポートプログラム（例）について 岩手県社会福祉協議会福祉人材センター所長

岩手県社会福祉協議会高齢者福祉協議会会長

岩手県社会福祉協議会高齢者福祉協議会事務局

岩手県介護老人保健施設協会事務局長

岩手県ホームヘルパー協議会会長

岩手県介護福祉士会会長

岩手県介護福祉養成施設協会（代表学校）

　　教務主任（盛岡社会福祉専門学校）

遠野職業訓練協会教務主任

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

岩手支部長、岩手支部職員

岩手 3
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【議題１】介護分野の現状と課題 6月12日（木） 【行政機関】

宮城労働局職業安定部職業安定課長

【議題２】人材確保に向けた対応 宮城労働局職業安定部職業安定課長補佐

宮城労働局職業安定部職業紹介係長

【議題３】介護の日に向けた取り組み 雇用保険監察官

・関係団体及び関連部門との緊密な連携と広報活動が必要 宮城県保健福祉部長寿社会政策課主事

宮城県保健福祉部社会福祉課主任主査

仙台公共職業安定所職業相談部長

仙台公共職業安定所介護労働専門官

【介護関係団体】

宮城県福祉人材センター所長

一般社団法人宮城県保育協議会センター長

【その他関係機関】

宮城県社会福祉施設経営者協議会会長

宮城県介護福祉士養成施設協会事務局

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

宮城支部長

【議題１】センターより雇用管理改善の取組みについて 2月24日（火） 【行政機関】

宮城労働局職業安定部雇用保険監察官

【議題２】人材確保にむけた取組み 宮城県保健福祉部長寿社会政策課課長補佐

宮城県保健福祉部長寿社会政策課主査

宮城県保健福祉部社会福祉課主任主査

仙台公共職業安定所職業相談部長

仙台公共職業安定所介護労働専門官

【介護関係団体】

宮城県福祉人材センター所長

【その他関係機関】

公益財団法人宮城県看護協会常務理事

宮城県社会福祉施設経営者協議会会長

宮城県介護福祉士養成施設協会事務局

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

宮城支部長、宮城支部職員
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【議題１】介護職に関する県民の理解を深める新たな「介護イメージ」の創出 ７月１１日（金） 【行政機関】

秋田県健康福祉部福祉政策課副主幹

【議題２】自治体と地域の各団体との連携について 秋田県健康福祉部長寿社会課副主幹

・県主催「介護に係わる協議会」を年度内に発足予定 秋田県産業労働部雇用労働政策課主事

・県社協も独自の「介護福祉に係わる協議会」を年度内に立上予定 【介護関係団体等】

秋田県社会福祉協議会

【議題３】経済連携協定（EPA）に基づく「外国人労働者の受け入れ」等 　　秋田県福祉人材・研修センター副部長・主査

公益社団法人秋田県看護協会（ナースセンター） 部長

日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科学科長

独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構 

　　秋田職業訓練支援センター求職者支援課長

一般社団法人秋田県介護福祉士会事務局長

介護福祉士養成施設協会 秋田代表

　　秋田看護福祉大学学部長

秋田県老人福祉施設協議会副会長

秋田県ホームヘルパー協議会会長

秋田県訪問看護ステーション協議会会長

秋田県長寿社会振興財団事務局長

連合秋田事務局長

秋田公共職業安定所介護労働専門官、就職支援ナビゲーター

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

秋田労働局職業安定部職業安定課課長・課長補佐・職業紹介係

秋田支部長

1秋田



7ページ

テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】平成25年度介護労働実態調査結果、介護労働懇談会開催状況概要 2月24日（火） 【行政機関】

秋田県健康福祉部福祉政策課副主幹

【議題２】近年の介護職員求人・求職者状況の急激な変化について 秋田県健康福祉部長寿社会課副主幹

秋田県産業労働部雇用労働政策課主事

【議題３】介護職員の人材確保、定着化及びイメージアップに向けた秋田県の取組状況について 【介護関係団体等】

秋田県社会福祉協議会

　　秋田県福祉人材・研修センター副部長・主査

公益社団法人秋田県看護協会（ナースセンター） 部長

日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科学科長

独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構 

　　秋田職業訓練支援センター求職者支援課長

一般社団法人秋田県介護福祉士会事務局長

介護福祉士養成施設協会 秋田代表

　　秋田看護福祉大学学部長

秋田県老人福祉施設協議会副会長

秋田県ホームヘルパー協議会会長

秋田県訪問看護ステーション協議会会長

秋田県長寿社会振興財団常務理事兼事務局長

連合秋田事務局長

秋田公共職業安定所介護労働専門官、就職支援ナビゲーター

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

秋田労働局職業安定部職業安定課課長・課長補佐・職業紹介係

秋田支部長

2秋田
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】福祉人材確保対策検討会（10月22日）の議論のとりまとめについて 10月31日（水） 【行政機関】

山形市福祉推進部長寿支援課課長

【議題２】山形県介護職員サポートプログラムの進捗状況について 庄内町福祉推進部保健福祉課課長

山形県教育庁高校教育課課長

【議題３】平成２５年度介護労働実態調査について説明（当センター） 山形県健康福祉部地域推進課主査

　・介護人材確保が主たるテーマとなっており、研修機関の発言する時間があまり取れない。 山形県健康福祉部健康長寿推進課課長

山形公共職業安定所介護労働専門官

山形労働局職業安定部職業対策課課長

【関係機関】

（一社）山形県老人福祉施設協議会副会長

山形県認知症高齢者ＧＨ連絡協議会副会長

山形県老人保健施設協会事務局長

（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　山形職業訓練支援センター求職者支援課長

（社福）山形県社会福祉協議会人材研修部副部長

（公財）介護労働安定センター山形支所長

（公社）山形県看護協会常任理事

【養成機関】

（学法）羽陽学園短期大学教授

（学法）富澤学園東北文教大学短期大学部教授

（学法）明徳学園明徳福祉専門学校教務主任

（学法）最上広域コア学園教務主任

（株）ニチイ学館山形支店講師リーダー

山形県立鶴岡中央高校福祉科教諭

＜事務局＞

【山形県】　

山形県健康福祉部健康長寿推進課長寿安心支援室

　　室長、室長補佐、事業指導主査

【ＷＥＣやまがた】

（社福）山形県社会福祉協議会山形県福祉人材センター

　　センター長、推進員

（公財）介護労働安定センター山形支所管理担当

（公社）山形県看護協会山形県ナースセンター

山形公共職業安定所就職支援ナビゲーター

山形労働局職業安定部

　　部長、課長補佐、地方職業指導官、高齢者対策担当官

1山形
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】公共職業訓練について 2月23日（月） 【行政機関】

山形市福祉推進部長寿支援課課長

【議題２】研修機関の現状と問題点 庄内町福祉推進部保健福祉課課長

山形県商工観光労働部雇用対策課課長補佐

【議題３】意見交換・情報交換 山形県教育庁義務教育課指導主事

山形県教育庁高校教育課課長補佐

山形県健康福祉部地域推進課主査

山形県健康福祉部健康長寿推進課課長

山形公共職業安定所介護労働専門官

山形労働局職業安定部職業対策課課長

【関係機関】

（一社）山形県介護福祉会会長

（一社）山形県老人福祉施設協議会副会長

山形県認知症高齢者ＧＨ連絡協議会副会長

山形県老人保健施設協会会長

山形県老人保健施設協会事務局長

高齢社会を良くする山形の会副会長

（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　山形職業訓練支援センター求職者支援課長　

（社福）山形県社会福祉協議会人材研修部長

（公財）介護労働安定センター山形支所長

（公社）山形県看護協会

【養成機関】

（学法）羽陽学園短期大学教授

（学法）富澤学園東北文教大学短期大学部准教授

（学法）明徳学園明徳福祉専門学校教務主任

（学法）最上広域コア学園教務主任

（株）ニチイ学館山形支店支店長代行

山形県立山辺高等学校福祉課主任

山形県立鶴岡中央高校福祉科教諭

＜事務局＞

【山形県】　

山形県健康福祉部健康長寿推進課長寿安心支援室

　　室長、室長補佐、事業指導主査、健康長寿企画主査

【ＷＥＣやまがた】

（社福）山形県社会福祉協議会山形県福祉人材センター

　　センター長、推進員

（公財）介護労働安定センター山形支所

（公社）山形県看護協会山形県ナースセンター

山形公共職業安定所就職支援コーデネーター

山形公共職業安定所就職支援ナビゲーター

山形労働局職業安定部

　　部長、課長補佐、地方職業指導官、高齢者対策担当官

2山形
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】　平成26年度「福祉人材確保推進プロジェクト事業」について 5月21日（水） 【行政機関】

福島労働局職業対策課課長

【議題２】　福祉関係職種を取り巻く雇用情勢と労働局・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  福島公共職業安定所専門援助部門統括職業指導官

福島県保健福祉部参事

【議題３】　現状について報告ならびに意見・情報交換 福島県保健福祉部主任主査

・国レベルでのイメージアップの戦略を熱望する意見が多く出された 福島県保健福祉部主査

福島県社会福祉協議会課長

【議題４】　介護労働懇談会開催について趣旨の確認と運営について 【介護関係団体】

福島県老人保健施設協会会長

福島県老人福祉施設協議会会長

福島県養護軽費老人ホーム・ケアハウス連絡協議会会長

福島県認知症グループホーム協議会会長

福島県県北老人福祉施設協議会会長

（福島県介護支援専門員協会）副会長

福島県介護福祉士会副会長

【その他機関】

福島県社会保険労務士会

仁愛看護福祉専門学校前副校長

国際メディカルテクノロジー副校長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

福島支所長、福島支所職員

【議題１】平成26年度「福祉人材確保推進プロジェクト事業の進捗」について 11月26日（水） 【行政機関】

福島労働局職業対策課課長

【議題２】福祉関係職種を取り巻く雇用情勢と労働局・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 福島労働局職業対策課係長

・事業所説明会、見学会の積極的な取り組みに期待したい 福島公共職業安定所専門援助部門統括職業指導官

・助成金活用についてもう少し分り易くして欲しい 福島県保健福祉部主査

福島県社会福祉協議会課長

【議題３】福祉学科を設置している高校の責任者より 福島県社会福祉協議会課長補佐

　　　　　　子供、保護者、教師の介護職や事業所に対する意見等について 【介護関係団体】

・高校側として、介護職へ希望する子供が減少 福島県老人保健施設協会会長

・体験会や見学など実際に現場を見ることが重要 福島県老人福祉施設協議会副会長

福島県養護軽費老人ホーム・ケアハウス連絡協議会会長

【議題４】介護労働懇談会における次回テーマについて 福島県認知症グループホーム協議会会長

福島県県北老人福祉施設協議会会長

（福島県介護支援専門員協会）副会長

福島県介護福祉士会副会長

【その他機関】

福島県社会保険労務士会

仁愛看護福祉専門学校前副校長

国際メディカルテクノロジー教員

【特別参加】

福島県立福島北高校教頭

【介護労働安定センター（事務局含む）】

福島支所長、福島支所職員

1

2福島

福島
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】人材確保と定着について 8月4日（月） 【行政機関】

茨城労働局職業安定部長

【議題２】各団体からの活動報告 茨城労働局職業安定課長

・県医師会が中心となって、「茨城県地域医療連携推進協議会」を立上た 水戸公共職業安定所所長

茨城県保健福祉部長寿福祉課 介護保険室長

茨城県保健福祉部福祉指導課課長補佐

茨城県商工労働部労働政策課雇用促進対策室長補佐

茨城県保健福祉部福祉指導課係長

【介護関係団体】

一般社団法人茨城県医師会事務局長

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会常務理事

公益社団法人茨城県看護協会茨城県ナースセンター長

公益社団法人茨城県理学療法士会会長

一般社団法人茨城県介護福祉士会会長

ＮＰＯ法人茨城県ケアマネジャー協会副会長＆事務局長

一般社団法人茨城県介護老人保健施設協会事務長

社団法人日本介護福祉士養成施設協会

　　関東信越ブロック茨城部会会長（リリー保育福祉専門学校副校長）

　　関東信越ブロック茨城部会事務局長（リリー保育福祉専門学校副校長）

㈱日立ライフ取締役シルバーサービス本部長

【その他機関】

連合茨城 （日本労働組合総連合会茨城県連合会）事務局長　

【介護労働安定センター（事務局含む）】

 茨城支部長、茨城支部職員

1茨城
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】魅力ある職場にするにはどうしたらいいか 1月23日（金）　 【行政機関】 ＜懇談会＞

茨城労働局職業安定部部長

【議題２】離職防止と施設に於ける人事採用について 茨城県保健福祉部長寿福祉課介護保険室長

茨城労働局職業安定部職業安定課係長

【その他】賛助会交流会 【介護関係事業者】

・国の助成金の活用方法について (有)おおしま指定訪問介護事業所代表取締役他2名

・最近の介護ロボット事情 有限会社ライフサポート平賀代表取締役

有限会社ライフサポート平賀課長

社会福祉法人ナザレ園特別養護老人ホームナザレ園園長

社会福祉法人浩喜会特別養護老人ホームうみべの家施設長

社会福祉法人翠清福祉会事務局

一般財団法人安寿園総務部長

株式会社マネジメントセンター代表取締役

有限会社さくら園施設長

社会福祉法人春陽会次長 ＜ロボット実演＞

医療法人社団協栄会介護老人保健施設『こすもぴあ』

及び医療法人社団協栄会介護老人保健施設はぁもにか事務長

株式会社日立ライフシルバーサービス本部事業推進部長

下館土地株式会社会長

下館土地株式会社専務

社会福祉法人徳泉会特別養護老人ホーム東野の家事務長

社会福祉法人徳泉会特別養護老人ホーム東野の家介護長

社会福祉法人祥風会本部事務長

特別養護老人ホーム憩いの里施設長

株式会社きづき代表取締役

社会福祉法人克信会特別養護老人ホーム金沢弁天園事務長

個人会員1名

【その他機関】

CYBERDYNE株式会社営業部

【介護労働安定センター（事務局含む）】

 茨城支部長、茨城支部職員

2茨城
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】H25年度活動進捗状況報告 6月4日（木） 【行政機関】

栃木労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官　

【議題２】H26年度活動内容について 宇都宮公共職業安定所福祉人材コーナー介護労働専門官

①介護分野の人材育成。定着促進に向けた対応方法事例 栃木県保健福祉部保健福祉課副主幹

・助成金活用による出前講習で教育を充実することがよい 栃木県保健福祉部高齢対策課副主幹

②介護労働実態調査にみる介護労働者の離職率低下に向けた対応方法事例 栃木県産業労働観光部労働政策課主事

・魅力ある職場について、人まねでなく自分たちの事業所にあったものを作ることが必要 【介護関係団体】

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センター主任

社団法人栃木県介護福祉会会長

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会栃木支部　　　　　  

国際医療福祉大学医療福祉・マネジメント学科准教授

栃木県ホームヘルパー協議会会長

【その他機関】

日本労働組合連合会栃木県連合会事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

栃木支所長、栃木支所職員

【議題】県内介護分野人材確保に向けて 11月26日（水） 【行政機関】

①H26年度第2回栃木介護労働懇談会（支所長） 栃木労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

・「介護施設や介護職の魅力」に係わる広報の内容や方法について関係機関で意見交換し、 宇都宮公共職業安定所福祉人材コーナー介護労働専門官

出来る部分から実施していく 栃木県保健福祉部保健福祉課主査

②H25年度介護労働実態調査結果栃木県版サマリー（支所長） 栃木県産業労働観光部労働政策課主事

③ハローワーク宇都宮福祉人材コーナーからのパンフレット 【介護関係団体】

　（宇都宮公共職業安定所　福祉人材コーナー　介護労働専門官） 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センター主事

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会栃木支部  

医療福祉・マネジメント学科准教授

栃木県ホームヘルパー協議会会長

栃木県老人福祉施設協議会副会長

【その他機関】

日本労働組合連合会栃木県連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

栃木支所長、栃木支所職員

1

2

栃木

栃木
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】介護労働安定センターにおける取組について 8月8日（金） 【行政機関】

