
支部(所)名 開催日 議題 出席者

7月31日（水） 【議題１】介護労働懇談会設置要綱について 北海道労働局職業安定部部長

北海道労働局職業安定課課長代理

【議題２】情報交換 札幌ハローワーク介護労働専門官

北海道福祉援護課主幹

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

北海道医師会事業第三課課長補佐・主査

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北海道支部支部長、支部職員

7月25日（木） 【議題１】介護労働懇談会の開催について 青森労働局職業安定部職業対策課課長

青森公共職業安定所所長

【議題２】行政機関より情報提供 青森県健康福祉部健康福祉政策課主査

青森県健康福祉部高齢福祉保険課主幹

【議題３】福祉・介護等関係機関意見交換 青森県商工労働部労政・能力開発課

・介護・看護人材不足 　　職業能力開発グループマネージャー・主査

・介護と医療の連携が必要 青森県社会福祉法人経営者協議会会長

社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材課課長

青森県福祉人材センター所長

一般社団法人全国介護事業者協議会東北ブロック理事

青森県ホームヘルパー連絡協議会事務局

一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会青森県代表

　　軽費老人ホーム和幸園施設長

特定非営利活動法人青森県介護支援専門員協会事務局

公益社団法人青森県老人保健施設協会事務局

公益社団法人青森県老人福祉協会副会長

公益社団法人青森県看護協会事業課長

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

一般社団法人青森県介護福祉士会会長

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理事長・講師

公益社団法人青森県医師会事務局長

日本労働組合総連合会青森県連合会副事務局長

公益財団法人介護労働安定センター青森支部長、支部職員

平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

北海道

青森
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8月6日（火） 【議題１】懇談会趣旨及び協力要請 岩手労働局職業安定部職業安定部

　　部長・地方障害者雇用担当官

【議題２】意見交換 盛岡公共職業安定所次長・介護労働専門官

・岩手県介護労働懇談会設置要綱(案)について 岩手県保健福祉部長寿社会課

・人材確保の現状と課題について 　　介護福祉担当課長・主任主査

・人材不足状況や対策等について 岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室主任

・人材確保問題の中で「マッチング」についての意見等 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

【議題３】検討課題 岩手県介護老人保健施設協会事務局長

・分科会について 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

　　盛岡医療福祉専門学校副校長

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岩手支部長、支部職員

6月14日（金） 【議題１】介護福祉に関する雇用状況について 宮城労働局職業安定部職業安定課課長

宮城労働局職業安定部職業安定課課長補佐

【議題２】人材確保に向けた課題と対応について 宮城労働局職業安定部職業安定課職業紹介係長

宮城労働局職業安定部職業安定課雇用保険監察官

【議題３】介護の日に向けた取り組み 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

宮城県福祉人材センター所長

宮城県看護協会常任理事

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宮城支部長、支部職員

岩手

宮城
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月9日（火） 【議題１】介護労働現場の状況について 秋田県健康福祉部福祉政策課副主幹

秋田県健康福祉部長寿社会課副主幹兼班長

【議題２】介護労働現場の状況について 秋田県産業労働部雇用労働政策課主幹

秋田市福祉保健部長寿福祉課副参事

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）副会長

日本赤十字秋田短期大学准教授

学校法人伊藤学園秋田福祉専門学校教員

秋田県社会福祉法人経営者協議会経営指導者

秋田県保育士会(グリーンローズ保育園主任保育士)副会長

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

JA秋田中央会地域政策部生活福祉課課長

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

(秋田看護福祉大学福祉学科教授)

