平成28年度 介護労働懇談会開催結果報告書
支部(所)/回

北海道
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開催日時
議題及び討議内容
8月8日(月） 【議題１】
各自治体の28年度事業について
13：30～15：00 ・北海道労働局職業安定課 現在の雇用情勢について
・北海道保健福祉部福祉局 介護人材安定確保のおける事業展開について
・札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 介護人材確保における研修等について
・北海道支部 関係機関との連携、受託事業、集団指導等について

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

【その他】
意見交換
9月27日(火) 平成28年度第1回 「福祉人材確保推進協議会」
「青森県福祉・人材確保定着グランドデザイン推進会議」 「介護労働懇談会」
14:00～16:00
【議題１】
１）青森労働局職業安定部長挨拶
２）青森県健康福祉部健康福祉政策課長挨拶

青森
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＜介護労働懇談会紹介記事＞

参加機関名簿はこちら

【議題２】
行政関係から雇用情勢と諸施策の取り組み状況説明
・青森労働局職業安定部より雇用情勢について
・青森公共職業安定所からの「介護就職デイi青森」の協力要請
・青森県健康福祉部より
「青森県福祉・介護人材確保定着グランドデザイン」について
【議題３】
各福祉関係団体からの事業取組等の紹介と協力要請
・青森県福祉人材センター
・青森県知的障害者福祉協会
・青森県保育士・保育所支援センター ・青森県保育連合会
・青森県老人福祉協会
・青森県保育者養成校連絡会
・介護労働安定センター青森支部より事業計画・実態調査・介護労働講習等の
人材確保・介護職員のスキルアップ講習等を紹介し参加協力要請を図った。
【その他】
今年度の開催は労働局の他、県主催の推進会議（参加団体）の参加もあり事業紹介も説明
頂いた。
6月21日（火） 【議題１】
・平成28年度地方労働行政運営方針について（各種助成金等）
13:30～15:10
【議題２】
・平成28年度介護従事者の人材確保に関する事業等について

岩手
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【議題３】
・介護従事者人材確保に関する啓蒙施策について・
（福祉人材確保重点期間街頭キャンペーン等）
【その他】
・各機関からのお知らせ

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
9月27日(火) 【議題１】 介護労働懇談会の開催目的
介護労働懇談会設置要綱の説明。
13:30～15:30 宮城労働局吉松部長よりその趣旨説明。

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

【議題２】 平成２７年度介護労働実態調査の報告
介護労働安定センター宮城支部長より「宮城県版」を説明し、質疑応答。
宮城
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【議題３】 「介護人材を如何に確保するか」を討議
各部署より、人手不足の現状と対策の発表。討議、問題点を抽出。
【議題４】 各部署における平成２８年度の介護（看護）人材確保の取り組み
「宮城県介護福祉士会」「仙台公共職業安定所」より、資料による取り組み事例の発表。
質疑応答。
【議題５】 今後の懇談会の進め方について
次回は平成29年2月下旬頃。参加機関をあと5機関増やす。
6月28日（火） 平成２８年度第１回秋田福祉人材確保推進協議会・秋田介護労働懇談会 合同会議

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 【議題１】秋田県内の福祉分野における求人求職動向について
・秋田県内の福祉分野における求人求職動向について（秋田県労働局職業安定部）
・平成28年度に実施が決定している関係機関との取組みについて
・業務及び助成金について説明（雇用環境･均等質）

秋田
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【議題２】 各関係機関の平成２８年度事業概要等について
・2020年初頭に向けた対策の方向性、平成28年度に実施する取組みの数値目標 等
（秋田県健康福祉部長寿社会課）
・介護系公共訓練の開講状況について 等（秋田県産業労働部雇用労働政策課）
・介護求人状況について 等（日本赤十字秋田短期大学 介護福祉科）
・就職フェア開催、介護職経験者の再チャレンジ応援について 等
（秋田県社会福祉協議会）
・平成28年度事業概要について（介護労働安定センター秋田支部）
【その他】
協議・意見交換
10月18日（火） 【議題１】
拡大WEC（通称）について 主旨・目的が同種である「福祉人材確保推進協議会」
14：00～16：30 「山形県介護職員サポートプログラム推進会議」「介護労働懇談会」の3会議の
連携会議の通称として「拡大WECやまがた」とすることを承認。
【議題２】
講演「良い事業所とは」菅野雅子氏

山形
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【議題３】
協議① 有給休暇の取得について
【議題４】
協議② 給与の決め方、上げ方のルールについて
【議題５】
協議③ 管理者層・リーダー層の育成について

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

茨城
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開催日時
議題及び討議内容
7月20日（水） 【議題１】
茨城県介護労働懇談会設置要項の改正及びリーフレットについて
14:00-16:00
【議題２】
平成２８年度茨城労働局・ハローワークの介護に係る施策について