群馬労働局〔職業対策課長〕…職業安定部長代理

【議題２】各団体・機関における取組について 前橋公共職業安定所長

・人材確保のために事業主が活用できる助成金について紹介 群馬県〔健康福祉部長〕

群馬県〔介護高齢課長〕

【議題３】県における介護人材確保対策について 群馬県〔介護高齢課介護人材確保対策室長〕

・介護の仕事PR。緊急雇用創出事業について 群馬県〔介護高齢課人材確保係長〕

群馬県〔介護高齢課主任〕

【議題４】国における介護人材確保対策について 群馬県〔介護高齢課主事〕

群馬県〔補佐(健康福祉課地域福祉係長)〕

【議題５】意見交換 群馬県〔産業経済部副部長〕

群馬県〔補佐(労働政策課労働政策係長)〕

群馬県教育委員会〔高校教育科指導主事〕…教育次長代理

【介護関係団体】

（社福）群馬県社会福祉協議会〔会長〕

（社福）群馬県社会福祉協議会〔専門員(介護職員等確保対策担当)〕

群馬県老人福祉施設協議会〔会長〕

（公社）群馬県老人保健施設協会〔理事長〕

群馬県地域密着型サービス連絡協議会〔事務局長〕…会長代理

（一社）群馬県介護福祉士会〔会長〕

群馬県ホームヘルパー協議会〔会長〕

【その他機関】

群馬県介護福祉士養成校協議会〔会長〕

（公社）群馬県看護協会〔会長〕

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

群馬支所長、群馬支所職員

【議題１】人材確保のための介護労働のイメージアップ 11月26日（水） 【行政機関】

（体験ビデオ、ポスター、チラシの配布、ＴＶ広報、出前講座等） 群馬労働局〔職業安定部長〕

前橋公共職業安定所〔所長〕　

【議題２】人材発掘・定着・育成のための取り組み 群馬県〔介護高齢課介護人材確保対策室長〕

（特に若い世代向けとして、高校とのパイプ役、事業所見学会、インターンシップ） 群馬県〔介護高齢課人材確保係長〕

群馬県〔介護高齢課主事〕

【議題３】意見交換・情報交換 群馬県〔労働政策課副主幹〕…　労働政策課長代理

・扶養の範囲について 【介護関係団体】

・消費税増税と社会福祉の関係について （社福）群馬県社会福祉協議会〔会長〕

・介護雇用プログラムついて 群馬県老人福祉施設協議会〔副会長〕

（公社）群馬県老人保健施設協会〔顧問〕

群馬県地域密着型サービス連絡協議会〔会長〕　

（一社）群馬県介護支援専門員協会〔副会長〕

群馬県ホームヘルパー協議会〔会長〕

【その他機関】

群馬県介護福祉士養成校協議会〔会長代理〕　

連合群馬〔副事務局長〕

（一社）群馬県経営者協会〔事務局長〕

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

群馬支所長、群馬支所職員

群馬

群馬
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【議題１】埼玉福祉人材確保推進協議会の概要について 5月30日（金） 【行政機関】

埼玉労働局職業安定部職業安定課課長 介護労働懇談会リーフレット（PDF）

【議題２】埼玉福祉人材確保推進協議会設置要綱の改正について 埼玉労働局職業安定部職業安定課課長補佐

埼玉労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

【議題３】福祉関係求人、求職者支援の状況について 埼玉労働局職業安定部職業安定課職業紹介係長

・介護労働懇談会について 埼玉県福祉部社会福祉課副課長

埼玉県福祉部高齢介護課主幹

【議題４】今後の連携について 埼玉県福祉部少子政策課少子政策課長・主査

・OJT・OFF-JTなどの体系的研修について（どこの事業所でも出来ていないことが問題） ハローワーク川口福祉人材コーナー統括職業指導官

ハローワーク大宮福祉人材コーナー統括職業指導官

ハローワーク川越福祉人材コーナー統括職業指導官

【介護関係団体】

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会センター長

埼玉県看護協会（埼玉県ナースセンター）主査

学校法人埼玉福祉学園埼玉福祉専門学校顧問

全国老人保健施設協会埼玉支部事務長

（医療法人社団満寿会老人保健施設鶴ヶ島ケアホーム）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

埼玉支部長

【議題１】研修会の目的等について 8月6日（水）　 【行政機関】

埼玉労働局職業安定部職業安定課部長

【議題２】「福祉・介護職」について 埼玉労働局職業安定部職業安定課課長　

埼玉労働局職業安定部職業安定課若年者雇用対策係長

【議題３】介護労働実態調査結果について 埼玉労働局職業安定部監督課

【その他機関】

埼玉県内各高等学校教諭　44名

埼玉県建設業協会

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

埼玉支部長

埼玉

埼玉

1

2

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/11saitama_leaflet.pdf
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【議題１】介護職の魅力及び将来性について 11月11日（火） 【行政機関】

埼玉労働局職業安定部職業安定課部長

【議題２】将来性　資格でキャリアアップできる仕事 埼玉労働局職業安定部職業安定課課長　

埼玉労働局職業安定部職業安定課若年者雇用対策係長

埼玉労働局職業安定部監督課

【その他機関】

埼玉県内各高等学校　高校生及び教諭　70名

一般社団法人埼玉県建設業協会

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

埼玉支部長

【議題１】有効求人倍率からみる労働人材の現状及び労働局の取組み 3月4日（水） 【行政機関】

埼玉労働局職業安定部職業安定課職業紹介係長

【議題２】医療と介護の連携について 大宮公共職業安定所介護労働専門官

第３回介護甲子園（２０１３年）に最優秀賞に選ばれた「大井苑」のプレゼンを 埼玉県福祉部高齢介護課主査

スクリーンに映し出して視聴。 埼玉県産業労働部産業人材育成課主幹

【介護関係団体】

公益社団法人日本認知症グループホーム協会埼玉支部支部長

JA埼玉県中央会主幹

埼玉県ホームヘルパー協会会長

公益社団法人埼玉県介護老人保健施設協会理事

埼玉県慢性期医療協会会長

特別養護老人ホーム大井苑寮母長

NPO法人埼玉県介護支援専門員協会理事

介護福祉士養成施設協会　埼玉代表

　　学校法人埼玉福祉学園埼玉福祉専門学校キャリアセンター顧問

一般社団法人埼玉県介護福祉士会事務局

【その他機関】

株式会社ニチイ学館大宮支店支店長

大宮福祉カレッジ藤仁館学校長

大宮福祉カレッジ藤仁館事務局長

埼玉県社会保険労務士会副会長

日本労働組合総連合会埼玉連合会副事務局長

埼玉職業訓練支援センター次長

医療法人社団富家会富家病院

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

埼玉支部長、埼玉支部職員

埼玉

埼玉
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【議題１】職業訓練等についての平成26年度の実施状況と27年度の計画について 10月15日（水） 【行政機関】

千葉労働局職業安定部地方訓練受講者支援室長

【議題２】更なる連携強化に向けた取り組みについて 千葉労働局職業安定部室長補佐

千葉労働局職業安定部職業指導官

千葉県商工労働部人材課職業能力開発班長

千葉県商工労働部人材課能力開発主査

千葉県商工労働部人材課技能振興班長

千葉県商工労働部人材課技能振興主査

【関係機関】

千葉県職業訓練支援センター次長

千葉県職業訓練支援センター訓練第一課長

千葉県職業訓練支援センター求職者支援課長

千葉県職業訓練支援センター求職者支援課係長

千葉県職業訓練支援センター求職者支援課係長

高度職業能力開発促進センター指導課長

高度職業能力開発促進センター指導課長代理

君津職業能力開発促進センター課長

千葉県地域ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞセンター 総括担当

千葉県地域ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞセンター企業開拓推進

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

千葉支所長、千葉支所職員

【議題１】人材確保と定着への取り組みについて 2月6日（水） 【行政機関】

千葉労働局職業安定部  職業安定部長

【議題２】介護分野における潜在労働力の掘り起しについて 千葉労働局職業安定部職業指導官

千葉県健康福祉部健康福祉指導課副課長

千葉県健康福祉部健康福祉指導課福祉人材班長

千葉県商工労働部人材課技能振興班長

【関係団体】

千葉県老人保健施設協会会長

千葉県高齢者福祉施設協会副会長

　　千葉県デイサービスセンター協会理事

ちば地域密着ケア協議会理事

　　日本認知症グループホーム協会千葉県支部長

千葉県介護福祉士会会長

千葉県介護支援専門員協議会理事事務局長

千葉市老人福祉施設協議会委員長

聖徳大学心理福祉学部学部長

千葉県社会福祉士会副会長

千葉県社会福祉協議会事業部長

千葉県社会福祉法人経営者協議会班長

千葉県福祉人材センターセンター長

千葉市社会福祉協議会研修センター所長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

千葉支所長、千葉支所職員

1
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千葉

千葉
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【議題１】介護事業所によるプレゼンテーション（好事例の発表） 9月4日（木） 【行政機関】 ＜開催風景＞

・特別養護老人ホーム練馬キングスガーデン 厚生労働省東京労働局職業安定部職業安定課課長、課長補佐、係長

・（社福）不二健育会特別養護老人ホームケアポート板橋 厚生労働省東京労働局助成金事務センター

・（社福）シルヴァーウイング特別養護老人ホーム新とみ 渋谷公共職業安定所ハートフルワークコーナー主任就職促進指導官

介護業界全体のイメージアップに資する 池袋公共職業安定所ハートフルワークコーナー職員

・関係機関間のホームページ相互リンクの提案 八王子公共職業安定所専門援助第一部門就職支援ナビゲーター（福祉支援）

・新たな介護イメージ創出のきっかけとする懇談会ニックネームの募集 足立公共職業安定所職業相談第二部門統括職業指導官

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課課長、係長

東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課福祉人材対策係

東京都産業労働局雇用就業部能力開発課科目開発係

文京区役所福祉部介護保険課介護保険相談係長

荒川区役所就労支援課長、係長、係員

墨田区役所福祉保健部介護保険課主査

目黒区役所介護保険課介護保険管理係係長、主事

【介護関係団体】

一般財団法人長寿社会開発センター介護研修部

一般社団法人日本在宅介護協会東京支部事務局

日本ホームヘルパー協会東京支部支部長

公益社団法人全国有料老人ホーム協会常任理事

公益社団法人全国有料老人ホーム協会東京都連絡協議会幹事長

一般社団法人全国特定施設事業者協議会事務局

一般社団法人東京都老人保健施設協会

【その他機関】

日本医療福祉生活協同組合連合会東京ほくと医療生協

東京訪問看護ステーション協議会ブロック支援委員長

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

東京都福祉人材センター統括主任

社団法人日本介護協会代表執行役

株式会社あかりの里荒川事業者協会代表取締役

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　東京職業訓練支援センター次長

ＵＡゼンセン日本介護クラフトユニオン顧問、事務局長

ＵＡゼンセン日本介護クラフトユニオン政策部副部長、担当者

自治労東京都本部副委員長

社会福祉法人ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ東京練馬ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ施設長

社会福祉法人ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ東京練馬ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝケアワーカー主任

社会福祉法人不二健育会ケアポート板橋施設長、事務次長

社会福祉法人不二健育会ケアポート板橋ＥＰＡ教育担当

社会福祉法人シルヴァーウィング新とみ施設長、常任理事

社会福祉法人シルヴァーウィング新とみ主幹、理学療法士

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

（公財）介護労働安定センター本部理事長

（公財）介護労働安定センター埼玉支部長

（公財）介護労働安定センター東京支部長

介護労働講習受講者　　３８名

シルバー新報　取材記者

1東京
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【議題１】東京都の介護サービスの求人・求職状況等 1月29日（木） 【行政機関】

東京労働局職業安定部職業安定課課長補佐 介護労働懇談会関係団体紹介（PDF)

【議題２】国、東京都等で介護事業者へ支援している助成金等について 東京労働局職業安定部職業対策課助成金第四係長

・情報交換。実際の活用方法など、好事例等の発表 東京労働局職業安定部職業対策課職業紹介第二係主任 介護労働懇談会関係【議題2】資料（PDF)

東京労働局雇用均等室地方育児・介護休業指導官

【議題３】平成27年度介護保険制度改正の留意点（東京都） 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課介護人材係長

東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課福祉人材対策係長

東京都社会福祉協議会東京語福祉人材センター人材情報室長

荒川区役所産業経済部就労支援課長

荒川区介護保険課長

荒川区介護保険課事業支援係長

墨田区役所介護保険課給付・事業者指導担当

中野区役所区民サービス管理部介護保険分野

中央区介護保険課介護支援係長

八王子市役所福祉部高齢者いきいき課主事

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

東京支部長、東京支部職員

2東京

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/13tokyo_kondankai.pdf
http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/13tokyo_kondankai3.pdf
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【議題１】神奈川県の介護人材確保の状況（報告） 7月29日（火） 【行政機関】

神奈川労働局職業安定部職業安定課課長補佐

【議題２】介護人材確保・定着の好事例（発表） 神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課課長

神奈川県産業労働局労働部産業人材課主幹

【議題３】神奈川県の介護人材確保・定着のための連携について 【介護関係団体】

・若い人材確保のためのイメージアップ策について 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

・EPA関連の外国人介護職の育成問題について 　　かながわ福祉人材センター所長

・センターのホームページに当懇談会のサイトを作成することが承認された 公益社団法人神奈川県介護福祉士会会長

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長

神奈川県特定施設等連絡協議会会長

一般社団法人全国介護事業者協議会関東・甲信越地区理事

神奈川県介護福祉士養成校連絡協議会会長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会

　　神奈川県支部事務局長

一般社団法人日本慢性期医療協会理事

公益社団法人神奈川県医師会理事

特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協会副理事長

神奈川県社会福祉協議会老人福祉施設業議会副会長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

神奈川支所長、神奈川支所職員

神奈川 1
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【議題１】介護人材をとりまく状況 2月5日（木） 【行政機関】

・社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会における検討状況 神奈川労働局職業安定部職業安定課長

・地域医療介護総合確保基金事業について 横浜公共職業安定所長

・本県における雇用情勢 横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課担当係長

・自治体における人材確保の取組み 川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課計画推進係長

・団体における取組み 相模原市健康福祉局保険高齢部高齢政策課担当課長

相模原市健康福祉局福祉部障害政策課総括副主幹

【議題２】意見交換 神奈川県産業労働局労働部産業人材課副課長

・福祉・介護人材の確保・定着に係る取り組みについて 神奈川県保健福祉局福祉部高齢社会課長

神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課副課長

神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課長

神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課副課長

【介護関係団体】

（社福）神奈川県社会福祉協議会かながわ福祉人材研修センター所長

公益社団法人神奈川県介護福祉士会会長

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会事務局長

神奈川県特定施設等連絡協議会会長

一般社団法人全国介護事業者協議会関東甲信越地区理事

一般社団法人日本在宅介護協会神奈川県支部長

特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協会副理事長

（社福）吉祥会理事長

（社福）神奈川県社会福祉協議会老人福祉施設協議会委員

（社福）浄泉会常務理事

（社福）横浜共生会常務理事

公益社団法人神奈川県看護協会常務理事

一般社団法人日本慢性期医療協会理事

日本労働組合総連合会神奈川県連合会事務局長

【オブザーバー】

神奈川労働局職業安定課課長補佐

神奈川労働局職業安定課職業紹介係長

神奈川労働局職業安定課職業紹介係主任

横浜公共職業安定所福祉人材コーナー介護労働専門官

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

【事務局】

公益財団法人介護労働安定センター神奈川支所

神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課

神奈川 2
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【議題１】新規参加団体より事業概要または目玉事業の紹介 6月23日（月） 【行政機関】

新潟労働局職業安定課課長 介護労働懇談会チラシ（PDF)

【議題２】介護人材不足の実態と人材確保への取組について 新潟労働局職業安定課課長補佐

・職場の定着状況、離職状況 新潟労働局職業安定課主任

・中山間地の人材確保 新潟公共職業安定所職業紹介部長

・キャリアパスや人材育成等 新潟公共職業安定所介護労働専門官

新潟県福祉保健課副参事

【議題３】各機関・団体との連携、協力について 新潟県福祉保健課主任

・「就職フェア」ための各団体への参加協力依頼 <オブザーバー参加>

厚生労働省職業安定局雇用政策課介護労働対策室係長

【議題４】EPAによる介護福祉士候補者の受入れについて 【介護関係団体】

新潟県社会福祉協議会課長

【その他】次回は「介護職のイメージアップ策について」 新潟県社会福祉法人経営者協議会事務局同上(兼務)

新潟県介護老人保健施設協会副会長

新潟県老人福祉施設協議会副会長

新潟県介護支援専門員協会会長

新潟県ホームヘルパー協議会副会長

新潟県介護福祉士会理事

新潟県社会福祉士会副会長

日本認知症グループホーム協会新潟県支部理事

【その他機関】

新潟県看護協会理事

日本介護福祉士養成施設協会

　　関東信越ブロック協議会新潟県部会代表

高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　新潟職業訓練支援センター次長

日本労働組合総連合会

　　新潟県連合会(連合新潟)副事務局長　

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

新潟支部長、新潟支部職員

1新潟

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/15niigata_chirashi.pdf
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【議題１】介護労働の現状について 10月20日（月） 【行政機関】 ＜懇談会＞