秋田県老人福祉施設協議会会長

特定非営利活動法人秋田県介護支援専門員協会理事

秋田県ホームヘルパー協議会会長

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

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

介護労働安定センター秋田支部長、支部職員

秋田
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

8月29日(木) 【講演】東北文教大学短期大学部人間福祉学科教授 山形労働局職業安定部長

「経営組織診断の理論と技法」について 　　職業対策課長・職業対策課長補佐

　　主任地方労働基準監察監督官

【議題１】人材確保の現状と課題について 　　労働紛争調整官・高齢者対策担当官

・求人充足状況と人材確保への取り組みについて 山形公共職業安定所介護労働専門官

・今年度の研修・訓練の面からみた人材確保について 　　就職支援コーディネーター・就職支援ナビゲーター

山形県社会福祉協議会山形県福祉人材センター

【議題２】職場定着状況と離職防止への取り組みについて 　　人材研修部長・人材研修係長

山形県老人福祉施設協議会副会長

【議題３】その他意見交換 山形県老人保健施設協会副会長

山形県認知症高齢者グループホーム連絡協議会会長

東北文教大学短期大学部人間福祉学科教授

　　進路支援センター課長

羽場学園短期大学専攻科主任教授

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

(株)ニチイ学館山形支店教育事業支店長

　　ヘルスケア事業支店長

全国福祉保育労働組合山形地方本部書記次長

山形県健康福祉部健康福祉企画課課長補佐

山形県健康福祉部健康長寿推進課課長補佐

山形県看護協会山形県ナースセンター

　　常任理事・ナースセンター長補佐

介護労働安定センター山形支所長、支所職員

7月2日（火） 【議題１】福島県内の雇用失業情勢及び福祉分野における求人・求職の動向について 福島労働局職業対策課課長・課長補佐・係長・主任

福島公共職業安定所部長

【議題２】平成24,25年度における労働局が行う福祉人材確保対策について 福島県保健福祉部参事

福島県社会福祉協議会課長

【議題３】関係機関における福祉人材確保対策について 福島県看護協会専務理事

福島介護福祉専門学校

【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 福島県立総合衛生学院教務部長

社会福祉法人創生福祉事業団園長

介護労働安定センター福島支所長、支所職員

山形

福島
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

9月3日（火） 【議題１】課題把握し、情報共有 茨城労働局職業安定部部長・課長

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・室長補佐

茨城県商工労働部労働政策課雇用促進対策室長・室長補佐

茨城県保健福祉部福祉指導課係長

茨城県医師会事務局長

茨城県看護協会事務局長

茨城県理学療法士会会長・副会長

茨城県社会福祉協議会常務理事

茨城県老人福祉施設協議会

　　会長・理事・福祉人材確保対策委員長

茨城県介護福祉士会副会長

茨城県ケアマネジャー協会副会長

茨城県ホームヘルパー協議会会長

茨城県地域密着型介護サービス協議会副理事長

日本認知症グループホーム協会茨城支部支部長・事務局

茨城県介護老人保健施設協会事務局長

日本在宅介護協会

　　(株)ニチイ学館水戸支店ヘルスケア支店長

　　(株)デベロ統括営業本部長(取締役)

茨城県福祉サービス振興会専務理事兼事務局長

日本介護福祉士養成施設協会茨城部会

　　会長（リリー保育福祉専門学校校長）・事務局長

連合茨城事務局長

高齢・障害求職者雇用支援機構茨城障害者職業センター所長

㈱マネージメントセンター代表取締役

社会保険労務士事務所代表

常陽銀行調査役

介護労働安定センター茨城支部長、支部職員

７月18日（木） 【議題１】事業者支援セミナーを通した介護事業所における 栃木労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

　　　　　　相談ニーズへの対応と事業所間の交流に向けて 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

栃木県保健福祉部保健福祉課主査

【議題２】Ｈ２４年度介護職員基礎研修実施状況等を踏まえた今年度介護労働講習への 栃木県保健福祉部高齢対策課主査

             取り組み方法等の改善による地域における介護人材確保に向けて 栃木県産業労働観光部労働政策課主事

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

社団法人日本介護福祉士養成施設協会栃木支部

（幹事校宇都宮短期大学人間福祉学科長）

栃木県老人福祉施設協議会理事

栃木県ホームヘルパー協議会会長

介護労働安定センター栃木支所長、支所職員

茨城

栃木
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月29日（月） 【議題１】介護労働安定センターにおける取組について 群馬労働局職業安定部部長

・介護労働懇談会について 前橋公共職業安定所所長

群馬県介護高齢課課長

【議題２】各団体・機関における取組について 群馬県介護高齢課介護人材確保対策室室長

・福祉人材確保対策について 群馬県介護高齢課人材確保係長

群馬県介護高齢課主幹

【議題３】県における介護人材確保対策について 群馬県介護高齢課主事

群馬県介護研修センター所長

群馬県産業経済部副部長

群馬県労働政策課係長補佐

群馬県教育委員会事務局教育次長

（社福）群馬県社会福祉協議会

　　常務理事兼事務局長(会長代理)

　　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副会長(会長代理)

群馬県ホームヘルパー協議会会長

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群馬支所長、支所職員

群馬
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7月24日（水） 【議題１】介護分野で求められる人材、求人・採用の方法、 埼玉労働局職業安定部職業安定課課長・課長補佐

              サービス提供責任者の定着、県内の介護労働者の平均月収と労働時間 大宮公共職業(福祉重点ハローワーク)業務部長

埼玉県福祉部高齢介護課副課長

【議題２】在職者向けの講習会のテーマ、キャリアラダー、キャリアパス 埼玉県産業労働部産業人材育成課副課長

　　　　　　介護分野で求める人材について意見交換 公益社団法人日本認知症グループホーム協会埼玉県支部長

一般社団法人全国特定施設事業者協議会理事

埼玉県農業協同組合中央会地域振興部福祉対策室対策室長

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

一般社団法人日本慢性期医療協会常任理事

埼玉県老人福祉施設協議会理事

特定非営利活動法人埼玉県介護支援専門員協会理事

埼玉県訪問看護ステーション連絡協議会会長

一般社団法人埼玉県医師会地域医療II課主査

埼玉県社会福祉施設経営者協議会副会長

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顧問

一般社団法人埼玉県介護福祉士会事務局長

埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター

　　保育士・保育所支援センターセンター長

埼玉県立誠和福祉高等学校福祉課主任

学校法人埼玉福祉学園埼玉福祉専門学校事務局長

株式会社ニチイ学館大宮支店人材管理課課長補佐

一般社団法人日本産業カウンセラー協会北関東支部支部長

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県連合会副事務局長

埼玉職業訓練支援センター総務課長

介護労働安定センター埼玉支部長、支部職員

埼玉
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

8月29日（木） 【議題１】現状と課題及び今後の取り組みについて 千葉労働局職業安定部部長

千葉労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

【議題２】介護労働懇談会について 千葉県健康福祉部健康福祉指導課副課長

千葉県商工労働部産業人材課班長

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会推進係長

公益社団法人千葉県医師会介護保険等検討委員会委員長

千葉県老人保健施設協議会事務局長

一般社団法人日本慢性期医療協会常任理事

千葉県社会福祉法人経営者協議会班長

一般社団法人千葉県高齢者福祉施設協会

介護職員人材確保対策委員会委員長

特定非営利活動法人ちば地域密着ｹｱ協議会理事

兼公益社団法人日本認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協会千葉県支部支部長

千葉県ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ協会人材確保対策委員会委員長

一般社団法人千葉県介護福祉士会会長

一般社団法人千葉県ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ協議会副会長

千葉県介護支援専門員協議会理事長

千葉県介護福祉士養成校連絡協議会副委員長

公益財団法人千葉県老人ｸﾗﾌﾞ連合会女性委員会常任委員

認知症の人と家族の会千葉県支部副代表

千葉県福祉人材ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ員

千葉職業訓練支援センター次長

介護労働安定センター千葉支所長、支所職員

千葉
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月23日（火） 【議題１】参加団体の事業発表 東京労働局職業安定部職業安定課職業紹介第二係長