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

【議題３】
「茨城型地域包括ケアシステム」について
【議題４】
情報交換及び意見交換
①「介護の日」に係る講演会について
②ＮＨＫ水戸による笠間市介護健診ネットワークについて
7月1日（金） 【議題１】
介護労働懇談会メンバーの紹介

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

【議題２】
H27年度活動結果 概要報告
H28年度活動予定 概要報告
栃木
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【議題３】
県内介護分野人材確保に向けての討議
・介護ロボット導入
・求人状況
・その他

11月22日（火） 【議題１】
平成27年度介護労働実態調査結果報告
栃木県版及び栃木県版抜粋について説明・質疑応答

栃木
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【議題２】
各種行事概要報告
・事業者支援セミナー事例報告
・介護ロボット導入支援セミナ-、デモンストレーションについて
・介護の仕事合同説明会、福祉のお仕事就職合同面接会について
・その他事業について
【議題３】
その他意見交換
・若い世代への介護分野への参入促進方法（案）の検討

参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
8月8日（月） 平成28年度第1回「介護人材確保対策会議」並びに平成28年度第1回「介護労働懇談会」

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 【議題１】
群馬県における介護人材確保対策について
・29項目参入促進事業説明
・群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金について
【議題２】
介護労働安定センターの取組について
・平成27年度事業報告
・平成28年度事業計画
群馬
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【議題３】
各団体・機関における取組について
【議題４】
群馬県認証評価制度（案）について
・地域医療介護総合確保基金の「基本事業」
・「ぐんま介護人材育成宣言事業所」制度（案）
【議題5】
意見交換会
・群馬県認証評価制度（案）について質疑応答
・群馬労働局から群馬県の支援事業について質疑応答
11月24日（木） 【議題１】
介護労働安定センターの取組について
13：30～16：00 ・介護労働懇談会の目的
・平成28年度事業取組、実施状況
【議題２】
各介護事業所における取組について
・認定NPO法人複合型 じゃんけんぽん観音寺
（労働局委託事業支援事業所 地域ネットワーク・コミュニティー参加事業所）
CHECK＆DO25を通しての実施例発表（成功事例）

群馬
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【議題３】
各団体・機関における取組について
【議題４】
意見交換会「平成28年度テーマ」
・「介護人材の確保と離職防止に係る問題（課題）・改善提案（要望）について」
・「介護労働実態調査について」
【その他】
介護労働安定センターより事業所訪問状況報告

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
5月30日(月) 第4回埼玉県地域訓練コンソーシアム

出席者
参加機関名簿はこちら

14:00～15:30 【議題１】
離職者訓練(委託訓練)の実施状況について
･平成28年2月から6月にかけて(独)高齢・障害・求職者支援機構が実施した離職者訓練
(委託訓練)2コースの実施状況
【議題２】
試行結果を踏まえたカリキュラム等の検証について
･検証事項及び検証手段
・検証結果を踏まえたモデルカリキュラムの作成
埼玉
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【議題３】
在職者向け職業訓練コースの開発について
・在職者訓練コースの開発分野と団体の選定
【議題４】
今後のスケージュールについて
・職業訓練コースの開発及び検証事業スキーム
【その他】
・介護労働安定センターに求められる取り組み
これまでのノウハウ・研修運営実績を新しい研修の構築に活かすための活動協力
7月1日(金)

平成28年度 第1回 埼玉福祉人材確保推進協議会
参加機関名簿はこちら

13:30～16:00 【議題1】
埼玉福祉人材確保推進協議会の概要について
・設置要領(目的)の説明
・職業安定課長より、埼玉労働市場ニュースで発表された有効求人倍率について説明。

埼玉
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【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
・4月から県内で4番目の福祉人材コーナーを熊谷に設置。
【議題3】
各機関に対して連携、協力を求めたい事項について
・介護の日の前後2週間に行われる各団体の就職面接会等の行事には参加したい (介
護労働安定ｾﾝﾀｰ)。
・専門学校の学校運営が厳しくなっている(定員割れ)。風評被害もあるので、学校の
教師や親が介護を取り巻く状況を正しい理解できるよう、県等に頑張ってもらいたい
(専門学校関係者)。等

その他

支部(所)/回

埼玉
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開催日時
議題及び討議内容
出席者
11月6日（日） <2016年介護の学校in埼玉>
「地域を拓く介護福祉」をテーマに関係団体と連携し「2016年介護の学校in埼玉」を開催
参加機関名簿はこちら
9:30～17:15
【趣旨】様々な場所で働く介護福祉士・介護に携わる職員がテーマ毎に講義を受け、学び、
連帯を深めることを趣旨とし、介護現場のスタッフや学生が一堂に会し、介護福祉士の未来
について語り合い考え合う場として開催
パンフレットはこちら
また、地域社会の生活支援の専門的組織の核となるべき介護福祉専門職の質を高めて
いくことも課題として取り上げた。