・25年度介護労働実態調査結果から(支部長) 新潟労働局職業安定課課長

・最近の介護労働問題の傾向について(連合新潟副事務局長) 新潟労働局職業安定課課長補佐

新潟労働局職業安定課主任

【議題２】介護職のイメージアップ策について(広く一般の方や学生向けの周知等事業を含む) 新潟公共職業安定所介護労働専門官

　　　　　　及び各団体との連携、協力について 新潟県福祉保健課副参事

（１）行政サイドからの情報周知、取組事業の説明 新潟県福祉保健課主任

（２）各団体からの情報周知、取組事業の説明 【介護関係団体】

・新潟県介護労働懇談会のPRイメージアップチラシについて 新潟県社会福祉協議会福祉人材課課長

　11月3日の「福祉・介護・健康フェアー」で配布することを提案 新潟県社会福祉法人経営者協議会事務局同上(兼務)

・各種イベントでの連携活動や対マスコミにおける連携活動等を検討する 新潟県老人福祉施設協議会事務局長

新潟県ホームヘルパー協議会副会長

【議題３】その他について 新潟県介護福祉士会理事

・懇談会の継続開催と各団体の連携の重要性を確認 新潟県社会福祉士会副会長

日本認知症グループホーム協会新潟県支部理事

【その他機関】

新潟県看護協会理事

日本介護福祉士養成施設協会

　　関東信越ブロック協議会新潟県部会代表

高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　新潟職業訓練支援センター次長

日本労働組合総連合会

　　新潟県連合会(連合新潟)副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

新潟支部長、新潟支部職員

2新潟
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＜富山県福祉人材確保対策会議　第一回ワーキング議題＞ 7月9日（水） 【行政機関】

【議題１】民間社会福祉事業所の人材確保に関する調査票について 富山労働局職業安定部安定課課長

富山公共職業安定所介護労働専門官 

【議題２】 がんばる介護職員応援事業 富山県厚生企画課課長　

富山県高齢福祉課副主幹

＜富山県介護労働懇談会＞　 富山市福祉保健部長寿福祉課課長

【議題１】新メンバーへの介護労働懇談会の設置経緯、目的等をの説明 高岡市福祉保健部社会福祉課課長

魚津市ほか市町村福祉関係担当職員

【議題２】 キャリアパス、昨年度実施された介護労働懇談会に係る分析結果等について 【介護関係団体】

富山県老人福祉施設協議会副会長

【議題３】福祉人材確保に係る自治体が抱える対策、課題の結果について 富山県介護老人保健施設協議会介護部会長

・介護分野に限らず産業全体での人で不足 富山県ディサービスセンター協議会副会長

・事業所への実地指導や集団指導時の各事業所の状況把握 富山県知的障害者福祉協会事務局

富山県社会福祉法人経営者協議会理事

【議題４】介護の日の取組みについて 【その他機関】

富山県介護福祉士会副会長  

富山県介護福祉士養成校協会理事

富山県社会福祉協議会施設団体支援課課長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

富山支所長、富山支所職員

【議題１】介護人材の不足確保として福祉人材確保専門委員会の設置について 11月13日（木） 【行政機関】

富山労働局職業安定部安定課課長

【議題２】人員配置基準について、人員不足の現状で施設の配置基準を緩和した場合の施設の影響 富山公共職業安定所介護労働専門官

富山県厚生企画課課長

【議題３】その他 魚津市民生部社会福祉課課長

・がんばる介護職員応援事業 高岡市ほか市町村福祉関係担当職員

　職員のモチベーションの向上と仕事に対するイメージアップが目的 【介護関係団体】

・とやま福祉人材確保緊急プロジェクトについて 富山県老人福祉施設協議会副会長

富山県介護老人保健施設協議会介護部会長

富山県ディサービスセンター協議会副会長

富山県知的障害者福祉協会事務局

富山県社会福祉法人経営者協議会理事

【その他機関】

富山県介護福祉士会副会長

富山県介護福祉士養成校協会理事

富山県社会福祉協議会施設団体支援課課長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

富山支所長、富山支所職員

1

2

富山

富山
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【議題１】前年度の「介護労働懇談会」分析結果報告 11月21日（金） 【行政機関】

石川労働局職業安定部職業安定部長

【議題２】今年度の各機関・団体の取組み状況及び課題について 石川労働局職業安定部職業安定課課長

（１）「人材不足分野における人材確保・育成対策推進会議」の具体的取組み 石川県健康福祉部厚生政策課福祉人材・サービスｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

（２）雇用管理改善や人材育成の取り組みに対する助成金の情報提供 石川県健康福祉部長寿社会課施設サービスグループ主事

（３）EPAによる介護福祉士候補者の受け入れについて 石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ主事

石川県商工労働部労働企画課職業能力開発グループ主任主事

【議題３】意見交換、情報交換、要望など 金沢公共職業安定所業務第一次長

（１）介護の仕事の「イメージアップ」への具体的方策について 金沢市福祉局介護保険課企画庶務グループ長

・中高生向けに現職者が講師となる出前講座、マンガも含めた仕事紹介パンフレット、介護・福祉総合フェアの開催 金沢市福祉局介護保険課給付グループ長

・一般の方々からの審査してもらうコンクール形式で写真展を開催 【介護関係団体】

・民間会社が、中高生をターゲットとし、ＳＮＳ等を利用した介護労働の「イメージアップ」の企画を計画している。 社会福祉法人石川県社会福祉協議会

（２）関係団体との連携について 　　石川県福祉人材センター所長　

・引き続き連携しながら、中学校・高等学校関係者や関係団体も巻き込んで対策を講じる。 石川県社会福祉法人経営者協議会会長

石川県老人福祉施設協議会会長

【その他】 石川県老人保健施設協議会事務局長

・次回懇談会について、「介護労働のイメージアップ」、「人材発掘・定着・育成」に焦点をしぼり、 一般社団法人石川県介護福祉士会会長

具体的な方策の検討。 一般社団法人石川県社会福祉士会副会長

石川県介護支援専門員協会理事

石川県ホームヘルパー協議会会長

【その他機関】

公益社団法人 石川県医師会理事

日本介護福祉士養成施設協会石川県代表

　　金城大学就職進学支援部長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　石川職業訓練支援センター求職者支援課長　

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

石川支部長、石川支部職員

1石川
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【議題１】「介護労働者の人材発掘・定着・育成」について 2月23日（月） 【行政機関】

・「人材発掘」…求人・求職及び介護職員養成に係る就職状況等について 石川労働局職業安定部職業安定課課長

・「人材定着・育成」…助成金活用状況、事業計画等について 石川労働局職業安定部職業対策課課長補佐

石川県健康福祉部厚生政策課福祉人材・サービスｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

【議題２】「介護労働のイメージアップ」について 石川県商工労働部労働企画課課長補佐

金沢公共職業安定所業務第一次長

【議題３】その他・情報提供等 金沢市福祉局介護保険課給付グループ長

【介護関係団体】

社会福祉法人 石川県社会福祉協議会

　　石川県福祉人材センター所長　

石川県老人福祉施設協議会副会長

石川県老人保健施設協議会事務局長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会

一般社団法人石川県介護福祉士会事務局長兼副会長

一般社団法人石川県社会福祉士会会長

石川県介護支援専門員協会理事

石川県ホームヘルパー協議会会長

【その他機関】

日本介護福祉士養成施設協会石川県代表

　　金城大学就職進学支援部長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　石川職業訓練支援センター求職者支援課長　

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

石川支部長、石川支部職員

2石川
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧
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【議題１】　平成26年度「介護の日」の取り組みについて 8月13日（水） 【行政機関】

福井労働局職業安定部職業安定課長

【議題２】　平成26年度介護人材確保対策事業について 福井県健康福祉部長寿福祉課長

・イメージアップには本年度からの介護人材確保基盤整備事業の果たす役割が大きい 【介護関係団体】

福井県老人福祉施設協議会長

【議題３】　第1回福井県介護保険事業支援計画策定懇談会について 福井県老人保健施設協議会長代理

福井県ディサービスセンター協議会長

【議題４】　平成26年度介護従事者給与実態調査及び介護従事者実態調査の実施 福井県ホームヘルプサービス事業者協議会長

福井県小規模多機能型居宅介護事業所連絡協議会長

【議題5】　介護労働者の雇用管理改善に向けた啓発・要請について(福井労働局） 【その他機関】

（公社）日本介護福祉士養成施設協会福井県ブロック代表

（社）福井県介護福祉士会副会長

（社）福井県社会福祉士会長

（公社）福井県看護協会専務理事

（社）福井県社会福祉協議会福祉の人づくり支援課長

福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科教授

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

福井支所長

【議題１】県内の雇用失業情勢について（労働局） 2月20日（金） 【行政機関】

福井県健康福祉部長寿福祉課課長

【議題２】県H26介護従事者給与実態調査及び介護従事者実態調査の結果について 福井県健康福祉部長寿福祉課介護保険支援Ｇ総括主任

福井県健康福祉部長寿福祉課介護保険支援Ｇ主事

【議題３】平成27年度介護人材確保対策事業について 【介護関係団体】

福井県老人福祉施設協議会会長

【議題４】介護の仕事の更なるイメージアップについて 福井県老人保健施設協議会会長（代理出席）

福井県ディサービスセンター協議会会長

【議題５】外国人介護人材について 福井県ホームヘルプサービス事業者協議会会長

福井県小規模多機能型居宅介護事業所連絡協議会会長

【その他機関】

（公社）日本介護福祉士養成施設協会福井県ブロック代表

（社）福井県介護福祉士会副会長

（社）福井県社会福祉士会会長

（公社）福井県看護協会専務理事

（社）福井県社会福祉協議会福祉の人づくり支援課課長

福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科教授

福井県労働局職業安定部職業安定課課長（代理出席）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

福井支所長事務代理

1

2

福井

福井
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【議題１】福祉人材確保対策について 9月18日（木） 【行政機関】

・「EPAによる介護福祉士候補者の受け入れについて（概要） 山梨労働局職業安定課長　

山梨労働局職業安定課課長補佐

【議題２】ハローワーク甲府の取組状況 山梨労働局職業安定課職業紹介係長

甲府公共職業安定所職業相談部長

【議題３】雇用管理改善啓発運動について 山梨県福祉保健部長寿社会課課長補佐

・「雇用管理改善（魅力ある職場環境づくり）ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施状況 山梨県福祉保健部医務課課長補佐

・キャリアアップ助成金等の各種助成金制度活用の促進 【介護関係団体】

山梨県社会福祉協議会福祉人材研修課長

【議題４】平成25年度介護労働実態調査結果について 山梨県老人福祉施設協議会会長

山梨県老人保健施設協議会事務局

【議題５】各機関の連携について 山梨県看護協会ナースセンター部長

・人材不足の現状について 山梨県民間病院協会理事

・対応状況について 山梨県介護福祉士会会長

山梨県介護支援専門員協会事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

山梨支部長、山梨支部職員

　

【議題１】福祉人材確保対策について 3月13日（金） 【行政機関】

・各機関の福祉確保対策について 山梨労働局職業安定課長

山梨労働局職業安定課課長補佐

【議題２】介護労働の現状について 山梨労働局職業安定課職業紹介係長

甲府公共職業安定所職業相談部長

【議題３】処遇改善加算について 山梨県福祉保健部長寿社会課課長補佐

山梨県福祉保健部医務課課長補佐

【介護関係団体】

山梨県社会福祉協議会福祉人材研修課長

山梨県老人福祉施設協議会会長代行

山梨県老人保健施設協議会副会長

山梨県看護協会ナースセンター部長

山梨県民間病院協会理事

山梨県介護福祉士会会長

山梨県介護支援専門員協会事務局長

山梨県保育協議会副会長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

山梨支部長、山梨支部職員

1山梨

2山梨
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【議題１】雇用管理改善対策及び各種助成金の活用状況について 7月15日（火） 【行政機関】

長野労働局職業安定課課長

【議題２】労働市場概況及び福祉人材確保対策について 長野公共職業安定所職業指導官

・人材確保に向けての情報提供体制の整備とマッチング機能強化を関係機関の協力のもとに実施している 松本公共職業安定所介護労働専門官

・福祉職場PR事業は、福祉の魅力を伝え、多様な人材の参入を促進 長野県県健康福祉部地域福祉課課長

・外国人受入（EPA)の費用助成をすべき 長野県県健康福祉部地域福祉課課長補佐

長野県県産業労働部労働雇用課課長補佐

【議題３】介護職員の養成訓練及び向上訓練について 長野県県産業労働部人材育成課課長補佐

・事業所における研修等人材育成の実施状況に影響を与えるキャリアパス構築の推進は必要 長野県社会福祉協議会主査

・進路指導の高校教師や保護者の福祉・介護に対する認識を変えるための活動が必要 長野県社会福祉協議会相談員　

長野県社会福祉協議会嘱託　

【議題４】その他機関の提言及び意見について 長野職業訓練支援センター所長

・介護報酬・人員配置基準も含め見直しの必要がある。 【介護関係団体】

長野県県介護福祉士会副会長

長野県老人保健施設協議会事務局

長野県介護福祉士養成施設連絡会事務局

長野県高齢者福祉協会事務局長

【その他機関】

全国福祉用具専門相談員協会

社会医療法人恵仁会相談支援専門員

長野県連合会部長

長野県労働組合連合会副執行委員長

長野県労働組合連合会ながの介護ユニオン

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

長野支部長、長野支部職員

1長野
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【議題１】福祉人材確保対策とイメージアップの取組について 11月27日（木） 【行政機関】

・介護職の離職率は雇用動向調査の発表によると、製造業に比べ高いものの 長野労働局職業安定課課長

　他のサービス業の中ではさほど高くはなく、平均値に近い。 長野公共職業安定所職業指導官

・中高生等の学生や、学校の進路指導の先生方に向け、福祉の職場PR事業としてDVDを作成し、配布している。 松本公共職業安定所介護労働専門官

※中高生及び就職指導の先生方への説明用ＤＶＤ鑑賞（10分） 長野県県健康福祉部地域福祉課課長補佐

長野県県産業労働部労働雇用課主事

【議題２】介護人材発掘・定着・育成のための取組について 長野県県産業労働部人材育成課主事

・賃金面の問題等のイメージの悪さによる保護者や進路指導担当の方針が大きく影響している。 長野県県産業労働部人材育成課公共訓練推進員

長野県社会福祉協議会主査

【議題３】各機関の提言及び意見について 長野県社会福祉協議会相談員

【介護関係団体】

【その他】介護労働実態調査及び事業所内研修について概要説明 長野県県介護福祉士会副会長

長野県介護福祉士養成施設連絡会事務局

【その他機関】

全国福祉用具専門相談員協会

上田福祉敬愛学院事務課長

社会医療法人恵仁会事務局

社会医療法人恵仁会事務局

長野県連合会副部長

長野県労働組合連合会副執行委員長

長野県労働組合連合会ながの介護ユニオン

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

長野支部長、長野支部職員

2長野
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【議題１】平成25年度介護労働実態調査結果について 11月28日（金） 【行政機関】

岐阜労働局職業安定課課長

【議題２】岐阜労働局からの情報提供 岐阜公共職業安定所所長

・最近の雇用失業情勢について説明 岐阜県健康福祉部高齢福祉課課長

岐阜県健康福祉部地域福祉国保課総括管理監

【議題３】「岐阜県福祉人材育成事業所認定制度（仮称）」岐阜県の取組について 岐阜県社会福祉協議会人材総合対策センター所長

・センターに対して、より多くの情報提供を求めると同時に関係各機関は、それぞれの役割を認識し、 【介護関係団体】

ベクトルを統一する場として活用していく 岐阜県老人福祉施設協議会副会長

・今回の討議を踏まえ県の福祉人材確保協議会の施策に反映する。 岐阜県身体障害者福祉施設協議会副会長

岐阜県老人保健施設協会事務局長

岐阜県介護福祉士養成施設連絡協議会事務局

岐阜市社会福祉協議会事務局長

岐阜県医師会事務局

連合岐阜総支部長（日本介護クラフトユニオン）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

岐阜支所長、岐阜支所職員

【議題１】介護労働安定センター 岐阜支所事業計画について 3月12日（木） 【行政機関】

岐阜労働局職業安定課課長

【議題２】平成27年度各機関・団体の事業計画等 岐阜県健康福祉部高齢福祉課課長

岐阜県健康福祉部地域福祉国保課総括管理監

【その他】意見交換 岐阜県社会福祉協議会人材総合対策センター所長

【介護関係団体】

岐阜県老人福祉施設協議会事務局長

岐阜県社会福祉法人経営者協議会事務局長

岐阜県身体障害者福祉施設協議会副会長

岐阜県知的障害者支援協会事務局長

岐阜県児童福祉協議会事務局長

岐阜県グループホーム協議会事務局長

岐阜県老人保健施設協会事務局長

日本労働組合総連合岐阜県連合会副事務局長

一般社団法人岐阜県介護福祉会会長

岐阜県介護福祉士養成施設連絡協議会事務局

岐阜市社会福祉協議会事務局長

岐阜県医師会岐阜中央救急医療・情報センター室長

中部学院大学教授

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

岐阜支所長、岐阜支所職員

1岐阜

2岐阜
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【議題１】形成25年度第2回介護労働懇談会報告および本年度の取組 6月19日（木） 【行政機関】