池袋公共職業安定課専門援助第三部門統括職業指導官

【議題２】今後の開催について 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長・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・地域福祉推進課長・福祉人材対策主事

東京都産業労働局雇用就業部能力開発課

　　技能振興係長・能力開発課長

一般財団法人長寿社会開発センター保健福祉部審議役

一般財団法人日本福祉用具供給協会事務局次長

日本生活協同組合連合会組織推進本部福祉事業推進部

生活協同組合コープみらい福祉事業本部

　　東京エリア次長・統括責任者(社会福祉法人悠遊)

生活クラブ生活協同組合

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

　　東京都福祉人材センター人材情報室統括主任

東京都医師会理事

独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構東京職業訓練支援センター

日本医療福祉生活協同組合連合会会員支援部

　　理事・介護福祉委員・会員支援部員

一般社団法人「民間事業者の質を高める」

　　全国介護事業者協議会専務理事

日本福祉用具・生活支援用具協会専務理事・事務局長

公益社団法人全国老人福祉施設協議会総務課長

一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会事務局長

ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会事務局

一般社団法人東京都老人保健施設協会

日本ホームヘルパー協会副会長・東京都支部副会長

一般社団法人日本在宅介護協会東京支部幹事

東京訪問看護ステーション協議会理事・研修担当

公益社団法人テクノエイド協会

　　常務理事・普及部部長・普及部次長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会

　　副代表・東京都支部長

一般社団法人全国特定施設事業者協議会

　　理事((株)太平洋シルバーサービス代表取締役)・事務局員

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/特定施設事業者協議会理事

((株)太平洋シルバーサービス代表取締役)

東京都連絡協議会事務局事務長((株)太平洋シルバーサービス)

一般社団法人シルバーサービス振興会参与

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

　　事務局長・事務局長代理・事務局員

ＮＰＯ法人東京都介護福祉士会副会長

学校法人敬心学園日本福祉教育専門学校介護福祉学科学科長

ＮＰＯ法人東京都介護支援専門員研究協議会副理事長

ＵＡゼンセン日本介護クラフトユニオン事務局長・会長

自治労東京都本部政治政策局長・組織局員

介護労働安定センター東京支部長、支部職員

東京
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支部(所)名 開催日 議題 出席者

平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月24日（水） 【議題１】事業者／教育／介護支援専門員の立場からの現状説明・提言 神奈川労働局職業安定部課長補佐

横浜公共職業安定所所長

【議題２】次回の懇談会開催について 横浜公共職業安定所介護労働専門官

神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課課長

神奈川県保健福祉局福祉部高齢社会課課長

神奈川県産業労働局労働部産業人材課副課長

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会課長

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専務理事

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・甲信越担当

一般社団法人日本在宅介護協会神奈川県支部長

神奈川県介護福祉士養成校連絡協議会事務局長

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

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

一般社団法人神奈川県老人保健施設協会監事

公益社団法人神奈川県看護協会常務理事

神奈川県訪問看護ステーション連絡協議会会長

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

日本労働組合総連合会神奈川県連合会副事務局長

介護労働安定センター神奈川支所長、支所職員

7月12日（金） 【議題１】各団体より事業概要又は目玉事業の紹介 新潟労働局職業安定課課長

新潟労働局職業安定課主任

【議題２】各団体における介護人材の確保・定着のための課題、取り組みについて 新潟公共職業安定所専門官

新潟県福祉保健課課長・係長・主任

【議題３】各団体との連携、協力について 新潟県社会福祉協議会課長

新潟県社会福祉法人経営者協議会事務局

新潟県介護老人保健施設協会事務局

新潟県老人福祉施設協議会会長

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会長・副会長・事務局長

日本認知症グループホーム協会新潟県支部副会長

日本認知症グループホーム協会新潟県支部事務局

介護労働安定センター支部長

神奈川

新潟
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支部(所)名 開催日 議題 出席者

平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

5月24日（金） 【議題１】富山県介護労働懇談会（仮称）の設置について 富山労働局職業安定部課長

富山公共職業安定所専門官

【議題２】富山県の人材確保に関する調査項目について 富山県厚生部厚生企画課課長

富山県厚生部高齢福祉課副主幹

【議題３】富山県福祉人材確保事業のＨ２４年度実績、およびＨ２５年度計画概要 富山市福祉保健部長寿福祉課課長

高岡市福祉保健部社会福祉課課長

富山県老人福祉施設協議会理事

富山県介護老人保健施設協議会会長

富山県知的障害者福祉協会事務長

富山県社会福祉施設経営者協議会理事

富山県介護福祉士養成校協会理事・短大教授

富山県介護福祉士会副会長

富山県社会福祉協議会施設団体支援課課長

7月16日（火） 【議題１】各団体の取組み状況・課題について 石川労働局職業安定部職業安定課課長

石川県健康福祉部厚生政策課課長補佐・主事

【議題２】その他意見交換 石川県健康福祉部長寿社会課施設ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ主幹

　　介護計画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ専門員

石川県商工労働部労働企画課課長補佐・主任主事

金沢公共職業安定所業務次長

金沢市福祉局介護保険課企画庶務グループ長・主査

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

石川県社会福祉法人経営者協議会青年部代表幹事

石川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協会

　　石川県支部支部長

一般社団法人石川県介護福祉士会副会長

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

日本労働組合総連合会石川県連合会事務局長

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(当日欠席)