その他
＜開催風景＞

【実施内容】
・相談コーナーを設置し、介護の仕事に就こうとしている学生へのアドバイス、相談支援を行う
・センター主催の研修、セミナー、シンポジウムの開催に係る情報提供を行う
・各種講義及び講演の開催
『これが介護だ！～介護の過去・現在・そして未来を語ろう』
『相模原障がい者施設殺傷事件から考えるこれからの施設危機管理』
他、多数の講義を実施
11月10日（木） <介護就職デイ・西部地区福祉の就職面接会ｉｎ川越>
ハローワーク川越主催の合同就職会への応援。
介護への就職に関心がある者、就職を望む者に対して面接会を開催する。
埼玉

4

13:00～16:00 【実施内容】
・介護事業所３８社を含む４４社が面接ブースを設け、約１００名の求職者に対し面接会を
実施。
・ハローワーク川越所長より、２７年度の介護現場の労働実態について、介護労働安定セン
ター発表の「平成２７年度労働実態調査」の数値を用いての離職率や従業員過不足状況の
説明。
・センター主催の研修、セミナー、シンポジウムの開催に係る情報提供

11月10日（木） ＜介護就職デイ就職面接会＞
ハローワーク川口・王子主催の合同就職会への応援。
13:10～16：00 介護への就職に関心がある者、就職を望む者に対して面接会を開催する。
埼玉
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【実施内容】
・介護職希望者を対象としたミニセミナーを開催
（埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター）
・介護事業所２３社が面接ブースを設け、７２名の求職者が参加し就職面接会を実施
・相談ブースを設け、求職者や事業所からの相談対応。
・センター主催の研修、セミナーの情報提供

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら
パンフレットはこちら

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら
パンフレットはこちら

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
11月11日（金） 介護月間告知活動
埼玉県介護福祉士会他、懇談会関係団体と共催として参加。
9:00～10:00 【目的】
「介護の日」を広く県民に周知すること。

埼玉
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7

8

参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら
パンフレットはこちら

【実施内容】
相談コーナーを設けて来場者からの相談対応の実施
各種講座等の開催
・認知症サポーター養成講座
・健康測定コーナー
・施設紹介コーナー
・医師による健康相談コーナー
・栄養相談コーナー
・リハビリコーナー
・川越市地域包括支援センターコーナー
・介護なんでも相談コーナー
11月17日（木） ＜介護就職デイ就職面接会＞
ハローワーク大宮・行田主催の合同就職会への応援。
13:00～16：00 介護への就職に関心がある者、就職を望む者に対して面接会を開催する。

埼玉

＜活動風景＞

【実施内容】
浦和駅前で「介護の日」のクリアファイル、介護月間告知チラシ及びコバトン入り
ティッシュペーパーを配り、「介護の日」ＰＲ活動を行う。

11月11日（金） ＜第13回彩の国老健ひろば＞
埼玉県介護老人保健施設協会主催によるイベントに懇談会関係団体と共催として参加
10:00～16:00
【目的】
介護老人保健施設の役割等を広く県民に周知すること。

埼玉

その他

出席者

【実施内容】
・介護事情がわかる直前セミナーを開催
・介護事業所40社程度が面接ブースを設け求職者の就職面接会を実施。
・相談ブースを設け、求職者や事業所からの相談対応

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら
パンフレットはこちら

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
11月24日（木） 第2回 県北地域公的職業訓練関係機関連絡会議

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

14:00～16:00 【議題1】
挨拶 （ハローワーク秩父所長）
【議題1】
施設見学について
熊谷高等技術専門校秩父分校（介護サービス課，建築科，機械科等）

埼玉
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【議題2】
情報交換・意見交換
○他の機関の状況について聞きたい事項
・効果的な訓練生募集について
・雇用状況について
・受講あっせんについて
・企業実習付訓練やデュアルシステムの実習先の選定について
・公共訓練修了者の就職状況の確認について
等
○他の機関に周知したい事項
・来年度の訓練計画について
・コンソーシアム事業（ポリテクセンターが行う事業）について
・資格取得コースの募集について
・介護サービス科の課程変更について
・職業訓練説明会の開催について
等
12月7日（水） 【議題１】
介護労働の現状について
14:30～16:45 ①介護労働安定センターの業務と介護労働実態調査結果
②埼玉県の介護分野雇用情勢、介護人材の需給状況
【議題２】
介護関係団体からの質問等(意見交換)

埼玉

10

【議題３】
①介護現場への外国人就労者の採用
②介護ロボット・ＩＣＴの活用で拓く介護事業の未来
③介護労働懇談会構成団体の連携
・構成団体間で協働した事業の開催状況・提案
・介護労働懇談会リーフレットの作成
・ホームページの利用