静岡労働局職業対策課長、雇用開発主任 介護労働懇談会リーフレット（PDF)

【議題２】介護人材の確保・定着・育成に関わる行政等の施策について 静岡県経済産業部就業支援局職業能力開発課課長代理、主査

・介護の魅力発信事業として「ふじのくにケアフェスタ２０１４」を開催 静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課課長代理、班長

・「ご相談を承ります」の活動を引き続き実施 静岡公共職業安定所介護労働専門官

浜松公共職業安定所上席職業指導官

【議題３】介護人材確保のための介護団体各機関・団体の取組み 静岡県社会福祉人材センター福祉人材部長

・自法人では年間の応募者350人、採用者180人、1年後在職者50人というデータが出ており、 【介護関係団体】

定着のためにあらゆる手を尽くしている 静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会副会長

静岡県訪問看護ステーション協議会会長

【議題４】介護職場が抱えている課題やニーズについて 静岡県慢性期医療協会事務局　　

静岡県老人福祉施設協議会会長　　

日本在宅介護協会静岡県支部事務局長　

日本認知症グループホーム協会静岡県支部支部長　

静岡県介護支援専門員協会副会長

静岡県介護福祉士会会長　　

日本介護福祉士養成施設協会静岡県代表校　

　　静岡県立大学  短期大学部教授

【その他機関】

日本福祉用具供給協会静岡県ブロック事務局長

日本労働組合総連合会静岡県連合会事務局長

静岡県医師会理事　　　　　　       

【オブザーバー】

厚生労働省職業安定局雇用政策課介護労働対策室室長補佐

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

静岡支部長、静岡支部職員

1静岡

http://www.kaigo-center.or.jp/jigyo/22shizuoka_leaflet.pdf
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【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 2月6日（金） 【行政機関】

静岡労働局職業対策課長、課長補佐、雇用開発主任

【議題２】意見交換 静岡県経済産業部就業支援局職業能力開発課課長代理、主査

静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課課長、班長

静岡県社会福祉人材センター福祉人材部長

沼津公共職業安定所厚生労働専門官

静岡公共職業安定所介護労働専門官

【介護関係団体】

静岡県介護支援専門員協会副会長

静岡県介護福祉士会会長　　

日本介護福祉士養成施設協会静岡県代表校　

　　静岡県立大学  短期大学部教授

静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会副会長

静岡県訪問看護ステーション協議会会長

静岡県慢性期医療協会事務局　　

静岡県老人福祉施設協議会副会長　　

静岡県老人保健施設協会事務局長　

日本在宅介護協会静岡県支部事務局長　

日本認知症グループホーム協会静岡県支部支部長　

【その他機関】

静岡県医師会理事　　　　　　       

日本福祉用具供給協会静岡県ブロック事務局

2静岡
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【議題１】介護現場における人材育成、定着の取組状況、課題 1月28日（水） 【行政機関】

・厚生労働省が昨年7月から9月までの3ヶ月間、人材確保キャンペーンを展開 愛知労働局職業安定課課長補佐

・各種広報や就職フェア等を展開。11月11日は「介護の日」のPR事業を実施 愛知労働局職業安定課職業紹介係

・労働局の指定の無料職業紹介所を設置 愛知労働局職業安定課職業紹介主任

愛知県高齢福祉課生きがいグループ課長補佐

愛知県地域福祉課主任主査  

愛知県社会福祉協議会福祉人材センター人材養成研修部長

【介護関係団体】

社会福祉法人フラワー園西日置フラワー園管理者

医療法人羊蹄会人事課長   

有限会社ソシオ住宅型有料老人ホームかざぐるま名東代表取締役

株式会社ソラスト

セントケア中部株式会社セントケア御器所採用担当

株式会社ウエルケアーズあつまるハウス駒方

　　認知症ラボラトリー所長

社会福祉法人長福会デイパーク大府施設長

社会福祉法人華陽会華の郷南陽総務課係長

【その他の機関】

株式会社ヘルパースクール・カイ代表取締役

株式会社ヘルパースクール・カイスクール事業部主任

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

愛知支部長、愛知支部職員

1愛知
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【議題１】福祉人材確保施策及び雇用失業情勢について 8月1日（木） 【行政機関】

・EPAによる介護福祉士の受け入れ取り組み等について 三重県健康福祉部地域福祉課主事

三重県健康福祉部長寿介護課主幹

【議題２】介護労働安定センターの業務運営について 雇用経済部雇用対策課人材育成班主査

・介護労働実態調査報告について 津公共職業安定所介護労働専門官

津公共職業安定所就職支援コーディネーター

【議題３】介護関係助成金制度について 三重労働局職業安定部職業対策課助成金係長

【介護関係団体】

【議題４】各関係機関における施策と取組状況等について 社会福祉法人三重県社会福祉協議会

　　三重県福祉人材センター　福祉人材センター長

【議題５】意見交換 公益社団法人三重県看護協会

　　三重県ナースセンター　ナースセンター長

三重県老人福祉施設協議会副会長

一般社団法人三重県地域密着型サービス協議会監事

【その他機関】

三重介護福祉専門学校総括

社会福祉法人明合乃里会あのう学院管理者

【三重労働局職業安定部職業安定課(事務局を含む)】

三重労働局職業安定部職業安定課課長

三重労働局職業安定部職業安定課課長補佐

三重労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

【介護労働安定センター(事務局を含む)】

三重支所長、三重支所職員

【議題１】福祉人材確保施策及び雇用失業情勢について 2月12日（木） 【行政機関】

・福祉人材確保重点対策事業について 三重県健康福祉部地域福祉課課長補佐

・三重県の一般職業紹介状況（12月内容について） 三重県健康福祉部地域福祉課主事

・介護関係職常用求人求職・就職・充足状況 三重県健康福祉部長寿介護課主幹

・「介護就職デイ」の結果報告について 子雇用経済部雇用対策課人材育成班主査

・「介護関係の資格を有する求職者に対する意識調査」の結果について 津公共職業安定所統括職業指導官

・より良い人材確保のために求人条件の見直しや「魅了ある職場づくり」に取り組みませんか？ 【介護関係団体】

・正社員　職業別求人・充足状況 社会福祉法人三重県社会福祉協議会

　　三重県福祉人材センター福祉人材センター長

【議題２】介護労働安定センターの業務運営について 公益社団法人三重県看護協会

・平成25年度介護労働実態調査結果について(資料提供) 　　三重県ナースセンターナースセンター長

三重県老人福祉施設協議会副会長

【議題３】各関係機関における施策と取組状況等について 【その他機関】

三重介護福祉専門学校総括

【議題４】意見交換 社会福祉法人明合乃里会あのう学院事務局主任

【三重労働局職業安定部職業安定課(事務局を含む)】

三重労働局職業安定部職業安定課課長補佐

三重労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

【介護労働安定センター(事務局を含む)】

三重支所長、三重支所職員

2三重

1三重
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【議題１】第６期介護保険事業支援計画素案（人材確保）について 11月4日（火） 【行政機関】

滋賀労働局職業安定部職業安定課長

【議題２】小規模事業所における人材育成の仕組みについて 滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課長

・複数事業所連携事業について報告 滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課長

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課長

【議題３】研修情報の一元化に向けた検討 高島市健康福祉部北部 健康いきいき応援センター主監

・職場では研修情報があふれている。まとめることはできないか 【学識経験者】

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会副会長

【議題４】介護労働安定センターの事業概要について 日本福祉大学地域ケア研究推進センター主任研究員

 ・平成２５年度介護労働実態調査結果について、滋賀県版に基づき概要説明 びわこ学院大学短期大学部講師

【介護関係団体】

【議題５】平成２７年度合同入職式の開催について 滋賀県老人福祉施設協議会理事

滋賀県介護老人保健施設協議会会長

【議題６】各部会等の進捗状況について 滋賀県介護サービス事業者協議会連合会会長

特定非営利活動法人街かどケア滋賀ネット理事長

滋賀県ホームヘルパー協議会副会長

【職能団体】

滋賀県介護福祉士会副会長

滋賀県介護支援専門員連絡協議会会長

【研修団体】

滋賀県社会福祉協議会福祉人材・研修センター所長

介護労働安定センター滋賀支所長

その他事務局【県職員】　７名

【議題１】レイカディア滋賀高齢者福祉プランについて 3月19日（火） 【行政機関】

滋賀労働局職業安定部職業安定課長代理地方雇用保険監察官

【議題２】地域医療介護総合確保基金（介護分野）について 滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課長

滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課長

【議題３】各部会や関連事業にかかる実績、実施状況について 滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課長

【学識経験者】

【議題４】本協議会の次年度の進め方について 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会副会長

日本福祉大学地域ケア研究推進センター主任研究員

【その他】情報提供等 びわこ学院大学短期大学部講師

【介護関係団体】

滋賀県老人福祉施設協議会理事

滋賀県介護老人保健施設協議会会長

滋賀県介護サービス事業者協議会連合会会長

滋賀県ホームヘルパー協議会副会長

【職能団体】

滋賀県介護福祉士会副会長

滋賀県社会福祉士会副会長

滋賀県介護支援専門員連絡協議会会長

【研修団体】

滋賀県社会福祉協議会福祉人材・研修センター所長

介護労働安定センター滋賀支所長

その他事務局【県職員】　７名

1滋賀

2滋賀
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【議題１】京都府の介護・福祉人材確保総合事業についての報告 4月22日（火） 京都府社会福祉施設経営者協議会副会長

京都府社会福祉施設協議会副会長

【議題２】平成25年度の「きょうと介護・福祉ジョブネット」事業報告 京都市社会福祉施設連絡協議会副会長

一般社団法人京都府介護老人保健施設協会事務部会長

【議題３】平成26年度のワーキンググループの設置について 一般社団法人京都私立病院協会幹事

・人材確保・定着チームでは、転職者対象の就職面接会等の活動を展開 公益社団法人京都府看護協会常任理事

社団法人京都府介護支援専門員会理事

【議題４】各幹事による自由討論 社団法人京都社会福祉士会副会長兼事務局長

・介護に対するプラスイメージの発信の必要性について認識が一致 一般社団法人京都府介護福祉士会会長

社会福祉法人京都府社会福祉協議会常務理事

社会福祉法人京都市社会福祉協議会施設福祉推進室次長

京都労働局課長補佐

京都市介護保険課施設整備担当課長

京都府高齢社会対策監

介護労働安定センター京都支部長

人材確保・定着チームコーディネーター

仕事理解促進チームコーディネーター

北部ブランドプロジェクトチームコーディネーター

若者魅力発信チームコーディネーター

看護職確保プロジェクトチームコーディネーター

社会福祉法人京都府社会福祉協議会常務理事

社会福祉法人京都市社会福祉協議会施設福祉推進室次長

京都府福祉人材・研修センター所長・研修課長・雇用推進担当室長

京都府福祉人材・研修センター福祉人材課

北部ブランドプロジェクトチーム事務局

若者魅力発信チーム事務局

京都私立病院協会事務局課長

京都府健康福祉部医療課副課長

京都府健康福祉部介護・地域福祉課課長・副課長・副主査・主事

1京都
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【議題１】介護・福祉職場面接会について 4月25日（火）　　京都労働局 ハローワーク京都西陣 

京都府 介護・地域福祉課 課長、副主査、主事

【議題２】人材確保・定着チームの計画について 京都府社会福祉協議会 福祉人材課副主査

・施設見学・就業体験プログラムの問題点や改善点 京都府老人福祉施設協議会 

　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

【議題３】福祉職場就職フェアについて 京都市老人福祉施設協議会

　　社会福祉法人北桑会理事長

【議題４】京都府介護福祉士会が実施した資格取得支援講座の結果について 京都府介護老人保健施設協会 

　　介護老人保健施設じゅんぷう事務長

【議題５】平成26年度介護労働安定センターの人材確保・定着に係る事業 京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

京都知的障害者福祉施設協議会

【その他】福祉人材育成認証制度について 　　修光学園ディアコニアセンター施設長

京都市保育園連盟桂ぶどうの木保育園長

京都府介護福祉士会事務局

京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　所長、雇用推進担当室長、福祉人材課、雇用推進室

介護労働安定センター京都支部長 

【議題１】介護・福祉職場面接会について 6月10日（火） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

京都府 介護・地域福祉課 主事

【議題２】平成26年度第1回「福祉職場就職フェア2014」の開催結果について 京都府社会福祉協議会 福祉人材課副主査他1名

・介護分野への志望者が他業種へ流出の情勢を反映し参加者が大幅に減少 京都府老人福祉施設協議会 

　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

【議題３】潜在有資格者･介護離職者再就業支援事業の報告 京都市老人福祉施設協議会

京都府介護老人保健施設協会 

【議題４】ハローワークとの連携事業 　　介護老人保健施設じゅんぷう事務長

京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

【議題５】見学･体験、再就職支援プログラムについて 京都知的障害者福祉施設協議会

・介護労働講習受講生が多数参加し、プログラムの問題点が判明プログラムの見直しを検討 　　修光学園ディアコニアセンター施設長

京都市保育園連盟桂ぶどうの木保育園長

京都府介護福祉士会事務局

京都市社会福祉協議会施設福祉推進室次長

京都府健康福祉部介護・地域福祉課福祉人材担当副主査

京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室

介護労働安定センター京都支部長 

2京都

3京都
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【議題１】ハローワークとの連携事業について 7月22日（火） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

京都府 介護・地域福祉課 主事

【議題２】潜在有資格者･介護離職者再就業支援研修について 京都府社会福祉協議会 福祉人材課副主査

京都府老人福祉施設協議会 

【議題３】きょうと介護・福祉職場面接会について 　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

京都市老人福祉施設協議会

【議題４】見学･体験、再就職支援プログラムについて 　　社会福祉法人北桑会理事長

・登録済事業所に対し、改訂した要項を前提に再登録（事業所名簿の変更）を促すことで 京都府介護老人保健施設協会 

制度本来の趣旨に沿った運営に近づける 　　介護老人保健施設じゅんぷう事務長

京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

京都知的障害者福祉施設協議会

　　修光学園ディアコニアセンター施設長

京都府介護福祉士会事務局

京都市社会福祉協議会施設福祉推進室次長

京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室

介護労働安定センター京都支部長 

【議題１】介護労働実態調査結果(京都府版)について 9月11日（木） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

・現場実感を反映しているとの感想 京都府 介護・地域福祉課 主事

・関係機関への広報を行う 京都府社会福祉協議会 福祉人材課副主査

京都府老人福祉施設協議会 

【議題２】ハローワークとの連携事業について 　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

京都市老人福祉施設協議会

【議題３】潜在有資格者再就業支援研修について 　　社会福祉法人北桑会理事長

京都府介護老人保健施設協会 

【議題４】地域対象福祉職場就職フェアについて 　　介護老人保健施設じゅんぷう事務長

京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

【議題５】見学･体験、再就職支援プログラムについて他 京都府介護福祉士会事務局

京都市社会福祉協議会施設福祉推進室次長

京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室、福祉人材課

介護労働安定センター京都支部長 

京都

4京都

5
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○介護労働実態調査の特別調査結果(「介護事業所の採用・定着に向けたポイント」)周知 11月13日（木） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

【議題１】就職デイ・就職フェアについて 京都府 介護・地域福祉課 主事

・10月16日に開催された京都労働局主催の就職デイについて 京都府老人福祉施設協議会 

・当センターの実務者研修の受講生の就職活動と連動を図る 　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

・11月9日に開催された京都府主催の就職フェアについて 京都府介護老人保健施設協会 

前年比大幅な参加者減。当センターの受講生は多数参加 　　介護老人保健施設じゅんぷう事務長

京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

【議題２】次年度に向けての取組について 京都知的障害者福祉施設協議会

・京都府の政策立案になかなか連動して行かないという閉塞感もある 　　修光学園ディアコニアセンター施設長

・変則勤務職種の人材確保対策に焦点を 京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室、福祉人材課

介護労働安定センター京都支部長 

○前回会合で要点のみ紹介した「介護事業所の採用・定着に向けたポイント」について 12月18日（木） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

次年度取組を検討する参考に供するため、配布説明 京都府 介護・地域福祉課 主事

【議題１】ハローワークとの連携によるセミナーおよび面接会について 京都府老人福祉施設協議会 

・正職員募集で、有資格者・経験者を前提とするため、来場者のプロフィールとのアンマッチがあった 　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