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石川支部長、支部職員

富山

石川
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月31日（水） 【議題１】介護労働懇談会の設置について 福井労働局職業安定部職業安定課課長

福井県健康福祉部長寿福祉課課長

【議題２】福井県介護労働懇談会設置要綱（案）について 福井県老人福祉施設協議会会長

福井県老人保健施設協議会会長

福井県ディサービスセンター協議会会長

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

（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

介護労働安定センター福井支所支所長

7月23日（火） 【議題１】行政機関からの情報提供 山梨労働局職業安定課長

・山梨県介護分野労働市場状況と福祉人材確保対策について 甲府公共職業安定所職業相談部長

・福祉人材コーナーの取り組みについて 山梨県福祉保健部長寿社会課総括課長補佐

・山梨県介護職員養成支援事業（緊急雇用対策）について 山梨県福祉保健部介護サービス振興担当課長補佐

山梨県社会福祉協議会事務局次長

【議題２】各団体からの事業説明（人材確保、人材育成への取組み施策の状況） 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３】意見交換 日本認知症グループホーム協会山梨支部事務局

山梨県介護福祉士会会長

【議題４】H23介護労働実態調査解説 山梨県介護支援専門員協会副会長

全国福祉用具専門相談員協会山梨ブロックブロック長・事務局長

介護労働安定センター山梨支部長、支部職員

7月11日（木） 【議題１】会議設置要綱について 長野労働局職業安定部職業安定課課長

長野労働局労働基準部監督課専門監督官

【議題２】雇用管理改善対策及び各種助成金の活用状況について 長野公共職業安定所就職促進指導官

松本公共職業安定所介護労働専門官

【議題３】労働市場概況及び福祉人材確保対策について 長野県健康福祉部地域福祉科課長・担当係長

長野県商工労働部労働雇用課企画幹兼課長補佐

【議題４】当支部の介護労働講習６１０時間（実務者研修含む）について 長野県商工労働部人材育成課企画幹兼課長補佐

長野県社会福祉協議会参事兼事業推進部長

【議題５】介護職員の養成訓練及び向上訓練について 高齢・障害・求職者雇用支援機構長野職業訓練支援センター所長

日本労働組合総連合会長野県連合会副事務局長

【議題６】各機関の提言及び意見について 長野県介護福祉士会会長

長野県介護福祉士養成施設連絡会長野女子短期大学教授

長野県老人保健施設協議会事務局

長野県高齢者福祉協会事務局長

全国福祉用具専門相談員協会所長

社会福祉法人敬老園上田福祉敬愛学院事務課長

社会医療法人恵仁会総務課長

介護労働安定センター長野支部長

山梨

長野

福井
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

6月25日（火） 【議題１】介護労働懇談会について 岐阜労働局職業安定課課長

岐阜公共職業安定所所長

【議題２】その他意見交換 岐阜県健康福祉部高齢福祉課課長

岐阜県健康福祉部障害福祉課課長

岐阜県地域福祉国保課課長

岐阜県商工労働部労働雇用課課長

岐阜県社会福祉協議会人材総合対策センター所長

岐阜県老人福祉施設協議会会長

岐阜県身体障害者福祉施設協議会副会長

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

岐阜県社会福祉法人経営者協議会理事

岐阜県老人保健施設協会事務局長

岐阜県看護協会専務理事

岐阜県介護福祉士会会長

岐阜市社会福祉協議会事務局長

介護労働安定センター岐阜支所長

8月7日（水） 【議題１】介護労働懇談会の概要について 厚生労働省静岡労働局職業安定部部長・雇用開発主任

静岡県医師会理事

【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 静岡県介護支援専門員協会副会長

静岡県介護福祉士会会長

【議題３】その他意見交換 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

静岡県経済産業部就業支援局職業能力開発課課長・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部長

静岡県社会福祉法人経営者協議会会長

静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会会長

静岡県訪問看護ステーション協議会事務局

静岡県ホームヘルパー連絡協議会副会長

静岡県慢性期医療協会会長

静岡県老人福祉施設協議会会長

静岡県老人保健施設協会会長

静岡公共職業安定所所長

日本在宅介護協会静岡県支部支部長

日本認知症グループホーム協会静岡県支部支部長

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

介護労働安定センター静岡支部長、支部職員

静岡

岐阜
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

8月20日(火) 【議題１】介護労働懇談会制度概要 愛知労働局職業安定部課長

・平成24年度介護労働実態調査結果報告 愛知県健康福祉部高齢福祉課課長補佐

・各事業所等の説明 愛知県健康福祉部地域福祉課主幹・主査

名古屋中公共職業安定所所長

【議題２】その他意見交換 日本慢性期医療協会(小林記念病院)理事長

愛知県医師会理事

愛知県看護協会所長・看護師職能委員

愛知県老人保健施設協会兼愛知県介護支援専門員協会会長

愛知県介護福祉士会会長

日本ホームヘルパー協会愛知県支部会長

愛知県ホームヘルパー連絡協議会部長

愛知県社会福祉協議会福祉人材センター部長

愛知県老人福祉施設協議会介護人材対策委員会委員長

日本認知症グループホーム協会愛知県支部支部長

愛知県介護福祉士養成施設協議会

　　(校長会幹事校豊橋造形短期大学)教授

全国介護事業者協議会愛知県支部

　　((株)ライフサービス代表取締役副社長)理事

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会会長

愛知県シルバーサービス振興会事務局長

名古屋市介護サービス事業者連絡研究会幹事

日本労働組合総連合会愛知県支部福祉政策局局長

学校法人たちばな学園公務員・保育・介護・ビジネス専門学校

　　介護福祉学科学科長

介護労働安定センター愛知支部長、支部職員

8月1日（木） 【議題1】福祉人材確保施策及び雇用失業情勢について 三重県健康福祉部地域福祉課課長補佐兼班長・主事

三重県健康福祉部長寿介護課主査

【議題２】介護労働安定センターの業務運営について 三重県雇用経済部雇用対策課能力開発・人材育成班主事