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

東京

1

開催日時
議題及び討議内容
11月7日(月) 【議題】
介護事業者団体におけるＩＣＴ化応の業務改善への取組み状況について
14:00-16::00 (取組み発表団体）
・全国特定施設事業者協議会
・東京都高齢者福祉施設協議会
・東京都介護保険居宅事業者連絡会
・日本在宅介護協会東京支部
・全国介護事業者協議会
・東京都訪問看護ステーション協議会
・東京都老人保健施設協会
・日本認知症グループホーム協会東京支部

出席者
参加機関名簿はこちら

11月25日(金） 【議題】
＜開催/講演風景＞
「介護を通じた地域づくり」
参加機関名簿はこちら
14:00～16:00 人材を惹きつけ、活躍できる職場環境等について、藤沢市で小規模多機能の事業者による
講演と意見交換を行う。
神奈川

1

【その他】
・介護労働実態調査結果について

その他

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
7月12日（火） 【議題１】
新潟労働局委託事業「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業」
13:15～14:45 について (介護労働安定センター)
①28年度事業概要について
②27年度事業結果について
③27年度重点啓発取組事業所の発表 (新潟こでまり会)

その他

出席者
＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

1
【議題２】
新潟県の介護人材確保対策事業の取組みについて (新潟県福祉保健課)
①27年度介護人材確保推進事業の進捗状況
②28年度介護人材確保推進事業の進捗状況

新潟

【その他】
①ハローワーク新潟より事業周知
②新潟県看護協会よりナースセンター事業周知
③懇談会メンバーサイト(ページ)の作成について
④その他、人手不足状況等について情報交換、意見交換
11月18日

【議題１】
新潟労働局委託「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業」の
13:30～15:30 実施状況について (介護労働安定センター)
①27年度介護労働実態調査結果について
②28年度委託事業の実施状況について

新潟

2

【議題２】
新潟県の介護人材確保対策事業について (新潟県福祉保健課)
①28年度介護人材確保対策事業の進捗状況
②29年度介護人材確保対策事業の取組について
【議題３】
訪問介護におけるICT取組事例の発表(高齢者総合ケアセンターこぶし園)
【その他】
①新潟労働局より事業周知
②新潟県看護協会より事業周知
③懇談会メンバーサイト(ページ)の周知について
④その他、情報交換、意見交換

＜開催/取組事例発表風景＞
参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
6月28日（火） 平成２８年度富山県福祉人材確保対策会議 第1回ワーキンググループ

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

10:00～12:00 【議題１】
介護労働懇談会について
・事務局として目的等説明（メンバー9名が入れ替わったため）

富山

1

【議題２】
前回までの取り組みについての確認
・.メンバーサイトの立ち上げ（アドレスの再周知）
・介護労働懇談会リーフレット（内容についての再確認）
【議題３】
協議事項として
・メンバーサイトの今後の活用について（案）説明
・雇用管理改善事業の紹介
（介護労働実態調査結果、「介護の雇用管理改善CHECK＆DO25」等）
1月11日（水） 平成２８年度富山県福祉人材確保対策会議 第2回ワーキンググループ
第2回富山県介護労働懇談会
10：00～12：00 【議題１】
介護労働の現状について
・平成27年度介護労働実態調査結果の富山県版について説明
（富山県版については、全国との比較・富山県の前年との比較等をグラフ化したものを
作成し、その資料にて説明）

富山

2

参加機関名簿はこちら

【議題２】
富山県介護従事者参入促進研修事業「介護入門」について
・4回開催のうち2回終了時点の参加状況と残り2回開催分の申込状況及び参加者の
反響等について説明
【議題３】
介護労働懇談会リーフレット及びホームページの更新について
・平成29年度版のリーフレット＆HPの作成・更新にあたり、現在の掲載内容の確認と
修正内容
・スケジュール等について説明
11月17日（木） 【議題１】
介護労働懇談会リーフレット及びホームページの更新について
13：30～15：30 ・掲載内容変更の有無及び掲載確認確認書の報告・提出依頼
【議題２】
厚生労働省委託事業「訪問介護雇用管理事務推進事業」について
・事業概要説明及び関係団体からの意見聴収

石川

1

【議題３】
平成２８年度における各機関・団体の取組状況・課題について
・参加各機関・団体からの説明及び情報提供
【議題４】
意見交換、要望など
・介護の人材採用”２７のＱ＆Ａ等のツールの活用について
【その他】
第２回の開催予定について
・２９年２月中旬で調整し、開催予定

その他

出席者

参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

開催日時
8月2日（火） 福井県介護人材確保対策協議会

議題及び討議内容

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

【議題１】
14:00～16:00 平成28年度「介護の日」の取組みについて
・街頭キャンペーン、企画等について
福井

1

【議題２】
平成28年度の介護人材確保対策事業について
【その他】
各参加者より連絡・報告事項
9月15日（木） 平成28年度第1回福祉人材確保推進協議会・山梨県介護労働懇談会 合同会議