京都府介護老人保健施設協会 

【議題２】年度内実施の企画について 　　介護老人保健施設じゅんぷう事務長

・人材確保・定着への取組として、小規模で小回りの効く施設見学会を試行し、反応を見て次年度に繋ぐ計画 京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

・実施予定は3月で延べ4コースの予定。 京都知的障害者福祉施設協議会

　　修光学園ディアコニアセンター施設長

【議題３】次年度の取組について 京都社会福祉士会副会長・事務局長

・当方提起のた施設見学・職場体験プログラムの運用見直しについての方向性 京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室、福祉人材課

介護労働安定センター京都支部長 

6京都

7京都
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平成26年度の第7回の人材確保・定着チーム会議 1月14日（水） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

【議題１】「福祉職場見学ツアー」の実施について 京都府 介護・地域福祉課 主事

日程、受入事業所、コース分け等について調整を行い、実施概要を決定 京都府社会福祉協議会 福祉人材課副主査

京都府老人福祉施設協議会 

【議題２】平成27年度の取組について 　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

・人材確保は府の仕事という意識が根強いところにも問題がある。 京都府介護老人保健施設協会 

・市町村が本腰を上げないと成果が生まれにくいとも考えられる。 　　介護老人保健施設じゅんぷう事務長

・どう市町村を動かしていくかを考えることも大きな課題。 京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

京都知的障害者福祉施設協議会

　　修光学園ディアコニアセンター施設長

京都市保育園連盟桂ぶどうの木保育園長

京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室

介護労働安定センター京都支部長 

平成26年度の第8回の人材確保・定着チーム会議 2月19日（木） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

【議題１】「福祉職場見学ツアー」の実施について 京都府 介護・地域福祉課 主事

京都府社会福祉協議会 福祉人材課副主査

【議題２】ハローワークとの連携について 京都府老人福祉施設協議会 

　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

【議題３】京都府人材研修センターで従来の施設見学・職場体験プログラム 京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

　　　　　　と就職斡旋を組み合わせたプログラム構想について 京都知的障害者福祉施設協議会

　　修光学園ディアコニアセンター施設長

京都市保育園連盟桂ぶどうの木保育園長

京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室

介護労働安定センター京都支部長 

平成26年度の第9回の人材確保・定着チーム会議 3月25日（水） 京都労働局 ハローワーク京都西陣 

【議題１】平成27年度京都府介護・福祉人材確保総合事業について 京都府 介護・地域福祉課 主事

京都府社会福祉協議会 福祉人材課副主査

【議題２】介護労働安定センターからの報告について 京都府老人福祉施設協議会 

　　宇治明星園白川特別養護老人ホーム施設長

【議題３】「福祉職場見学ツアー」の報告について 京都府障害厚生施設協議会 乙訓福祉会統括事業長

・平成27年度の継続を検討 京都知的障害者福祉施設協議会

　　修光学園ディアコニアセンター施設長

【議題４】平成27年度のチーム活動計画について 京都府介護福祉士会事務局

京都社会福祉士会副会長・事務局長

京都府社会福祉協議会 福祉人材・研修センター 

　　雇用推進担当室長、雇用推進室

介護労働安定センター京都支部長 

8京都

京都 9

京都 10



42ページ

テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】介護労働懇談会開催について 9月30日（火） 【行政機関】

大阪労働局職業安定部職業安定部長

【議題２】各機関における介護関係等に関する現状・情報提供など 大阪労働局職業安定部職業安定課職業紹介係長

・介護労働力の需給調整 大阪東公共職業安定所所長

・介護員養成研修 大阪東公共職掌安定所統括職業指導官

・各介護関係団体等の介護労働状況等 阿倍野公共職業安定所介護労働専門官

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課

【その他】意見交換 　　事業者育成ｸﾞﾙｰﾌﾟ総括主査

・介護分野に従事する者への育成・確保・定着を図る環境作りについて  大阪府商工労働部雇用推進室 

　　人材育成課委託訓練ｸﾞﾙｰﾌﾟ総括主査

【介護関係団体】

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 

　　大阪福祉人材支援センター人材担当部長

一般社団法人大阪府医師会事務局員

公益社団法人大阪介護老人保健施設協会会長

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会副会長

公益社団法人大阪介護支援専門員協会会長

公益社団法人大阪介護福祉士会会長

【その他機関】

学校法人瓶井学園日本メディカル福祉専門学校教務部長

株式会社ＥＥ２１代表取締役社長

株式会社ＥＥ２１企画室教育人材企画課課長

社会福祉法人おおとり福祉会施設長

日本労働組合総連合会大阪府連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

大阪支部長、他２名

1大阪
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【議題１】介護労働安定センターからの説明および報告 8月28日（木） 【行政機関】

・介護労働実態調査結果について 兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課企画調整参事

神戸市保健福祉局総務部計画調整課長

【議題２】『介護イメージ』の創出関連 兵庫労働局職業安定部職業安定課長

神戸公共職業安定所職業相談部長

【議題３】介護現場での人材不足対応について 【介護関係団体】

・質もある人材がより参入できる環境づくりが必要 兵庫県社会福祉法人経営者協議会副会長

・見学会の依頼、ハローワーク内での面接会など「目に見える職場」を実施し、ミスマッチを防ぐ 神戸市社会福祉協議会施設部会会長

兵庫県老人福祉事業協会会長

【議題４】EPAによる介護福祉士候補者の受入れについて 兵庫県社会福祉士会副会長

【その他機関】

兵庫県看護協会ナースセンター部長

兵庫県社会福祉協議会社会福祉研修所長

神戸女子大学健康福祉学部教授

神戸市社会福祉協議会常務理事

兵庫県社会福祉協議会常務理事

日本労働組合総連合会兵庫県連合会

兵庫県社会福祉協議会福祉事業部福祉人材センター

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

兵庫支所長、他1名

【議題１】福祉人材センター運営委員会より（主なもの） 12月19日（金） 【行政機関】

・大学生をターゲットに福祉の仕事の「やりがい」「充実感」を理解してもらうために業界をリードする 兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課企画調整参事

施設運営者によるセミナーや若い従事者との情報交換会などの機会を検討（次年度）。 神戸市保健福祉局総務部計画調整課長

兵庫労働局職業安定部職業安定課課長補佐

【議題２】介護労働懇談会 神戸公共職業安定所介護労働専門官

・採用についての資料提供も含め「介護事業所の採用・定着に向けたポイント」提供。 【介護関係団体】

神戸市社会福祉協議会施設部会会長

【議題３】対応状況について 兵庫県老人福祉事業協会会長

・就職フェア：学生は来るものの就職までいかないケースなどが多く、もっと職場見学などを利用して 兵庫県社会福祉士会副会長

求人と就職のミスマッチを少なく。 【その他機関】

兵庫県看護協会ナースセンター部長

関西学院大学人間福祉学部教授

神戸女子大学健康福祉学部教授

神戸女子大学健康福祉学部教授

神戸市社会福祉協議会常務理事

兵庫県介護福祉会会長

兵庫県社会福祉協議会福祉事業部福祉人材センター所長

姫路市社会福祉協議会事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

兵庫支所長、他１名

【その他（陪審・人材ｾﾝﾀｰ事務局等）】

陪席：6名、人材ｾﾝﾀｰ事務局：4名

2兵庫

1兵庫
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【議題１】介護労働安定センター兵庫支所平成26年度事業実施状況報告 3月23日（月） 【行政機関】

兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課企画調整参事

【議題２】地域医療介護総合確保基金について 神戸市保健福祉局総務部計画調整課長

・「医療介護推進基金（介護分）」福祉人材確保緊急対策事業について 兵庫労働局職業安定部職業安定課課長補佐

神戸公共職業安定所　介護労働専門官

【議題３】「27年度福祉・介護人材の確保および資質向上対策事業」について説明 【介護関係団体】

兵庫県老人福祉事業協会

兵庫県社会福祉士会　副会長

【その他機関】

兵庫県看護協会

神戸女子大学健康福祉学部教授

神戸女子大学健康福祉学部教授

神戸市社会福祉協議会　常務理事

兵庫県社会福祉協議会福祉事業部福祉人材センター所長

兵庫県社会福祉協議会社会福祉研修所研修第一

兵庫県社会福祉協議会　常務理事

姫路市社会福祉協議会事務局長

日本労働組合総連合会兵庫県連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

兵庫支所長、他１名

【その他（陪審・人材ｾﾝﾀｰ事務局等）】

陪席：4名、人材ｾﾝﾀｰ事務局：4名

3兵庫
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】福祉関係職種を取り巻く雇用情勢及び介護関係助成金の活用について 6月26日（金） 【行政機関】

奈良県労働局職業安定部部長

【議題２】奈良県における福祉人材の確保・定着の取り組み 奈良県労働局職業安定部地方職業安定監察官

奈良公共職業安定所統括職業指導官

【議題３】介護労働実態調査等報告 奈良県健康福祉部地域福祉課主査

奈良県健康福祉部長寿社会課主査

【議題４】人材確保定着についての意見交換 奈良県産業･雇用振興部雇用労政課主査

・EPAによる介護福祉士候補者の受け入れについて 奈良県社会福祉協議会福祉人材ｾﾝﾀｰ所長

【介護関係団体】

【その他】厚生労働省ヒアリング 奈良県老人福祉施設協議会副会長

全国老人保健施設協会奈良県支部事務局

全国介護事業者協議会関西担当理事

日本ホームヘルパー協会奈良県支部会長

奈良県介護福祉士会会長

奈良県訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会会長

奈良県介護支援専門員協会理事

日本福祉用具供給協会奈良ブロック代表

【その他機関】

高齢･障害･求職者支援機構奈良職業訓練支援センター係長

奈良佐保短期大学ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長

関西学研医療福祉学院介護福祉学科学科長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

奈良支所長、奈良支所職員

（オブザーバー）

厚生労働省職業安定局雇用政策課介護労働対策室室長補佐

1奈良
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】奈良県高齢者の現状説明 2月13日（金） 【行政機関】

奈良県労働局職業安定部部長

【議題２】介護職員の確保についての意見交換 奈良県労働局職業安定部地方職業安定監察官

奈良公共職業安定所統括職業指導官

【議題３】有資格者アンケート調査結果報告 奈良県健康福祉部地域福祉課主査

奈良県健康福祉部長寿社会課主事

【議題４】介護職員の定着についての意見交換 奈良県産業･雇用振興部雇用労政課主査

奈良県社会福祉協議会福祉人材ｾﾝﾀｰ所長

【介護関係団体】

奈良県老人福祉施設協議会副会長

全国老人保健施設協会奈良県支部事務局

全国介護事業者協議会関西担当理事

日本ホームヘルパー協会奈良県支部会長

奈良県訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会会長

奈良県介護支援専門員協会代表

日本福祉用具供給協会奈良ブロック代表

【その他機関】

高齢･障害･求職者支援機構奈良職業訓練支援センター係長

奈良佐保短期大学ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長

日本労働組合総連合会奈良県連合会副会長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

奈良支所長、奈良支所職員

2奈良
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】和歌山県における介護現場の現状 5月19日（月） 【行政機関】

・主要業種に占める医療福祉関係の割合が突出25年度末19.1％全国平均12％前後 和歌山労働局職業安定部（職業安定課長）

和歌山労働局職業安定部（雇用保険監察官）

【議題２】  問題点・課題等 和歌山公共職業安定所（介護労働専門官）

・高卒者の90％前後が県外進学、Uターンできない状況 和歌山公共職業安定所（就職支援ナビゲーター）

・マイナスイメージが強調されている 和歌山県商工観光労働部労働政策課（主査）

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課（班長）

【議題３】 今後の対応 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課（主事）

・イメージアップのため、フリーペーパー、フリーマガジンへの介護職の写真付き記事の掲載 【介護関係団体】

・学校訪問（高校）し、教員、生徒に対する介護職の啓発を実施 公益社団法人和歌山県看護協会（ナースセンター担当）

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会

　　（和歌山県福祉（所長）、保健研修人材センター）（副主査）

保育士支援コーディネーター

【その他機関】

日本労働組合総連合会・和歌山連合会（事務局長）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

和歌山支部長、和歌山支部職員

【議題１】EPAによる介護福祉士候補者の受け入れについて 11月25日（火）　【行政機関】

和歌山労働局職業安定部（職業安定課長）

【議題２】問題点・課題等 和歌山労働局職業安定部（雇用保険監察官）

・高齢化は進み続ける状況にあり介護事業の需要はあるが人材確保は益々難しくなる 和歌山公共職業安定所（介護労働専門官）

・制度の見直しの影響で福祉系学校の学生確保が困難 和歌山公共職業安定所（就職支援ナビゲーター）

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課（班長）

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課（主事）

【介護関係団体】

公益社団法人和歌山県看護協会（常任理事）

公益社団法人和歌山県看護協会（ナースセンター担当）　

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会（所長）

　　和歌山県福祉人材センター副主査

　　和歌山県福祉人材センター保育士支援コーディネーター

【その他機関】

和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校（校長）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

和歌山支部長、和歌山支部職員

1和歌山

2和歌山
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】介護職に関する国民の理解を深める「介護イメージ」の創出 8月25日（月） 【行政機関】

・行政、事業者、教育機関、関係団体が連携して「魅力ある職場作り」を促進する 鳥取労働局長

・就労イメージ改善のための雑誌や本の発行について 鳥取労働局職業安定部〔部長〕

鳥取職業安定部職業安定課〔課長〕

【議題２】助成金の活用促進について 鳥取労働局職業安定部職業安定課〔課長補佐〕

鳥取公共職業安定所〔介護労働専門官〕

【議題３】他職種からの転職者を含めたマネジメント人材の育成について 米子公共職業安定所〔上席職業指導官〕

・研修の実施について助成金を活用する 鳥取県商工労働 部雇用人材総室〔労働政策室長〕

鳥取県福祉保健部長寿社会課〔課長補佐〕

【議題４】介護職場の雇用管理改善の推進について 鳥取県福祉保健部福祉保健課〔課長〕

【介護関係団体】

【議題５】自治体と地域の事業主団体との連携 鳥取県社会福祉協議会福祉人材部〔部長〕

・福祉・医療のまちづくり研究会設立（26年9月9日） 鳥取県老人福祉施設協議会〔会長〕

鳥取県民間介護事業者協議会〔会長〕

【議題６】介護事業者へのＥＰＡ活用にかかる周知について 日本認知症グループホーム協会鳥取支部〔事務局〕

鳥取県看護協会〔会長〕

【その他】介護労働実態調査結果について説明 鳥取県ナースセンター〔所長〕

鳥取県介護福祉士会〔会長〕

【その他機関】

鳥取県高齢・障害・求職者支援機構〔訓練課長〕

鳥取社会福祉専門学校〔副校長〕

YMCA米子医療福祉専門学校〔事務長〕

社会福祉法人こうほうえん〔理事長〕

社会福祉法人中部福祉会〔理事長〕

株式会社わかば〔代表取締役〕

株式会社ソルヘム〔常務取締役〕

社会福祉法人中央会〔総務主任〕

医療法人賛幸会〔事務長〕

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

鳥取支部長

1鳥取
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【議題１】「質の高い福祉サービスの確保と質の高い担い手の育成・確保」 10月24日（金） 【行政機関】