・平成24年度介護職員の賃金・雇用管理の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

三重労働局職業安定部職業対策課助成金係長

【議題３】その他意見交換 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・主事

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会長

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

　　管理者兼人材育成室長

三重労働局職業安定部職業安定課

　　課長・課長補佐・地方職業指導官

介護労働安定センター三重支所長、支所職員

愛知

三重
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

8月28日(水) 【議題１】労働市場の現状と支援策について 滋賀労働局職業安定部職業安定課課長

大津公共職業安定所介護労働専門官

【議題２】介護人材確保、定着に関する県の取組み 滋賀県健康福祉部健康福祉政策課副主幹

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課主査

【議題３】介護人材の養成について 滋賀県社会福祉協議会福祉人材・研修センター所長

滋賀県介護サービス事業者協議会連合会副会長

【議題４】就職機会の提供の取り組みと課題 滋賀県介護福祉士会会長

滋賀県社会福祉士会副会長

【議題５】介護人材の育成・定着の取り組み 滋賀県介護支援専門員連絡協議会会長

高齢・障害・求職者雇用支援機構求職者支援課長

【議題６】各種団体の取り組みと課題 連合滋賀副事務局長

介護労働安定センター滋賀支所長、支所職員

【議題７】その他意見交換

8月2日（金） 【議題１】ハローワークとの連携事業について 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

【議題２】見学・体験・再就職支援プログラムについて 京都府老人福祉施設協議会

京都市老人福祉施設協議会

【議題３】社会福祉振興・試験センターの就労状況調査について 京都府介護老人保健施設協会

京都府障害厚生施設協議会

【議題４】きょうと福祉人材育成認証制度について 京都市介護福祉士会

京都府社会福祉士会

【議題５】潜在有資格者支援研修について 京都府社会福祉協議会

京都府社会福祉協議会福祉人材・研修センター

【議題６】介護労働懇談会について 京都市社会福祉協議会

介護労働安定センター京都支部長、支部職員

滋賀

京都
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月22日（月） 【議題１】介護労働懇談会開催について 大阪労働局職業安定部部長

大阪労働局職業安定部職業安定課職業紹介係長

【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 大阪東公共職業安定所所長

・介護職員、介護福祉士等の育成（受講状況、受験状況等） 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

【議題３】介護分野に従事する者への育成・確保・定着を図る環境作りについて 事業者育成ｸﾞﾙｰﾌﾟ総括主査

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

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会

　　社会福祉施設経営者部会幹事

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 福祉人材センター主任

一般社団法人大阪府医師会業務部地域医療２課係長

一般社団法人大阪府医師会

公益社団法人大阪介護老人保健施設協会会長

大阪府訪問看護ステーション協議会副会長

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

学校法人瓶井学園日本メディカル福祉専門学校教務課長

株式会社ＥＥ２１代表取締役社長・関西事業部長

社会福祉法人おおとり福祉会特別養護老人ホーム朗友館施設長

介護労働安定センター大阪支部長、支部職員

8月27日（火） 【議題１】介護労働懇談会について 兵庫県健康福祉部社会福祉局福祉法人課長

神戸市保健福祉局総務部計画調整課長

【議題２】介護労働者の確保・定着について 兵庫労働局職業安定部職業安定課課長

神戸公共職業安定所所長

【議題３】その他意見交換 兵庫県社会福祉法人経営者協議会副会長

兵庫県老人福祉事業協会会長

兵庫県社会福祉士会副会長

兵庫県介護福祉士会会長

神戸市社会福祉協議会施設部会会長

姫路市社会福祉協議会事務局長

兵庫県社会福祉協議会社会福祉研修所所長

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

関西学院大学人間福祉学部

　　教授（社会福祉士養成校関係）

湊川短期大学人間生活学科教授（介護福祉士養成校関係）

神戸女子大学健康福祉学部教授

兵庫県看護協会ナースセンター部長

兵庫県福祉人材センター所長

介護労働安定センター兵庫支所長、支所職員

兵庫

大阪
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

７月26日（金） 【議題１】労働市場の現状と支援策 奈良労働局職業安定部部長

奈良労働局職業安定部地方職業安定監察官

【議題２】福祉人材の確保・定着に関する県の支援策 奈良公共職業安定所※福祉人材コーナー管掌

　　統括職業指導官

【議題３】「なら介護の日」の取り組み 奈良県地域福祉課係長

奈良県長寿社会課主査

【議題４】介護人材の創出の取り組みと課題 奈良県雇用労政課係長

奈良県社会福祉協議会福祉人材センター所長

【議題５】就職機会提供の取り組みと課題 奈良県老人福祉施設協議会会長

・定着化に向けた取り組み 全国介護事業者協議会関西ブロック

日本ホームヘルパー協会奈良県支部会長・副会長

【議題６】各団体の取り組みと課題 奈良県介護福祉士会事務局長

奈良県訪問看護ステーション協議会会長

【議題７】介護労働実態調査結果報告（23年度版） 奈良県慢性期医療協議会

高齢・障害・求職者支援機構奈良職業訓練センター係長

【議題８】その他意見交換 日本福祉用具供給協会関西ブロック

日本介護福祉士養成施設協会※奈良佐保短期大学係長

日本介護福祉士養成施設協会※関西学研医療福祉学院学科長

介護労働安定センター奈良支所長、支所職員

6月13日(木) 【議題１】介護センターの実施する事業について 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】介護労働懇談会について 和歌山公共職業安定所介護労働専門官