＜介護労働懇談会リーフレット＞
参加機関名簿はこちら

13:30～16:30 【議題１】
福祉人材確保対策について …職業安定部職業安定課
・福祉人材確保重点対策事業の概要
・労働市場の状況（医療職、介護職）、ハローワークにおける重点取組
【議題２】
各機関の人材確保に係る取組みについて（情報交換）…各機関
山梨

1

【議題３】
介護分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業（啓発実践コース）について
…介護労働安定ｾﾝﾀｰ山梨支部
・事業概要、進捗状況等
【議題４】
平成27年度介護労働実態調査の概要説明…介護労働安定センター山梨支部
【議題５】
全体討議

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
11月22日（火） 【議題１】
雇用管理改善対策及び各種助成金の活用について
13:30～15:30 ・職場定着支援助成金
・経営労務管理支援事業との連携によるコンサルティングの案内

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

【議題２】
労働市場概況及び福祉人材確保対策について
・県内の求人状況（県内全てのハローワークで1.3倍以上である。）
・入職促進、定着支援

長野

1

【議題３】
介護職員の養成訓練及び向上訓練について
・介護関係の訓練実施状況
・認定介護福祉士養成研修
（11月24スタート。県外からも申込みがあり注目されている研修である。）
【議題４】
各機関の提言及び意見について
・職場改善
（11月は「過労等防止月間」であること。）
・介護職員の処遇改善
【その他】
・長野県介護労働懇談会ホームページ紹介
・リーフレット紹介
11月25日(金) 【議題１】
介護労働安定センター岐阜支所からの報告並びに説明事項（質疑応答含む）
10:00～12:15 ・平成２７年度介護労働実態調査結果（岐阜県・全国）について報告と解説
・平成２９年度版岐阜県介護労働懇談会リーフレット作成案について説明と意見交換
・介護労働安定センター岐阜支所の平成２８年度事業活動進捗状況について報告
・魅力ある職場づくり好事例の紹介（H27啓発実践コースパンフレットより）

【議題２】
「最近の雇用失業情勢」における留意点
岐阜

1

【議題３】
岐阜県介護人材育成事業者認定制度及び介護情報ポータルサイト「ぎふkaiGO!」の
概要説明
【議題４】
介護福祉士修学資金、介護職員再就職準備金の貸付制度等について
【その他】
情報提供（会員が実施する予定の事業活動の紹介、研修セミナーの案内等）

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

静岡

1

開催日時
議題及び討議内容
6月21日（火） 平成28年度第1回静岡県介護労働懇談会
平成28年度第1回福祉人材確保推進協議会（介護関係）
13:30～15:45
【議題１】平成２８年度介護人材の確保・定着・育成に関わる行政等の施策
・労働局より福祉関連を中心とした労働市場分析並びに
行政の各施策の紹介並びに推進状況

1

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

【議題２】介護人材確保のための介護関係機関、団体の取組み
・各団体より今年度の取組みと業界の課題等報告

7月26日(火) 【議題１】
働く意欲のある高齢者の方の介護職等への就労支援について
14:00～16:00 ・介護現場における高齢者の働き方
・介護現場における高齢者の就労に関するニーズ
・介護現場における高齢者の就労に当っての配慮内容等
愛知

参加機関名簿はこちら

【議題２】
平成２８年度の新たな事業の取組等について
・「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(東海・北陸ブロック)」について
・各団体、機関等における新たな取組等について

11月25日（金） 【議題１】
平成27年度介護労働実態調査結果について
参加機関名簿はこちら
14：00～16：00 ・最近の雇用情勢と介護労働実態調査結果の両面から見た、介護現場の現状について説明

愛知

2

その他

出席者

【議題２】
介護ロボット、ＩＣＴ等による先進的な取組について
・労働局委託事業（東海・北陸ﾌﾞﾛｯｸ）についての中間報告（事例発表）
・訪問介護事業所に係る雇用管理事務の効率化への取組内容等の説明
【議題３】
平成28年度後半の事業の取組並びに平成29年度の新たな事業等について
【その他】
・介護労働懇談会リーフレット（最新版）の説明、ＨＰへの協力依頼

＜開催風景＞

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
8月9日（火） 平成２８年度三重労働局福祉人材確保推進協議会
平成２８年度 介護労働懇談会
13:30～15:30
【議題１】
福祉人材確保施策及び雇用失業情勢について
・職業安定課担当より資料に基づき説明。
・ハローワーク津介護労働専門官より資料に基づき説明。

出席者
参加機関名簿はこちら

【議題２】
介護労働センターの業務運営について
・支所長より業務概要資料に基づき説明。 ・インストラクターより介護労働懇談会メンバによる HP・チラシ作成状況を説明し未提出のところは今後の掲載について協力依頼。
三重