・就労支援と定着支援について 鳥取労働局職業安定部〔課長〕

・職場体験・見学を活用した求職者相談の強化 鳥取県教育委員会事務局高等学校課〔課長〕

・福祉の就職フェア、高校生向け就職ガイダンスの実施 鳥取県福祉保健部長寿社会課〔課長〕

・福祉に関する啓発・広報事業の推進 鳥取県福祉保健部長寿社会課〔主事〕

・福祉情報誌の発行、高等学校等訪問 【介護関係団体】

・第1回介護労働懇談会で、若年層を対象にした介護分野へのマンガ本による啓発資料を県に提案 鳥取県社会福祉協議会〔専務理事〕

その結果２７年度事業で高校生を対象にマンガ本による啓発資料を作成する。 鳥取県社会福祉協議会福祉人材部〔部長〕

鳥取県社会福祉協議会福祉人材部〔主幹〕

鳥取県社会福祉協議会福祉人材部人材開発担当

鳥取県老人福祉施設協議会〔会長〕

鳥取県子供家庭育み協会〔会長〕

鳥取県知的障害者福祉協会〔副会長〕

湯梨浜町社会福祉協議会〔事務局長〕

鳥取県看護協会〔会長〕

【その他機関】

鳥取短期大学〔准教授〕

鳥取社会福祉専門学校〔校長〕

ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校〔事務局長〕

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

鳥取支部長

2鳥取
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支部(所)/回数

【議題１】介護人材確保に向けての取組について 7月14日（月） 【行政機関】

○人材確保に向けてのイメージアップ方策について 島根労働局労働基準部監督課課長

・中高生向けの職場定見事業の実施 島根労働局職業安定部部長

・介護の仕事PR事業として新聞紙面等での労働の様子や事業所の紹介 島根労働局職業安定部職業安定課需給調整指導官

○一般向けに介護のやりがい等プラス情報の発信について 松江公共職業安定所所長

・インターンシップの活用を考える 松江公共職業安定所統括職業指導官

・保護者へのイメージアップ活動も大切 島根県商工労働部雇用政策課課長

島根県健康福祉部地域福祉課副指導監査監

島根県健康福祉部高齢者福祉課運営支援グループリーダー

【議題２】離職防止や定着推進のための方策について 【介護関係団体】

・キャリアアップへの取り組み 島根県社会福祉協議会（福祉人材センター）法人支援部長

島根県社会福祉施設経営者協議会事務局長

【その他】労働関係法遵守について 島根県ホームヘルパー協会会長

島根県介護支援専門員協会理事

全国介護事業者協議会（株）エルフィス代表取締役

島根県介護福祉士会会長

日本認知症グループホーム協会島根支部長

全国軽費老人ホーム協議会島根代表

　　（社福）あすなろ会理事長

【その他機関】

日本介護福祉士養成施設協会島根県代表校

　　トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校事務部長

島根県社会保険労務士会会長

島根県経営者協会専務理事

日本労働組合総連合会島根県連合会事務局長

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　島根職業訓練支援センター求職者支援課課長

社会福祉法人みずうみ法人推進室室長

社会福祉法人みずうみ人材環境室室長

社会福祉法人隠岐共生学園介護老人保健施設もちだの郷

　　所長代理、介護係長、在宅係長

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

　　特別養護老人ホーム厚生センター八雲寮寮長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

島根支部長、島根支部職員

1島根
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【議題１】介護人材確保に向けての方向性について 12月1日（月） 【行政機関】

主な発言および行政からの助言等 島根労働局労働基準部監督課課長

・介護の魅力発信 島根労働局職業安定部部長

・若者に選ばれる業界への転換 島根労働局職業安定部職業安定課需給調整指導官

・女性や中高年齢層の参画 松江公共職業安定所所長

・地域ぐるみの人づくり(地方自治体への要望を含む) 松江公共職業安定所統括職業指導官

島根県商工労働部雇用政策課

【その他】当センターより、最近の実態状況説明 島根県健康福祉部地域福祉課副指導監査監

島根県健康福祉部高齢者福祉課運営支援グループリーダー

【介護関係団体】

島根県社会福祉協議会（福祉人材センター）法人支援部長

島根県社会福祉施設経営者協議会事務局長

島根県老人福祉施設協議会事務局長

島根県ホームヘルパー協会会長

島根県老人保健施設協会事務局長

島根県介護支援専門員協会副理事長

全国介護事業者協議会（株）エルフィス代表取締役

島根県介護福祉士会会長

日本認知症グループホーム協会島根支部長

全国軽費老人ホーム協議会島根代表

　　（社福）あすなろ会理事長

【その他機関】

日本介護福祉士養成施設協会島根県代表校

　　トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校事務部長

島根県中小企業診断協会会長

島根県社会保険労務士会会長

島根県経営者協会専務理事

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　島根職業訓練支援センター求職者支援課課長

社会福祉法人みずうみ高齢者福祉部部長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

島根支部長、島根支部職員

2島根



52ページ

テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題1】介護労働市場の現状と人材確保の支援策について 10月20日（月） 【行政機関】

・岡山県の医療・福祉における雇用情勢について 岡山労働局職業安定部職業安定課主任雇用保険監察官

・岡山県における公共訓練等における介護人材の養成について 岡山公共職業安定所職業相談第２部門職業相談部長

・学校教育における介護人材の養成について  岡山公共職業安定所職業相談第２部門介護労働専門官

・福祉人材の確保・定着に関する岡山県の取組み 岡山県保健福祉部保健福祉課総括参事

・27年度に岡山県全体の福祉・医療等の連携強化のため、 岡山県保健福祉部保健福祉課主任

「オール岡山」として地域のネットワークを構築し、懇談による会合を計画 岡山県産業労働部労働雇用政策課総括参事

【介護関係団体】

【議題２】介護団体の福祉人材・定着に関する取組と課題について 岡山県社会福祉協議会福祉経営支援部主任

・人材確保の対策として、ＥＰＡのみならず、カントリーミーティング、 岡山県介護福祉士会名誉会長

若者からの意見・アイデアを受けながらイメージアップを図る方策に取り組む 岡山県介護福祉士会事務局長

岡山県老人福祉施設協議会会長

【議題３】介護事業所における人材確保の現状及び課題等について 岡山県老人保健施設協会会長

岡山県老人福祉施設協議会地域密着型施設部会部会長

岡山県ホームヘルパー連絡協議会会長

日本認知症グループホーム協会岡山県支部代議員・理事

【教育機関】

玉野総合医療専門学校介護福祉学科教務主任

玉野総合医療専門学校事務課長

【その他機関】

介護事業所

有限会社ライフネット代表取締役

株式会社サルピス所長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

岡山支部長、岡山支部職員

1岡山
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テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題1】介護労働市場の現状と人材確保の支援策について 2月5日（月） 【行政機関】

・岡山県の医療・福祉における雇用情勢について 岡山労働局職業安定部職業安定課主任雇用保険監察官

・岡山県における公共訓練等における介護人材の養成について 岡山公共職業安定所職業相談第２部門職業相談部長

・学校教育における介護人材の養成について 岡山公共職業安定所職業相談第２部門介護労働専門官

・福祉人材の確保・定着に関する岡山県の取組み 岡山公共職業安定所職業相談第２部門主任

岡山県産業労働部労働雇用政策課副参事

【議題２】事前調査票に基づいた意見交換について 【介護関係団体】

・介護労働者の確保及び介護人材の定着率の向上のための方策 岡山県社会福祉協議会福祉経営支援部主査

岡山県介護福祉士会名誉会長

岡山県介護福祉士会事務局長

岡山県老人福祉施設協議会会長

岡山県老人保健施設協会会長

岡山県老人福祉施設協議会地域密着型施設部会部会長

岡山県ホームヘルパー連絡協議会会長

【教育機関】

玉野総合医療専門学校介護福祉学科教務主任

玉野総合医療専門学校事務課長

【その他機関】

介護事業所

有限会社ライフネット代表取締役

株式会社サルピス管理者

【介護労働安定センター岡山支部（事務局を含む）】

岡山支部長、岡山支部職員

2岡山
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テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】参加行政からの最新情報提供について 7月23日（水） 【行政機関】

・EPAによる介護福祉士候補者の受入れについて 広島労働局職業安定部職業安定課課長

・中小企業労働環境向上助成金（団体助成コース）の説明 広島労働局職業安定部職業対策課雇用開発係長

・目指しませんか？「働きやすい・働きがいのある職場作り」の説明等 広島労働局職業安定部職業対策課厚生労働事務官

広島労働局労働基準部監督課専門監督官

【議題２】 広島県介護人材の確保等について 広島東公共職業安定所介護労働専門官

・規学卒者、中途採用者（主婦・他産業からの入職者）以外の人材確保（活用）等について 広島県健康福祉局地域福祉課主幹

・介護現場の作業効率化のための設備、介護ロボット、IT活用等について 広島県商工労働局職業能力開発課主幹

・外国人技能実習生の活用について 【介護関係団体】

・介護業界のイメージアップについて 一般社団法人日本在宅介護協会支部長

公益社団法人広島県介護福祉士会会長

【その他】次回開催について 公益社団法人日本認知症グループホーム協会事務局長

・介護バンク（介護職員の人材登録・紹介する準公的な仕組みづくりについて等 全国軽費老人ホーム協議会中国ブロック副会長

広島県老人福祉施設連盟副会長

広島県社会福祉法人経営者協議会事務局

広島県社会福祉人材センター所長

広島県生活協同組合連合会福祉・介護委員会委員

広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会副会長

広島県農業協同組合中央会協同活動推進部高齢者福祉課長

広島県訪問看護ステーション協議会理事

公益社団法人全国老人保健施設協会広島支部事務局

広島市域通所サービス連絡会会長

広島市域訪問介護事業者連絡会会長

【その他関係機関等】

広島県社会保険労務士会元副会長

広島県介護福祉士養成施設協会副会長

広島県社会福祉協議会人材研修課長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

広島職業訓練センター求職者支援第一課長

ＵＡゼンセン日本介護クラフトユニオン

一般社団法人広島県シルバーサービス振興会常務理事

公益財団法人広島県老人クラブ連合会事務局長

一般社団法人日本福祉用具供給協会広島県ブロック長代理

一般社団法人日本福祉用具専門相談員協会広島県ブロック長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

広島支部長、広島支部職員

1広島



55ページ

テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】参加行政からの最新情報提供 3月5日（木） 【行政機関】

・職業訓練（介護労働分野）の実施状況について 広島労働局職業安定部職業安定課課長

・第6期ひろしま高齢者プラン(案)の概要 広島労働局職業安定部職業対策課雇用開発係長

・広島県における介護分野の人手不足の状況 広島労働局職業安定部職業対策課厚生労働事務官

・平成26年度雇用関係助成金のご案内(簡略版) 広島労働局労働基準部監督課専門監督官

・ハローワーク広島東管内における介護サービスの職業の労働市場 広島東公共職業安定所介護労働専門官

(福祉関連求人・求職状況調べ(平成26年度)) 広島県健康福祉局地域福祉課主幹

・求職者支援訓練の認定申請受付について 広島県商工労働局職業能力開発課主幹

・魅力のある福祉・介護の職場宣言のロゴマーク　提案 【介護関係団体】

　魅力のある福祉・介護の職場宣言(ひろしま)※ＨＰ作成(案) 一般社団法人日本在宅介護協会支部長

公益社団法人広島県介護福祉士会会長

【議題２】広島県介護人材の確保・育成等について 公益社団法人日本認知症グループホーム協会事務局長

・外国人材について 広島県老人福祉施設連盟副会長

・「介護福祉士」資格制度 広島県社会福祉法人経営者協議会事務局

広島県社会福祉人材センター所長

【その他】次回開催に向けて 広島県生活協同組合連合会福祉・介護委員会委員

広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会副会長

広島県農業協同組合中央会協同活動推進部高齢者福祉課調査役

広島県訪問看護ステーション協議会理事

広島市域通所サービス連絡会会長

広島市域訪問介護事業者連絡会副会長

【その他関係機関等】

広島県社会保険労務士会元副会長

広島県介護福祉士養成施設協会副会長

広島県社会福祉協議会人材研修課長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

広島職業訓練センター求職者支援第一課長

ＵＡゼンセン日本介護クラフトユニオン中国・四国総支部総支部長

一般社団法人日本福祉用具供給協会広島県ブロック長代理

一般社団法人日本福祉用具専門相談員協会広島県ブロック長

【介護労働安定センター【事務局を含む）】

広島支部長、広島支部職員

2広島



56ページ

テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】行政機関からの情報提供について 7月30日（水） 【行政機関】

山口労働局職業安定部職業安定課課長

【議題２】福祉関係人材の確保について 山口労働局職業安定部職業安定課課長補佐

・介護人材需給推計調査結果と地域的な課題を踏まえた対応策を協議する 山口公共職業安定所所長

・介護業界のイメージアップには職場のスキルアップによる満足が得られるイメージの構築が必要 山口県健康福祉部厚政課主幹

・中高校での職場説明会をもっと増やす 山口県商工労働部労働政策課主幹

・行政、関係団体、事業者等が一体となった取り組みが必要 【介護関係団体】

・小学校から介護は大切な仕事であることを広めて欲しい 社会福祉法人山口県社会福祉協議会福祉人材研修部部長

山口県社会福祉法人経営者協議会山口県老人福祉施設協議会会長

【議題３】情報交換 山口県老人デイ・ケア協議会山口県老人保健施設協議会事務局長

・良いイメージは伝わりにくいが、悪いイメージはすぐに伝わる 山口県デイサービスセンター協議会会長

一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会副会長

【議題４】その他 公益社団法人日本認知症グループホーム協会山口県支部支部長

・各ハローワークで就職した人の声をまとめた「介護・医療職場からの声」を作成予定 一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会副理事長

一般社団法人日本慢性期医療協会山口県事務局

山口県訪問看護ステーション協議会会長

山口県福祉用具協会副会長

山口県介護支援専門員協会会長

一般社団法人山口県社会福祉士会副会長

【その他機関】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　山口職業訓練支援センター求職者支援課課長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

山口支部長、山口支部職員

1山口
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テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】行政機関からの情報提供について 3月18日（水） 【行政機関】

山口労働局職業安定部職業安定課課長

【議題２】関係団体・関係機関からの27年度事業計画（案）について 山口労働局職業安定部職業安定課課長補佐

山口公共職業安定所所長

【議題３】事例発表「人材確保と定着への取り組み」について 山口県健康福祉部厚政課主幹

山口県健康福祉部厚政課主任

【議題４】介護人材確保に向けての行政、関係団体の連携した施策について 山口県商工労働部労働政策課主幹

【介護関係団体】

【その他】情報交換等 社会福祉法人山口県社会福祉協議会福祉人材研修部部長

山口県社会福祉法人経営者協議会、山口県老人福祉施設協議会会長

山口県デイサービスセンター協議会会長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会山口県支部支部長

一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会副理事長

一般社団法人日本慢性期医療協会山口県事務局

山口県訪問看護ステーション協議会会長

山口県福祉用具協会会長

一般社団法人山口県社会福祉士会副会長

【その他機関】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　山口職業訓練支援センター求職者支援課課長

岩国YMCA国際医療福祉専門学校介護福祉学科学科長

YIC看護福祉専門学校教務主任

日本労働組合総連合会山口県連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

山口支部長、山口支部職員

2山口
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テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】各行政機関からの説明及び介護関係情報の提供等について 9月4日（木） 【行政機関】

・介護人材確保のため『魅力ある職場づくり』にむけて 徳島労働局職業安定部職業安定部長

・「ＥＰＡの活用」に係る周知 徳島労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

徳島公共職業安定所職業相談部長

【議題２】各参加機関における活動概要と課題等について 徳島公共職業安定所介護労働専門官

徳島県保健福祉部長寿福祉局地域福祉課主任主事

【議題３】意見交換等 徳島県保健福祉部長寿福祉局長寿保険課主査兼係長

・若者、保護者、進路担当者毎にイメージアップ資料を作成するなどの広報についてテーマにする 徳島県商工労働部産業人材育成センター課長補佐

【介護関係団体】

一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会四国ブロック支部長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会徳島県支部副支部長

公益社団法人全国老人保健施設協会徳島県老人保健施設協議会会長

公益社団法人全国老人福祉施設協議会

　　徳島県老人福祉施設協議会介護人材対策委員長

一般社団法人日本介護支援専門員協会

　　ＮＰＯ法人徳島県介護支援専門員協会理事

全国ホームヘルパー協議会徳島県協議会会長

全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会

　　徳島県協議会理事

公益社団法人日本介護福祉士会徳島県介護福祉会会長

日本慢性期医療協会徳島県慢性期医療協会会長

【その他関係機関】

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構徳島職業訓練

　　支援センター求職者支援課長

社会福祉法人徳島県社会福祉協議会

　　福祉人材センター所長

日本労働組合総連合会徳島県連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

徳島支所長、徳島支所職員

1徳島
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平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題】介護労働者の労働条件の確保・改善のポイントについて 2月4日（水） 【行政機関】

・最近の介護分野における雇用失業情勢について 徳島労働局職業安定部職業安定課課長

・徳島県地域包括ケア推進会議人材確保部会の概要について 徳島労働局労働基準部監督課課長

・徳島県の介護訓練の実施状況について 徳島労働局労働基準部監督課監察監督官

・27年度の訓練概要と決定時期等について 徳島公共職業安定所職業相談部長

徳島公共職業安定所介護労働専門官

徳島県保健福祉部長寿福祉局地域福祉課副課長

徳島県保健福祉部長寿福祉局地域福祉課主任主事

徳島県保健福祉部長寿福祉局長寿保険課課長

徳島県商工労働部産業人材育成センター課長補佐

【介護関係団体】

一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会四国ブロック支部長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会徳島県支部副支部長