和歌山公共職業安定所就職支援ナビゲーター

【議題３】その他情報交換 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

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

公益社団法人和歌山県看護協会常務理事

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会

　　(和歌山県福祉保健研修人材センター)所長・副主査

和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校校長

介護労働安定センター和歌山支部長、支部職員

奈良

和歌山
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月19日（金） 【議題１】各機関の主事業紹介 鳥取労働局職業安定部部長

鳥取労働局職業安定部職業安定課課長補佐

【議題２】介護に係わる問題点・悩み・要望等 鳥取公共職業安定所介護労働専門官

・山間地域における福祉人材確保対策について 倉吉公共職業安定所統括職業指導官

・人材確保対策について 米子公共職業安定所業務次長

・介護労働者の深刻な不足をどうするか 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

【議題３】福祉・介護の魅力や仕事のやりがいの啓発について 鳥取県福祉保健部長寿社会課副主幹

鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課課長

【議題４】その他情報提供 鳥取県福祉保健部福祉保健課課長補佐

鳥取県教育委員会事務局高等学校課指導主事

鳥取県社会福祉協議会福祉人材部部長

鳥取県医師会理事

鳥取県福祉施設経営者協議会副会長

鳥取県老人福祉施設協議会会長

全国介護事業者協議会理事代理

鳥取県民間介護事業者協議会会長

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

鳥取県ナースセンター所長

鳥取県介護支援専門員協会会長

鳥取県介護福祉士会会長

鳥取県高齢・障害・求職者支援機構センター長

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次長

JA鳥取県中央会総合企画部統括部長

連合鳥取事務局長

医療法人まさたみの郷事務長

社会福祉法人地域でくらす会副理事長

株式会社ぼやーじゅ宅老所きなんせ代表取締役

デイサービスしおさい代表取締役

介護労働安定センター鳥取支部長、支部職員

鳥取
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月29日（月） 【議題１】　介護労働者の雇用管理改善・育成・確保等について 島根労働局労働基準部監督課課長

島根労働局職業安定部部長

島根労働局職業安定部職業安定課需給調整指導官

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課長

島根県健康福祉部地域福祉課指導監査官

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

島根県社会福祉協議会（福祉人材センター)兼

　　島根県社会福祉施設経営者協議会法人支援部係長

島根県老人福祉施設協議会事務局

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長

全国介護事業者協議会（株）すみれ代表取締役

島根県老人保健施設協会事務局長

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・島根大学法文学部准教授

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

島根県医師会理事

日本慢性期医療協会

鹿島病院理事長

島根県訪問看護ステーション協会理事

　　花みずきナースステーション管理者

日本介護福祉士養成施設協会島根代表校

　　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・理事

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在宅部長

社会福祉法人隠岐共生学園地域密着型

特別養護老人ホームたまゆの杜所長・介護課長

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島根支部長、支部職員

島根
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月19日(金) 【議題１】各機関における介護労働市場について 岡山労働局職業安定部職業対策課課長補佐

岡山公共職業安定所職業相談第２部門介護労働専門官

【議題２】人材確保の現状及び課題について 岡山県保健福祉部長寿社会課企画班長

岡山県保健福祉部保健福祉課主任

【議題３】雇用管理の改善、能力開発等に係る情報交換及び共有等について 岡山県社会福祉協議会福祉経営支援部部長

岡山県介護福祉士会会長

【議題４】福祉人材確保重点対策事業等における連携について 日本認知症グループホーム協会岡山県支部代議員・理事

　　　　　　平成25年度「介護の日」及び「合同面接会」の実施について 岡山県ホームヘルパー連絡協議会会長

岡山県シルバー人材センター連合会部長

【議題５】その他情報交換 介護労働安定センター岡山支部長、支部職員

岡山
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平成25年度　介護労働懇談会　開催結果一覧

7月23日（火） 【議題１】広島県介護労働懇談会の設置要綱について 広島労働局職業安定部職業安定課課長

広島労働局職業安定部職業安定課地方職業安定監察官

【議題２】参加行政、団体等の組織概要と事業概要 広島労働局職業安定部職業対策課雇用開発係主任

広島労働局労働基準部監督課専門監督官

【議題３】次回開催について 広島東公共職業安定所介護労働専門官

広島県健康福祉局地域福祉課主幹

広島県健康福祉局介護保険課主幹

広島県商工労働局職業能力開発課主幹

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

公益社団法人日本認知症グループホーム協会事務局長

一般社団法人広島市老人福祉施設連盟副会長

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事務局

広島県社会福祉人材センター所長

兼広島県社会福祉協議会人材研修課長

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

一般社団法人全国特定施設事業者協議会事務局

広島県農業協同組合中央会

　　協同活動推進部次長兼高齢者福祉課長

　　協同活動推進部次長兼高齢者福祉課長

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

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

広島県社会福祉法人経営者協議会事務局

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中国支部広島ブロック

　　ブロック長代理

　　兼一般社団法人日本福祉用具専門相談員協会

　　広島ブロックブロック長

介護労働安定センター広島支部長、支部職員

広島
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7月30日（火） 【議題１】各参加機関（団体）等の事業説明 山口労働局職業安定部職業安定課課長・課長補佐