1

【議題３】
各機関における施策と取り組み状況等について
・各機関、資料等により説明。
【議題４】
意見交換
・介護団体・・・ハローワークに求人を出しているが、応募がない。早期退職者が多い。
職場見学、体験は、就職に繋がるので是非やっていただきたい。
【その他】
・イベントの周知等については、各機関で協力体制が確立されてきた。
・会議の一本化を目指しているが、難しいので出来ていない。
10月6日（木） 【議題１】
「新たな介護の方向と介護の担い手を考える」
15:30～17:00 兵庫大学福祉学部 教授 田中愽一様から、標題の提言を頂く
現状の国の政策から啓蒙活動、セミナー参加促進の手段まで提言を頂く

滋賀

1

【議題２】
議題１を踏まえ、新たな介護の担い手を獲得するための意見交換。
・働きやすい職場づくり
・外国人研修制度
等

参加機関名簿はこちら

その他

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
4月25日（月） 【議題１】 報告事項
・2015年度における活動報告
15:00～17:00 資料２により、4つの部会（ワーキングチーム）の各コーディネーターからH27年度の取り組み
について概要報告。

出席者
参加機関名簿はこちら

【議題２】 協議事項
・「H28年度京都府介護・福祉人材確保総合事業」
①介護・福祉人材総合支援センターの運営（京都府福祉人材研修センター機能の充実）、
②福祉人材認証制度の活用（H28年度から上位認証制度を運用）、③京都府北部人材養成
システム（京都府北部地域の人材確保を図るため宮津市に研修センターを運営）の３つの柱
・「京都府介護福祉士等修学資金貸し付け事業」
潜在的有資格者の再就職を促すため、「再就職準備金貸し付け事業」を新設
京都

1

【議題３】 協議事項
・2016年度ワーキンググループの設置（組織改編）について
①（旧）人材確保・定着チーム⇒（新）協働戦略検討チーム、②仕事理解促進チーム（継続）、
③（旧）若者魅力発信チーム⇒（新）業界再編チーム、④（旧）北部ブランドチーム⇒（新）
北部人材チーム、にそれぞれ改編する。⑤看護職確保PTは継続。
【議題４】 協議事項
・2016年度活動計画について
センター京都支部は、協働戦略ワーキングチームに参画し、人材の確保・定着のための
取り組みについて連携強化を図っていく。
【その他】 意見・情報交換等
・センター京都支部として、介護労働講習、労働局受託事業（雇用管理改善促進事業）の
平成28年度における取り組みについて、出席者の情報提供するとともに協力を要請
8月29日（月） 【議題１】 各報告
(1)2015年度における「人材確保・定着グループ」※の活動について概要報告
※同グループは「きょうと介護・地域福祉ジョブネット」の部会であり、協働戦略チームの前身
10:00～
(2)京都府福祉・人材研修センター事業（２０１６年度事業計画を含む）について
(3)京都府福祉人材確保総合事業について

京都

2

【議題２】
（新）協働戦略検討チームの活動案について
検討チームの役割が曖昧で、事業実施主体である事務局（人材研修センター）の役割との
関係（役割分担）もわかりにくい、また、各々参画団体がどういった役割を担うことが期待
されるのかもはっきりしない、等の意見・指摘があり、早急に再度会合を持つこととなった。
《参考》
・2016年度から「ジョブネット」のワーキンググループを組織改編
①（旧）人材確保・定着チーム⇒（新）協働戦略検討チーム、②仕事理解促進チーム（継続）、
③（旧）若者魅力発信チーム⇒（新）業界再編チーム、④（旧）北部ブランドチーム⇒（新）
北部人材チーム、にそれぞれ改編する。⑤看護職確保PTは継続。

参加機関名簿はこちら

その他

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
1月12日（木） 「きょうと介護・福祉ジョブネット」協働戦略検討チーム会議（第２回）

出席者
参加機関名簿はこちら

10:00～12:00 【報告事項】
・ジョブネット傘下の各ワーキンググループの活動内容と課題について、説明
（これまでの取り組みや事業内容の再確認）
京都における人材の確保・定着目標設定について、2025年を見通した再評価が必要との意見。
（京都府からH30年度を以降の数値目標の再設定を検討していく方針を説明）

京都

3

【協議事項】
○離職防止等人材定着に係る取組みについて
○多様な人材の受け入れについて
○介護現場への外国人技能実習生の受け入れについて
○各団体実施の人材確保・定着事業の情報と共有について
○各委員より
・人材確保（供給）について、京都市域外の施設は、充足感が極めて低い中でどの様に目標
を設定していくのか、地域性を加味したきめ細かい検討が必要でないか、との指摘あり。
・「協働戦略検討チーム」の役割として、事業主体ということでない（具体の事業実施は、
府から府社協に委託されている）とすれば、どの様な役割を果たしていくのか、基本的認識を
共有する必要があるのでないか、との問題提起があった。
（京都府から、介護関係団体等関係者から様々な意見を吸い上げ、施策提言等につなげて
いくことを基本的なねらいとしている旨の考え方が提示された。）
・具体的検討内容として、4つのテーマが提案されたが、それに関して、テーマを限定するのか、
また、いつ頃を目処に議論をとりまとめていくのか、といった意見が出された。
（京都府から、H29年度も引き続き現ワーキンググループの体制で進めていきたいとの方針が
示された。）