公益社団法人全国老人保健施設協会徳島県老人保健施設協議会会長

公益社団法人全国老人福祉施設協議会

　　徳島県老人福祉施設協議会介護人材対策委員長

一般社団法人日本介護支援専門員協会

　　ＮＰＯ法人徳島県介護支援専門員協会理事

全国ホームヘルパー協議会徳島県協議会会長

全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会

　　徳島県協議会理事

日本慢性期医療協会徳島県慢性期医療協会会長

【その他関係機関】

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構徳島職業訓練

　　支援センター求職者支援課長

社会福祉法人徳島県社会福祉協議会福祉人材センター所長

日本労働組合総連合会徳島県連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

徳島支所長、徳島支所職員

徳島 2
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支部(所)/回数

【議題１】介護労働懇談会について 7月17日（木） 【行政機関】

香川労働局職業安定部職業対策課地方職業指導官

【議題2】介護分野における各機関・団体等の取り組みについて 高松公共職業安定所職業相談部門福祉人材コーナー介護労働専門官

・啓発イベント（１０月１３日「介護フェア」）、ガイドブックの作成、HPの活用 香川県健康福祉部健康福祉総務課地域福祉グループ主任技師

・中高校に介護従事者を派遣する「出前授業」の効果的活用の普及 香川健康福祉部長寿社会対策課介護人材グループ副主幹

・事業者支援セミナーとキャリア助成金等説明の同時開催 香川県商工労働部労働政策課雇用対策グループ主事

香川県立高等技術学校高松校技能開発課介護サービス科主席指導員

【介護関係団体】

社会福祉法人香川県社会福祉協議会香川福祉人材センター所長

独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構

　　香川高齢・障害者雇用支援センターセンター長

公益財団法人香川県老人クラブ連合会常任理事、事務局長

香川県老人福祉施設協議会副会長

香川県老人保健施設協議会事務局長

一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会

　　社会福祉法人サンシャイン会

　　特別養護老人ホームリベラルサンシャイン生活介護１課長

全国地域包括･在宅介護支援センター協議会

　　特別養護老人ホーム楽陽荘事務長

一般社団法人香川県看護協会在宅ケアステーションみちしるべ所長

日本慢性期医療協会医療法人社団和風会橋本病院事務長代理

香川県社会福祉法人経営者協議会

　　社会福祉法人鵜足津福祉会マイルドハート21施設長

公益社団法人香川県介護福祉士会副会長

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会香川代表校

　　学校法人瀬戸内学園

　　四国学院大学専門校福祉学科学科長

日本労働組合総連合会香川県連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

香川支部長、香川支部職員

1香川
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支部(所)/回数

【議題１】「介護の日」に向けた取り組みについて 10月27日（月） 【行政機関】

・主に国、県のほうから周知 香川労働局職業安定部職業対策課地方職業指導官

・雇用管理改善に取り組む事業主に対し後方支援体制として助成金制度を奨励。 高松公共職業安定所職業相談部門福祉人材コーナー介護労働専門官

・介護の仕事就職フェアについて、「介護の日」前後一週間に開催 香川県健康福祉部健康福祉総務課地域福祉グループ主任技師

香川健康福祉部長寿社会対策課介護人材グループ課長補佐

【議題２】平成25年度介護労働実態調査結果について 香川県健康福祉部長寿社会対策課介護人材グループ副主幹

香川県商工労働部労働政策課雇用対策グループ主事

【議題３】介護労働力の確保について 香川県立高等技術学校高松校技能開発課介護サービス科主席指導員

・現場は、介護保険法が変わり職員の配置に苦労している。 【介護関係団体】

・EPAによる介護福祉士候補者の受け入れも必要だが、質の高い職員が必要。 社会福祉法人香川県社会福祉協議会香川福祉人材センター所長

公益財団法人香川県老人クラブ連合会常務理事／事務局長

香川県老人福祉施設協議会副会長

香川県老人保健施設協議会事務局長

一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会

　　社会福祉法人サンシャイン会

　　特別養護老人ホームリベラルサンシャイン生活介護１課長

全国地域包括･在宅介護支援センター協議会

　　特別養護老人ホーム楽陽荘事務長

一般社団法人香川県看護協会

　　在宅ケアステーションみちしるべ所長

日本慢性期医療協会医療法人社団和風会橋本病院事務長代理

香川県社会福祉法人経営者協議会

社会福祉法人鵜足津福祉会マイルドハート21施設長

公益社団法人香川県介護福祉士会副会長

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会香川代表校

　　学校法人瀬戸内学園

　　四国学院大学専門校福祉学科学科長

日本労働組合総連合会香川県連合会副事務局長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

香川支部長、香川支部職員

香川 2
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【議題１】前回、「人材確保」、「雇用管理改善」「能力開発」で洗い出された課題・問題点に係る 7月24日（木） 【行政機関】

○情報交換、改善する為の意見、好事例、地域の実情に応じた、役割や分担の検討 愛媛労働局職業安定部職業安定課課長

・働く側の要望に合う求人票を出すことを考える必要がある 愛媛労働局職業安定部職業安定課課長補佐

・行政も含め県内で生き残れる仕組みづくりが必要 松山公共職業安定所業務部長

・「介護の日」に大きなイベント、小中学校で介護のイメージアップ、県全体での取り組み 愛媛県経済労働部管理局労政雇用課課長

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課主幹

【介護関係団体】

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会地域福祉部長

(愛媛県福祉人材センター事務局兼務)

鷹見教社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会総務企画課長

(愛媛県社会福祉施設経営者協議会事務局兼務)

愛媛県ホームヘルパー協議会会長

一般社団法人全国介護事業者協議会四国地区担当事務局

一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会四国ブロック理事

一般社団法人日本慢性期医療協会理事

愛媛県老人保健施設協議会副会長

愛媛県地域包括・在宅介護支援センター協議会会長

老人福祉施設協議会副会長

愛媛県老人保健施設協議会副会長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会愛媛県支部支部長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会

【その他機関】

一般社団法人愛媛県介護福祉士会副会長

松山東雲短期大学介護福祉専攻専攻主任教授

学校法人河原学園河原医療福祉専門学校介護福祉科教務主任

愛媛県社会保険労務士会副会長

日本介護クラフトユニオン中国・四国総支部運営委員長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛職業訓練

支援センター求職者支援課長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

愛媛支部長、愛媛支部職員

1愛媛
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【議事】 1月23日（金） 【行政機関】

「介護人材確保のための方策について」、「介護職の離職を防止する方策について」で洗い出された 愛媛労働局職業安定部職業安定課課長補佐

課題・問題点に係る情報交換、及びこれらを改善する為のご意見、あるいは好事例について 松山公共職業安定所業務部長

・地域の実情に応じた、役割や分担の検討を実施。 愛媛県経済労働部管理局労政雇用課主幹

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課主幹

　 ・ＥＰＡについて、「人材確保」と「質の向上」が大切 【介護関係団体】

　 ・人間関係が重要である。中間管理職の研修（マネジメント）を検討 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会総務企画課長

　してほしい。生き生きしている中間管理職がいる職場は離職者が少ない。 (愛媛県社会福祉施設経営者協議会事務局兼務)

愛媛県ホームヘルパー協議会会長

一般社団法人全国介護事業者協議会四国地区担当事務局

一般社団法人日本慢性期医療協会理事

愛媛県老人保健施設協議会副会長

愛媛県地域包括・在宅介護支援センター協議会会長

愛媛県老人福祉施設協議会副会長

公益社団法人日本認知症グループホーム本部理事

【その他機関】

一般社団法人愛媛県介護福祉士会会長

松山東雲短期大学介護福祉専攻教務主任教授

愛媛県社会保険労務士会副会長

日本介護クラフトユニオン中国・四国総支部運営委員長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　愛媛職業訓練支援センター求職者支援課長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

愛媛支部長、愛媛支部職員

2愛媛
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【議題１】関係機関からの事業実施状況等の報告 6月3日（火） 【行政機関】

・小中高生を対象に出前授業を実施しているが、目的を間違えず何を適正に生徒等に伝えていくかが重要 高知労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

ハローワーク高知介護労働専門官

【議題２】キャリア教育拡充事業における教育資材検討会の開催について 高知県地域福祉部高齢者福祉課課長補佐、

同介護人材担当チーフ、同主幹

【議題３】平成２６年度介護の日のイベントについて 高知県地域福祉部地域福祉政策課チーム長、同主幹

・「第５回こうち介護の日２０１４」として実施する 高知県雇用労働政策課能力開発担当チーフ

高知県教育委員会事務局高等学校課指導主事

【議題４】当懇談会における今後の検討テーマの選定について 【介護関係団体】

・「介護人材確保のための方策について（離職防止、モチベーションアップ） 高知県老人福祉施設協議会会長、同理事２１世紀委員会副委員長

高知県介護老人保健施設協議会

　　高知県宅老所・グループホーム連絡会事務局

【その他機関】

高知県立大学社会福祉学部准教授、同講師

平成福祉専門学校事務次長

高知福祉専門学校事務次長・学科長

高知県社会福祉協議会高知県福祉人材センター所長

同キャリア支援専門員

高知県介護福祉士会会長、同副会長

高知県看護協会高知県ナースセンターナースセンター担当

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

高知支部長

【議題１】関係機関からの情報提供（その他連絡事項）について 2月17日（火） 【行政機関】

・最近の雇用失業情勢等について 高知労働局職業安定部職業安定課長地方職業指導官

・平成２７年度県予算（案）の概要等について ハローワーク高知統括職業指導官、介護労働専門官

高知県地域福祉部高齢者福祉課課長補佐

【議題２】その他 同介護人材担当チーフ、同主幹

・平成２７年度介護の日啓発事業について 高知県地域福祉部地域福祉政策課主幹

高知県雇用労働政策課能力開発担当チーフ

【議題３】介護人材確保のための方策について 高知県教育委員会事務局高等学校課指導主事

「介護の仕事のイメージアップのための啓蒙・周知活動」、「雇用管理・職場環境の改善」、 【介護関係団体】

「中堅（中間管理職）職員を対象にした人材育成」の必要性等に集約される。 高知県老人福祉施設協議会２１世紀委員会副委員長

高知県介護老人保健施設協議会

　　高知県宅老所・グループホーム連絡会事務局

【その他機関】

高知県立大学社会福祉学部准教授、同講師

平成福祉専門学校事務次長

高知福祉専門学校事務室長

高知県社会福祉協議会高知県福祉人材センター所長

　　同キャリア支援専門員、高知県福祉研修センター所長

高知県介護福祉士会会長、同理事

高知県看護協会高知県ナースセンターナースセンター担当

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

高知支部長

1高知

2高知
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【議題１】各機関の課題、問題点 6月4日（水） 【行政機関】

・地域包括支援の話が出てくる 福岡労働局職業安定部職業対策課課長補佐

・地域人づくり事業を展開するが、県と市町村医師会との連携が必要 福岡労働局職業安定部職業対策課雇用指導開発係主任

・在宅支援をいかに支えていくかが課題 福岡中央公共職業安定所福祉人材コーナー介護労働専門官

【介護関係団体】

【議題２】次回議題の検討事項、他の団体の状況、意見を聞きたいこと （公社）福岡県看護協会事業部事業課長

・福祉・介護分野でのイメージアップが必要 （公社）福岡県看護協会事業部事業課

（社福）福岡県社会福祉協議会県民サービス部部長

（社福）福岡県社会福祉協議会県民サービス部人材情報課主査

【その他機関】

福岡県福祉労働部福祉総務課地域福祉係長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

福岡支部長

【議題１】福岡県全体の求人、雇用情勢について報告、 2月26日（木） 【行政機関】

・福祉・介護人材定着促進事業促進事業について 福岡労働局職業安定部職業対策課長

・介護人材確保について参入の促進、労働環境の処遇の改善、資質の向上 福岡労働局職業安定部職業対策課雇用指導開発係主任

の3つの取り組みを具体的に進めていく 福岡中央公共職業安定所介護労働専門官

福岡県福祉労働部福祉総務課地域福祉係長

【議題２】介護職、介護事業全般のイメージアップについて 福岡県保健医療介護部介護保険課企画係長

・一歩踏み込んだ意見が聞けて良かった 【介護関係団体】

・メリットや効果のある懇談会にしないといけない 福岡県老人福祉施設協議会会長

公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会会長

公益社団法人福岡県介護福祉士会会長

公益社団法人福岡県介護福祉士会理事

公益社団法人福岡県介護福祉士会理事

公益社団法人福岡県介護福祉士会事務局長

社会福祉法人福岡県社会福祉協議会人材・情報課課長

公益社団法人福岡県介護支援専門員協会常任理事

福岡市ホームヘルパー協議会会長

一般社団法人全国特定施設事業者協議会理事

一般社団法人全国特定施設事業者協議会事務局員

一般社団法人全国特定施設事業者協議会事務局員

【その他機関】

麻生教育サービス株式会社医療福祉事業部課長代理

増山人事労務センター代表特定社会保険労務士

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

福岡支部長、福岡支部職員

1福岡

2福岡
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【議題１】介護現場での人材不足の状況 7月29日（火） 【行政機関】

・人材育成の前に、人が集まらない、求人しても来ない 佐賀労働局職業安定部職業安定部長

・介護を目指す学生が集まらない、人材育成が困難になる 佐賀労働局職業安定課職業安定監察官

・「職場訓練の状況」応募者の減少、離職率は高い 佐賀労働局職業安定課課長補佐

・「潜在有資格者の活用」登録の義務化を進める（看護師） 佐賀労働局職業安定課職業紹介主任

・「外国人の活用」EPAによる外国人受け入れについて 佐賀労働局職業対策課雇用開発係長

佐賀公共職業安定所介護労働専門官

【議題２】介護の“イメージアップ”への取組みについて 佐賀県健康福祉本部長寿社会課課長

・地域との共生を図る 佐賀県健康福祉本部長寿社会課係長

佐賀県健康福祉本部地域福祉課主事

【議題３】“介護の日”の取組みについて 農林水産商工本部雇用労働課主査

・記念講演会を計画 農林水産商工本部雇用労働課嘱託

・駅周辺でのチラシ配布を行う 【介護関係団体】

佐賀県社会福祉法人経営者協議会副会長

佐賀県介護老人保健施設協会事務局長

佐賀県老人福祉施設協議会会長

佐賀県認知症グループホーム協会会長

佐賀県労働者福祉協議会研修担当

佐賀県社会福祉士会会長

佐賀県介護福祉士会会長

佐賀県看護協会副会長

佐賀県介護保険事業連合会事務局長

佐賀県社会福祉協議会係長

【その他機関】

佐賀県社会保険労務士会事務局長

高齢・障害・求職者雇用支援機構佐賀職業訓練支援センター所長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

佐賀支所長、佐賀支所職員

1佐賀
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【議題１】人材不足の状況について～養成校の入学・就職状況から 1月26日（月） 【行政機関】

・入学者の定員割れが続き、県の委託訓練生の受入が無ければ深刻な状況 佐賀労働局職業安定部職業安定部長

佐賀労働局職業安定課職業安定監察官

【議題２】潜在資格者の掘り起しについて～介護労働講習修了生のアンケート 佐賀労働局職業安定課課長補佐

・外国人の活用や、他県での事例（生活困窮者の活用）について 佐賀労働局職業安定課職業紹介主任

佐賀労働局職業対策課雇用開発係長

佐賀公共職業安定所介護労働専門官

佐賀県健康福祉本部長寿社会課課長

佐賀県健康福祉本部長寿社会係長

佐賀県健康福祉本部長寿社会主査

佐賀県健康福祉本部地域福祉課主査

農林水産商工本部雇用労働課主査

【介護関係団体】

西九州大学短期大学部（養成校）教授

佐賀女子短期大学（養成校）准教授

佐賀県社会福祉法人経営者協議会副会長

佐賀県介護老人保健施設協会事務局長

佐賀県老人福祉施設協議会会長

佐賀県認知症グループホーム協会会長

佐賀県労働者福祉協議会相談員

佐賀県労働者福祉協議会研修担当

佐賀県社会福祉士会事務局長

佐賀県介護福祉士会（～佐賀女子短期大学にて会長出席)

佐賀県看護協会常務理事

佐賀県介護保険事業連合会事務局長

佐賀県社会福祉協議会係長

【その他機関】

佐賀県社会保険労務士会事務局長

高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀職業訓練支援センター所長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

佐賀支所長、佐賀支所職員

2佐賀
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【議題１】介護労働者の人材確保・定着にむけて 8月25日（月） 【行政機関】