山口公共職業安定所所長

【議題２】介護労働関係人材の確保・定着取組みについて 山口県商工労働部労働政策課主幹

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

【議題３】その他情報交換 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

一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会副会長

公益社団法人日本認知所グループホーム協会山口県支部理事

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理事

山口県訪問看護ステーション協議会

山口県福祉用具協会副会長

一般社団法人山口県介護福祉士会会長

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会長

岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校事務長

日本労働組合総連合会山口県連合会副事務局長

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長

介護労働安定センター山口支部職員

7月30日（火） 【議題１】公益財団法人介護労働安定センターの概要 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介護労働専門官

【議題２】各機関における介護関係に関する情報提供等 徳島県保健福祉部福祉こども局地域福祉課主事

徳島県商工労働部産業人材育成センター課長補佐

【議題３】合同面接会、「介護の日」等の取組みについて 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会福祉人材センター主事

社会福祉法人白寿会研修担当

独立行政法人高齢・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

公益法人徳島県労働者福祉協議会

ジョブカレッジ徳島所長

介護労働安定センター徳島支所職員

7月19日（金） 【議題１】介護労働懇談会について 香川労働局職業対策課障害者雇用担当官

高松公共職業安定所介護労働専門官

【議題２】介護分における問題点、課題等について 香川県長寿社会対策課人材育成担当副主幹

香川県労働政策課雇用対策担当副主幹

【議題３】その他意見交換 香川県立高等技術学校介護サービス科主席指導員

香川県社会福祉協議会福祉人材センター所長

香川高齢・障害者雇用支援センターセンター長

介護労働安定センター香川支部職員

香川

山口

徳島
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7月30日（火） 【議題１】介護事業所の人材確保、雇用管理改善、能力開発等に係る 愛媛労働局職業安定部職業安定課課長

松山公共職業安定所業務部長

【議題２】合同面接会、「介護の日」などにおける協力 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課長

【議題３】その他意見交換 愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課介護研修係担当係長

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

　愛媛県福祉人材センター事務局兼務地域福祉部長

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

　愛媛県社会福祉施設経営者協議会事務局兼務総務企画課長

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理事

一般社団法人日本慢性期医療協会理事

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

愛媛県老人保健施設協議会事務局次長

公益社団法人日本認知症グループホーム協会

　愛媛県支部副支部長

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

日本労働組合総連合会愛媛県連合会副事務局長

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所長

介護労働安定センター愛媛支部職員

6月3日（火） 【議題１】介護労働懇談会（仮称）の合同（同時）開催について 高知労働局職業安定部職業安定課地方職業指導官

高知公共職業安定所統括職業指導官・介護労働専門官

【議題２】関係機関からの事業実施状況等の報告 高知県地域福祉部高齢者福祉課課長・主査

・福祉・介護分野における求職・求人の動向等 高知県地域福祉部高齢者福祉課介護人材担当チーフ

・事業実施状況等の報告 高知県雇用労働政策課職業能力開発担当チーフ

・施設・事業所における人材確保・定着の取り組みについて 高知県教育委員会事務局高等学校課指導主事

・養成校の現状報告 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事務局

【議題３】平成２５年度介護の日のイベントについて 高知県宅老所・グループホーム連絡会副会長

高知県立大学社会福祉学部准教授

【議題４】その他意見交換 平成福祉専門学校事務次長

高知県社会福祉協議会高知県福祉人材センター

　　チーフ・キャリア支援専門員

高知県介護福祉士会副会長

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

愛媛

高知
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7月30日（火） 【議題１】 福岡労働局職業安定部職業対策課課長

介護人材の確保、定着についての各機関の状況 福岡労働局職業安定部職業対策課雇用指導開発係主任

福岡中央公共職業安定所介護労働専門官

【議題２】 福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課課長補佐

介護人材の確保、定着改善のために取り組んでいること、必要なこと 福岡県福祉労働部福祉総務課地域福祉係長

福岡県老人福祉施設協議会会長

【議題３】その他意見交換 福岡県社会福祉法人経営者協議会会長

公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会副会長

公益社団法人福岡県介護福祉士会会長・副会長・事務局長

福岡市ホームヘルパー協議会副会長

公益社団法人福岡県介護支援専門員協会事務局長

公益社団法人福岡県医師会

　福岡県訪問看護ステーション連絡協議会理事

一般社団法人全国特定施設事業者協議会理事・事務局

社会福祉法人福岡県社会福祉協議会

　県民サービス部人材・情報課課長

日本労働組合総連合会福岡県連合会副事務局長

麻生教育サービス株式会社医療福祉事業部人材育成課課長代理

介護労働安定センター福岡支部職員

7月24日（水） 【議題１】介護人材の確保・育成について 佐賀労働局職業安定部職業安定課課長

・介護人材求人・求職状況等についての現況 佐賀労働局職業安定部職業安定課職業安定監察官

・職業訓練の実態等 佐賀労働局職業安定部職業安定課課長補佐

・潜在資格者への対応 佐賀労働局職業安定部職業安定課職業紹介主任

・雇用対策について 佐賀労働局職業安定部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】処遇の改善について 佐賀県健康福祉本部地域福祉課係長

佐賀県健康福祉本部長寿社会課主事・主査

【議題３】支援に向けた連携等について 佐賀県農林水産商工本部雇用労働課主査

佐賀県社会福祉法人経営者協議会常務理事

佐賀県介護老人保健施設協会副会長

佐賀県老人福祉施設協議会副会長

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介護研修担当

佐賀県社会福祉士会相談課長

佐賀県介護福祉士会会長

佐賀県看護協会ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ所長

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

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佐賀支所職員

福岡

佐賀
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7月19日（金） 【議題１】福祉人材確保対策について 長崎労働局職業安定部求職者支援室室長