9月15日（木） 【議題１】 介護分野における求人・求職状況について
・介護関連職種の求人・求職状況について
14:30～16:30 ・平成26年度の介護労働実態調査より

大阪

1

【議題２】 各機関における「介護人材不足」に対する取り組みの現状や課題
・就職フェアの状況
・施設長より現場の状況報告
・人材育成という立場より教育機関の状況
・訪問看護の状況
・介護支援員の状況
【議題３】 介護労働懇談会の各機関との連携体制 等について
・介護労働懇談ホームページ掲載のご依頼について
【その他】 平成28年度 第２回介護労働懇談会 平成29年2月中旬予定

参加機関名簿はこちら

その他

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
7月28日（木） 兵庫県福祉人材センター運営委員会及び福祉人材確保推進協議会

出席者
参加機関名簿はこちら

14:30～15:00 【議題１】
・ハローワーク福祉人材コーナー 西宮・加古川の開設について （神戸・姫路に加えて）
・「介護労働者法」八条の「改善計画」取扱に伴う今後の対応について

兵庫

1

【議題２】
・２７年度目標と実績、２８年度目標について
・安定センター事業概要と新規事業の情宣・報告
・今年度懇談会リーフレットと懇談会ＨＰについて
・「介護の日」に向けた「兵庫県介護労働懇談会」の対応について
・高校とのパイプについて
・「介護労働実態調査」（２７年度分）公表について
【議題３】
・兵庫県「福祉人材確保対策の総合推進」について
【その他】
・イメージアップ、就職フェアー、離職の原因と対策、プロモーションビデオ、学生の意識調査
介護福祉士・社会福祉士認定制度、キャリアアップ、キャリア段位制度、
介護業界の社会的評価 などについて
11月25日（金） 福祉人材センター運営委員会及び福祉人材確保推進協議会
参加機関名簿はこちら
11:30～12:00 【議題１】
平成２７年度介護労働実態調査結果について（全国、兵庫）
・全国、兵庫県（採用率 離職率 増加率）の推移等
・センター発行「ケアワーク」（５月・１０月号）寄稿から・・・・
人材確保と定着率向上。人が自然に集まる事業所運営をめざして（好事例）
【議題２】
兵庫県介護労働懇談会Ｈ２８年度版リーフレット、ホームページ掲載内容について
・リーフレットの再確認、ＨＰ（当センター本部および兵庫支所分）内容掲示確認

兵庫

2

【議題３】
兵庫県での「介護の日」イベント確認
・兵庫県まとめから
・労働局、ハローワークの「介護デイ」等について
（兵庫県介護労働懇談会としては、「介護デイ」に相談コーナー出展）
【議題４】
（兵庫県・神戸市委託）潜在介護福祉士等再就業支援事業の状況について
・神戸会場も西宮会場も２０名程度の参加者（姫路は、２月実施、募集中）
【その他】
福祉人材センター運営委員会および福祉人材確保推進協議会にて
就職フェアー等でのマッチング向上の方策について
専門学校の学生意識調査結果について
再就業支援貸付事業について 等

その他

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
6月1日（水） 奈良県福祉・介護人材確保協議会

出席者
参加機関名簿はこちら

13:00～15:00

【議題１】
福祉・介護事業所認証制度について
１）平成27年度 実態調査結果について
２）評価項目・認証基準（案）について
【議題２】
福祉・介護人材の確保に向けた情報発信について

奈良

1
【議題３】
地域医療介護総合確保基金を活用した取組について
【議題４】
奈良県福祉人材センターの事業について
【その他】
今後のスケジュールについて
8月3日（水） 平成28年度 福祉人材確保推進協議会
参加機関名簿はこちら
13:30～16:00 【議題１】
福祉人材確保推進協議会の構成委員の変更等に伴う設置要領の改正について
【議題２】
福祉人材確保重点対策について
・ナースセンター、ハローワークの連携による看護師等と地域医療機関とのマッチング強化

奈良

2

【議題３】
各機関の事業概要、及び平成28年度の事業計画について
・参加各委員から28年度の事業計画を発表
【議題４】
意見交換等
【その他】
雇用拡大に向け現職者の雇用確保・継続と離職者への新規
雇用支援とフォローの取組を引き続きの継続依頼あり
8月4日（木） 奈良県福祉・介護人材確保協議会
参加機関名簿はこちら