・魅力ある職場づくりキャンペーンについて 長崎労働局（局長）

・各種助成金について 長崎労働局職業安定部（部長）

長崎労働局地方訓練受講者支援室（室長）

【議題２】福祉分野における求職求人の動向 長崎公共職業安定所（業務部長）

長崎公共職業安定所（介護労働専門官）

【議題３】２０２５年を見据えた人材確保対策について 長崎県福祉保健部 長寿社会課（課長補佐）

・各機関における取り組みの見える化（参入促進、資質の向上、環境改善） 長崎県福祉保健部 障害福祉課（課長補佐）

・できるものから各機関で取り組みを実施 長崎県福祉保健部 福祉保健課（参事）

長崎県福祉保健部 福祉保健課（課長補佐）

【議題４】各機関における施策の概要及び問題点等 長崎県福祉保健部 福祉保健課（主任主事）

・ミスマッチを防ぐことで離職者を減らすと同時に、研修と職場関係を良くして行くという地道な活動が大切 長崎県産業労働部 雇用労働政策課（主事）

・フォトコンテスト等を実施、介護の魅力をアピールしている 【介護関係団体】

長崎県社会福祉法人経営者協議会（副会長）

長崎県老人福祉施設協議会（会長）

長崎県認知症グループホーム連絡協議会（会長）

【その他機関】

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会

　　福祉人材研修部福祉人材研修センター（部長兼センター長）

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会

　　福祉人材研修部福祉人材研修センター（係長）

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　長崎職業訓練支援センター（センター長）

長崎県社会福祉士会（会長）

長崎県看護協会・長崎県ナースセンター（在宅支援事業部長）

長崎県介護福祉士養成施設連絡協議会

（幹事校長崎短期大学教授）

日本労働組合総連合会長崎県連合会（副事務局長）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

長崎支部長、長崎支部職員

1長崎



69ページ

テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

支部(所)/回数

【議題１】長崎県の雇用失業情勢と介護人材確保対策について 3月10日（火） 【行政機関】

長崎労働局地方訓練受講者支援室（室長）

【議題２】福祉人材コーナー、福祉分野における取扱状況 長崎公共職業安定所（業務部長）

長崎公共職業安定所（介護労働専門官）

【議題３】介護事業所の雇用管理改善について 長崎県福祉保健部長寿社会課（主任主事）

・介護労働安定センターの役割 長崎県福祉保健部障害福祉課（課長補佐）

【介護関係団体】

【議題４】各機関における施策の概要及び問題点等〔意見等〕 長崎県社会福祉法人経営者協議会（副会長）

長崎県老人福祉施設協議会（副会長）

長崎県老人保健施設協会（事務局長）

【その他機関】

社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

福祉人材研修部福祉人材研修センター（係長）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

長崎職業訓練支援センター（求職者支援課長）

長崎県介護支援専門員連絡協議会

長崎県社会福祉士会（会長）

長崎県介護福祉士会（会長）

長崎県介護福祉士養成施設連絡協議会

（幹事校長崎短期大学准教授）

日本労働組合総連合会長崎県連合会（副事務局長）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

長崎支部長、長崎支部職員

2長崎
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【議題１】熊本県の雇用管理の状況 8月5日（木） 【行政機関】

熊本労働局職業安定部（部長）

【議題２】雇用管理改善事例 熊本労働局職業安定部職業安定課（課長）

・資格取得への後押しで、職員の意識向上を目指す 熊本労働局職業安定部職業安定課（課長補佐）

・資格者を見つけるのではなく、施設で育てる５年プラン 熊本労働局職業安定部職業安定課（地方職業指導官）

熊本労働局労働基準部監督課（労働基準監察監督官）

【議題３】その他・意見交換 熊本公共職業安定所（介護労働専門官）

・介護を希望する中高生が減少しているのは進路指導のあり方に問題はないのか 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課（課長補佐）

熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課（主幹）

熊本県健康福祉部健康福祉政策課福祉のまちづくり室（主事）

【介護関係団体】

公益社団法人熊本県看護協会熊本県ナースセンター（業務部長）

社会福祉法人熊本県社会福祉協議会熊本県福祉人材・研修センター（主任）

【その他機関】

介護福祉士養成施設協会熊本県代表校九州看護福祉大学（教授）

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

熊本支部長

【議題１】熊本県介護労働懇談会設置要綱について 2月5日（木） 【行政機関】

熊本労働局職業安定部（部長）

【議題２】介護労働安定センター熊本支部　平成２６年度事業について 熊本労働局職業安定部職業安定課（地方職業指導官）

熊本公共職業安定所（統括職業指導官）

【議題３】意見交換 熊本公共職業安定所（介護労働専門官）

・人材確保についての取組 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課（主幹）

熊本県健康福祉部健康福祉政策課

福祉のまちづくり室（主事）

熊本市健康福祉子ども局高齢介護福祉課（課長）

【介護関係団体】

社団法人熊本県老人保健施設協会（事務局長）

社会福祉法人熊本県社会福祉協議会

熊本県福祉人材・研修センター（所長）

社会福祉法人熊本県社会福祉協議会

熊本県福祉人材・研修センター（主任）

熊本県介護福祉士会（会長）

熊本県介護支援専門員協会（会長）

日本認知症グループホーム協会熊本県支部（支部長）

【介護労働安定センター熊本支部（事務局を含む）】

熊本支部長、熊本支部職員

1熊本

2熊本
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【議題１】福祉人材確保重点対策事業に係る取り組み状況等について 8月19日（火） 【行政機関】

・EPAによる介護福祉士候補者の受入れについて（概要） 大分労働局職業安定部職業安定課課長

大分労働局職業安定部職業対策課課長補佐

【議題２】福祉人材確保に係る関係機関・団体の取り組み状況等について 大分労働局職業安定部職業対策課雇用企画係長

・更なる人材確保について、連携して取組を行うことを確認 大分労働局職業安定部職業対策課相談員

大分公共職業安定所就職促進指導官

大分県福祉保健部高齢者福祉課課長補佐

大分県商工労働部雇用・人材育成課課長補佐

【介護関係団体】

一般社団法人大分県介護福祉士会事務局長

大分県福祉人材センター　主任専門員

【その他機関】

公益社団法人大分県看護協会（大分県ナースセンター）部長

学校法人後藤学園智泉福祉製菓専門学校

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

大分支部職員

【議題１】最近の雇用状況について 1月28日（水） 【行政機関】

大分労働局職業安定部職業安定課雇用企画係長

【議題２】介護人材確保に向けての意見交換 大分公共職業安定所第二部長、就職促進指導官

・介護人材の定着を図るためには、イメージアップの取組みと並行して、更なる雇用管理の改善が必要である。 【その他機関】

・人材育成、雇用環境の整備等の取組みを進めるには、助成金の周知・啓発を行い活用を促進する。 智泉福祉製菓専門学校学校長

智泉福祉製菓専門学校介護福祉学科長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

大分支部長

1大分

2大分
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【議事１】福祉人材確保重点対策事業に係る取り組み状況等について 3月13日（金） 【行政機関】

・福祉関係職種に係る求人・求職状況について 大分労働局職業安定部職業安定課課長

・福祉関係就職面接会(介護就職デイ)の開催状況について 大分労働局職業安定部職業安定課長補佐

・新規事業について 大分労働局職業安定部雇用企画係長

・福祉人材コーナーの業務取扱状況について 大分労働局職業安定部相談員

大分公共職業安定所就職促進指導官

【議題２】福祉人材確保に係る関係機関団体の取組み状況等について 大分県福祉保健部地域福祉推進室主事

大分県福祉保健部高齢者福祉課課長補佐

大分県商工労働部雇用・人材育成課課長補佐

【介護関係団体】

大分県介護福祉士会副会長

大分県社会福祉法人経営者協議会事務局

大分県福祉人材センター主任専門員

【その他機関】

智泉福祉製菓専門学校学科長心得

大分県看護協会ナースセンター部長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

大分支部職員

大分 3
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【議題１】情報提供 7月24日（木） 【行政機関】

・介護人材の人員動向について 宮崎県商工観光労働部労働政策課主幹

・ＥＰＡ介護福祉士候補者の受け入れについて 宮崎県商工観光労働部労働政策課主事

・「福祉の仕事」啓蒙活動の紹介 宮崎県福祉保健部長寿介護課主幹

宮崎県福祉保健部福祉保健課課長補佐

【議題２】ディスカッション 宮崎県福祉保健部福祉保健課主事

・「介護の日（11/11）」の各団体で人材確保の取組みを一緒にやっていける環境を作りたい 宮崎県福祉保健部障害福祉課課長補佐

・次世代啓発、求職者への介護の魅力発信など、伝える努力を一つにするよう 宮崎労働局職業安定部職業安定課課長

ペーパーにまとめていく視点があったらよい 宮崎労働局職業安定部地方訓練受講者支援室支援係長

宮崎労働局職業安定部職業対策課課長補佐

宮崎労働局雇用均等室室長補佐

宮崎労働局労働基準部監督課主任監察監督官

宮崎公共職業安定所職業紹介第一部門介護労働専門官

【介護関係団体】

公益社団法人全国老人保健施設協会宮崎県支部事務局長

一般社団法人宮崎県介護福祉士会会長

一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会事務局長

宮崎県老人福祉サービス協議会会長

宮崎県社会福祉法人経営者協議会副会長

宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協議会会長

宮崎市通所介護事業所連絡協議会会長

宮崎市訪問介護事業者連絡協議会会長

宮崎市訪問介護事業者連絡協議会副会長

宮崎市訪問介護事業者連絡協議会監事

【関係機関】

独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構

　　宮崎職業訓練支援センター課長

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会宮崎県福祉人材センターセンター長

宮崎県介護福祉士養成校連絡会幹事校校長教務主任

株式会社ニチイ学館ヘルスケア事業部人材課課長補佐

公益財団法人産業雇用安定センター支援協力員

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

宮崎支部長、宮崎支部職員

1宮崎



74ページ

テーマ 開催日時 出席者 備考

平成26年度　介護労働懇談会　開催結果一覧
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【議題１】情報提供 12月11日（木） 【行政機関】

・労働局としても、助成金の活用セミナー等の要望があれば積極的に答えていく。 宮崎労働局職業安定部職業安定課課長

・センター宮崎支部から、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」に関連した資料提示。 宮崎県商工観光労働部労働政策課主事

宮崎県福祉保健部長寿介護課主幹

【議題２】ディスカッション 宮崎県福祉保健部長寿介護課主任主事

・「働きやすい・働きがいのある職場づくり」の大きな柱は、人材育成・キャリアアップの取組みがあること。 宮崎県福祉保健部福祉保健課主事

・協議会や事業所間で連携を強くし、共同して人材育成や研鑽会などに取り組む。 【介護関係団体】

・優良事業所や、永年勤続表彰など、良いものを県レベルで評価しアピールする。 一般社団法人宮崎県介護福祉士会会長

・地域の元気な高齢者が働く環境づくりが必要。 宮崎県老人福祉サービス協議会会長

・県が介護職員の確保が大切とアピールして欲しい。 宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協議会会長

・県および市町村の協力を得て、人材確保について一緒に考えていき みやざき小規模多機能連絡会会長

良い方向を見つけることが必要。 宮崎市通所介護事業所連絡協議会会長

宮崎市訪問介護事業者連絡協議会会長

【関係機関】

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会宮崎県福祉人材センターセンター長

宮崎県介護福祉士養成校連絡会教務主任

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

宮崎支部長、宮崎支部職員

2宮崎
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【議題１】今年度の人材育成に関して重点的に取り組んでいる事項 9月30日（火） 【行政機関】

労働局職業対策課課長、雇用援護係長

【議題２】人材育成、研修が人材確保に繋がっている事例 鹿児島ハローワーク所長、介護労働専門官

鹿児島県商工労働部労政課技術主査

【議題３】採用時の教育訓練等の取組状況 【介護関係団体】

鹿児島県老人福祉施設協議会研修副部長

【議題４】職員の定着に関わる取組について 鹿児島県老人保険施設協会愛と結の街介護福祉長

・今回は「人材育成と人材の確保」として活動の状況報告や問題点を発表し合う内容とした 鹿児島県認知症グループホーム協議会副理事長

鹿児島県ホームヘルパー協会会長

有料老人ホームガーデンハウス慈遊館取締役施設長

【その他機関】

鹿児島県社会福祉協議会福祉人材センター参事

㈱ヒューマパワー代表取締役人材育成コンサルタント

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

鹿児島支部長、鹿児島支部職員

【議題１】昨今の職員採用についての状況、又その動向について 3月2日（月） 【行政機関】

・採用状況は厳しい状況 鹿児島県介護福祉課事業所指導係主任指導監査員

・離職者の今年度の動き 鹿児島労働局基準監督課

・職員の健康管理（メンタルヘルスを含めて）の対応 【介護関係団体】

・職場でのコミュニケーション、良好な人間関係への醸成の取組 鹿児島県老人福祉施設協議会

・雇用関係助成金の活用 県老人保健施設協議会

県ヘルパー協会

【議題２】27年度の介護保険改定にともなう「介護職員処遇改善加算」について説明 県認知症グループホーム連絡協議会

有料老人ホーム

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

鹿児島支部長、鹿児島支部職員

【議題１】昨今の職員採用についての状況、又その動向について 3月9日（月） 【行政機関】

・採用について新しく取り組んだ手法や工夫した事例 鹿児島労働局職業対策課雇用援護係長

・離職者の今年度の動き 鹿児島ハローワーク介護労働専門官

・職員の健康管理（メンタルヘルスを含めて）の対応 鹿児島県介護福祉課事業所指導係長

・職場でのコミュニケーション、良好な人間関係への醸成の取組 鹿児島県社会福祉課地域福祉係長

・①公平性（業務量等）、②平等性（研修の機会等）、③透明性（マニュアル化等）、 【介護関係団体】

④その人の必要性（仲間意識）を大切にした組織づくり 鹿児島県老人福祉施設協議会研修広報福委員長

・行政機関、事務局より情報提供 鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会

鹿児島県ヘルパー協会

有料老人ホーム株式会社南日本ライフ統括管理部長

【養成機関】

鳳凰高校福祉科科長

医療法人慈恵会介護職員研修事業管理者

鹿児島県社会福祉協議会福祉人材センター参事

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

鹿児島支部長、鹿児島支部職員

1鹿児島

2鹿児島

3鹿児島
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【議題１】「参入促進」・介護の仕事理解促進啓発について 7月30日(水) 【行政機関】

・他県で実施している中学教員や進路指導先生向けの介護職セミナーや 沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課課長

中高生向けDVDやアニメの配布などを参考 沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課副参事

・「介護の日」の実行委員会を８月４日発足予定 沖縄県子ども生活福祉部地域福祉斑班長

沖縄労働局職業安定部職業安定課課長

【議題２】資質の向上（各機関の介護職員向け研修や支援の取組） 沖縄労働局職業安定部職業安定課職業紹介第一係長

・人材育成のガイドラインと標準カリキュラムを活用していくには、これらを活用して人材育成が各事業所で 【介護関係団体】

どのように進んでいるのかフォローする必要がある 沖縄県社協・福祉人材研修センター所長

沖縄県社協・福祉人材研修センター副所長

沖縄県社協・福祉人材研修センター主任

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

沖縄支部長、沖縄支部職員

【議題１】資質の向上について････前回の継続 8月18日(月) 【行政機関】

・それぞれの事業所の人材確保の認識が大事 沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課課長

沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課副参事

【議題２】職場環境・処遇改善(雇用管理改善)について 沖縄県子ども生活福祉部地域福祉斑班長

・全国の先進県のように体制づくりはできないのか 沖縄労働局職業安定部職業安定課課長

沖縄労働局職業安定部職業安定課職業紹介第一係長

【介護関係団体】

沖縄県社協・福祉人材研修センター副所長

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

沖縄支部長、沖縄支部職員

【議題1】「参入の促進・介護の仕事理解促進」：事業所の求人・求職の現状等 10月27日(月) 【行政機関】

・求人を出して３カ月経っても全く応募がないという状況が続いている。 沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課副参事

県も市町村も、共に立ち上がって欲しい。 沖縄県子ども生活福祉部地域福祉斑班長

・介護のイメージを変えないと若い人が介護を希望しない。 沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課課長

沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課班長

【議題２】「資質の向上」：事業所の人材育成の現状について 沖縄労働局職業安定部職業安定課課長補佐

沖縄労働局職業安定部職業安定課職業紹介第一係長

【議題３】「職場環境・処遇改善」：雇用管理改善等 【介護関係団体】

沖縄県社協沖縄県社会福祉法人経営者協議会会長

沖縄県社協沖縄県老人福祉施設協議会調査・研究委員長

沖縄県老人保健施設協議会事務局長

沖縄県老人保健施設協議会渉外部会長

沖縄県さわやか介護連絡会会長

沖縄県さわやか介護連絡会事務局長

沖縄県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会会長

沖縄県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会役員

沖縄県グループホーム連絡会会長

沖縄県グループホーム連絡会副会長

沖縄県社協・福祉人材研修センター副所長

幹沖縄県社協・福祉人材研修センター主事

【介護労働安定センター（事務局を含む）】

沖縄支部長、沖縄支部職員

3沖縄

1沖縄

2沖縄
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