長崎公共職業安定所業務部長

【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介護労働専門官

長崎県福祉保健部長寿社会課課長補佐

【議題３】各機関における施策の概要及び問題点等 長崎県福祉保健部障害福祉課係長

長崎県福祉保健部福祉保健課主任主事

長崎県産業労働部産業人材課主任主事

長崎市市民局福祉部介護保険課課長

長崎県社会福祉法人経営者協議会会長

長崎県老人福祉施設協議会会長

長崎県老人保健施設協会事務局長

長崎県認知症グループホーム連絡協議会会長

長崎県介護支援専門員連絡協議会副理事

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

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・理事

長崎県看護協会・長崎県ナースセンター専務理事

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長崎支部職員

6月20日（木） 【議題１】介護労働懇談会について 熊本労働局職業安定部部長

熊本労働局職業安定部職業安定課課長

【議題２】その他意見交換 熊本労働局職業安定部職業安定課職業指導官

熊本労働局労働基準部監督課労働基準監察監督官

熊本公共職業安定所統括職業指導官

熊本公共職業安定所介護労働専門官

熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課参事

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任

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

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熊本支部職員

熊本

長崎
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８月６日（火） 【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

・福祉関係職種に係る求人・求職状況

・福祉人材コーナーの業務取り扱い状況

・福祉関係就職面接会〔介護就職デイ〕の開催状況

・中小企業労働環境向上助成金等について

大分労働局職業安定部職業対策課課長

大分労働局職業安定部職業対策課課長補佐

大分公共職業安定所就職促進指導官

大分県福祉保健部地域福祉推進室主任

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

大分県社会福祉施設経営者協議会

　事務局〔県社協団体支援課長〕

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

学校法人後藤学園智泉福祉製菓専門学校〔介護福祉学科〕学科長

介護労働安定センター大分支部職員

7月26日(金) 【議題１】情報提供 宮崎県商工観光労働部労働政策課主幹・主事

・公共職業訓練の介護分野の実績・課題 宮崎県福祉保健部長寿介護課主幹

・介護職員養成研修、労働法規遵守、介護職員処遇改善加算 宮崎県福祉保健部障害福祉課主事

・障害者に対する虐待通報等の状況 宮崎労働局職業安定部職業安定課職業指導官

・最近の雇用失業情勢 宮崎労働局職業安定部求職者支援室求職者支援係係長

・求職者支援訓練における介護系訓練の実施状況 宮崎労働局職業安定部職業対策課

・中小企業労働環境向上助成金 宮崎労働局雇用均等室室長補佐

・男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法等に係る相談状況 宮崎公共職業安定所職業紹介第一部門介護労働専門官

・管内労働市場状況、福祉人材コーナーの取り組み 宮崎公共職業安定所就職支援ナビゲーター

・主催事業案内 公益社団法人宮崎県老人保健施設協会事務局長代理

・介護現場における人材不足状況 一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会事務局長

・介護人材の新養成体系に関して 一般社団法人宮崎県介護福祉士会理事

・本会事業紹介と就労に関する調査結果 宮崎県介護福祉士養成校連絡会幹事校校長・教務主任

・「全国一斉労働相談キャンペーン」結果 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

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求職者支援課長

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人材育成課長

株式会社ニチイ学館教育事業部宮崎支店長

株式会社ニチイ学館ヘルスケア事業部宮崎支店課長

日本労働組合総連合会宮崎県連合会(連合宮崎)副事務局長

介護労働安定センター宮崎支部職員

大分

宮崎
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7月11日（木） 【議題１】介護員の事業所における求人求職の現状 鹿児島労働局職業対策課職業対策課長

鹿児島公共職業安定所所長・介護労働専門官

【議題２】人材育成への取り組み 鹿児島県保健福祉部介護福祉課課長

鹿児島県保健福祉部社会福祉課主幹

【議題３】職場改善への取り組み 鹿児島県老人福祉施設協議会副会長

鹿児島県老人保健施設協会事務局長

【議題４】各団体の好事例 鹿児島県ホームヘルパー協会会長

鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会会長

【議題５】離職者対策を考える 鹿児島県介護福祉士会会長

鹿児島県社会福祉協議会調査役

【議題６】その他意見交換 鹿児島県看護協会会長

日本看護家政紹介事業協会鹿児島県支部長

連合鹿児島事務局長

介護労働安定センター鹿児島支部職員

8月14日(水) 【議題１】介護労働環境に関する問題提起 沖縄労働局職業安定部

　部長・職業安定課長・職業安定課職業紹介第一係長

【議題２】今後の連携について 那覇公共職業安定所職業相談第一部門統括職業指導官

沖縄県福祉保健部高齢者福祉介護課班長・主査

沖縄県福祉保健部福祉・援護課班長・主査

沖縄県商工労働部労政能力開発課班長

沖縄県教育庁県立学校教育課指導主事

沖縄県高等学校福祉教育研究会会長・事務局長

沖縄県社協・福祉人材研修センター所長

沖縄県社協・沖縄県老人福祉施設協議会調査・研究委員長

沖縄県福祉・介護人材育成基盤整備事業作業委員会

沖縄県社協・沖縄県社会福祉法人経営者協議会会長

沖縄県介護支援専門員協会会長

沖縄県介護福祉士会理事

沖縄県理学療法士協会副会長

独立行政法人高齢･障害・求職者雇用支援機構求職者支援課長

沖縄県老人保健施設協議会会長・事務局長

沖縄県介護福祉士養成校連絡会幹事校

沖縄県さわやか介護連絡会会長・事務局

沖縄県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会会長

沖縄県グループホーム連絡会会長

連合沖縄副会長

沖縄県社会保険労務士会副会長

介護労働安定センター沖縄支部職員

鹿児島

沖縄
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