奈良

3

14:00～16:00 【議題１】
福祉・介護事業所認証制度について
１）評価項目・認証基準（案）について
２）審査方法・審査事項（案）について
３）事業所認証制度運用フローについて
【議題２】
認証取得の支援策及び周知方法について
【議題３】
若者向け福祉・介護の仕事PR冊子について
【議題４】
・奈良県介護人材確保総合支援補助金の応募状況について
・今後のスケジュールについて

その他

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
10月28日（金） 奈良県福祉・介護人材確保協議会

出席者
参加機関名簿はこちら

10:00～11:30 【議題１】
福祉・介護事業所認証制度について
１）評価項目・認証基準（案）について
２）認証取得申請のご案内（案）について

奈良

4

【議題２】
認証取得の支援策及び周知方法について
【議題３】
若者向け福祉・介護の仕事PR冊子について
【議題４】
認証事業所ポータルサイト構築について
【その他】
今後のスケジュールについて
11月9日（水） 【議題１】
平成27年度 介護労働実態調査結果報告
14:00～16:00
（介護労働安定センター）
【議題２】
奈良県における介護人材確保に向けた取組概要報告
（奈良労働局、奈良公共職業安定所、奈良県地域福祉課、奈良県長寿社会課、
奈良県社会福祉協議会福祉人材センター、介護労働安定センター）
・介護人材確保・定着に向けた参加団体の取組み発表
【議題３】
奈良県介護労働懇談会2リーフレット改訂版作成について

奈良

5

【議題４】
情報提供 ロボット・ＩＣＴ活用について
・介護ロボット紹介（写真）、関連記事紹介
・介護福祉機器等補助金の申請状況
・介護ロボット支援事業について
他
【議題４】
メンタルヘルスの重要性
・メンタルヘルス対策についての説明
【その他】
意見交換および出席団体よりの連絡事項

参加機関名簿はこちら

その他

支部(所)/回

開催日時

議題及び討議内容

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

和歌山

1

11:00～12:00 【議題１】
県内介護事業に関わる各種情報の交換
・福祉専門校による実務者研修通信制の応募状況等。
・県行政の各種助成措置について（介護人材再就職準備金貸付等）。
【議題２】
介護労働懇談会リーフレット及びパンフレット掲載について
・作成趣旨と依頼文の発出について説明。
6月28日（火） 平成二十八年度第1回鳥取県介護労働懇談会

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 【議題１】
・鳥取県における医療・福祉分野の求人求職動向について
【議題２】
・各団体・機関における福祉人材の確保と定着に関する施策・取り組み等について
鳥取

1

【議題３】
・介護労働安定センターにおける介護人材確保・定着に向けた取り組みについて
・介護労働懇談会のリーフレットの作成（周知広報活動）について
【その他】
・新しい助成制度について
・意見交換
11月8日（火） 平成28年度第2回介護人材確保対策協議会

＜介護労働懇談会メンバーによる介護の日ＰＲ風景/新聞掲載記事＞
参加機関名簿はこちら

鳥取

2

16：00～18：00 【議事１】
各事業の取組みについて
１．介護人材確保対策事業について〈鳥取県長寿社会課）
・平成28年度介護人材確保の推進に向けた事業一覧に基づき説明
２．福祉人材確保・育成調査研究事業の取り組みについて（鳥取県社会福祉協議会）
・調査結果概要説明
３．介護労働安定センター取組報告
・27年度介護労働実態調査に基づき説明
４．労働局取組報告
・鳥取県内の介護福祉士養成施設の入学数及び高等学校における介護人材の養成状況
について
・平成29年度地域医療介護総合確保基金（介護分）に係る基金事業について

新聞記事はこちら

（鳥取駅前）

【議題２】
各団体等の人材確保に係る課題等について
・若手職員の任意団体による取り組み事例発表
【その他】
意見交換〈平成29年度重点取組事業について）

（倉吉駅前）

支部(所)/回

鳥取

3

開催日時
議題及び討議内容
11月22日（火） 【議題１】
平成27年度介護労働実態調査結果について
13：30～15：30
【議題２】
介護人材養成について
・HW鳥取、米子、倉吉各所長より状況報告
・職業訓練、福祉系学校の入学者数等状況について

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

【議題３】
魅力ある職場づくりについて
・介護機械、ＩＣＴ導入について（状況、助成金等）
・介護フォーラム開催について
・介護の魅力発信ＤＶＤ作成について
【議題４】
その他意見交換
・懇談会ＨＰ、パンフレットについて
・人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業実践コースについて
・介護従事者の腰痛、メンタルヘルスについて
他
8月2日(火） 【議題１】
介護人材確保対策の現状および取組について意見・情報交換
13:30～15:30 ①行政機関の取組・情報提供
②各関係団体・機関からのご意見・情報提供

島根

1

【議題２】
介護ロボット導入事例のご紹介
①事例発表
②介護ロボットペッパーデモンストレーション

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
7月26日（火） 平成28年度 第1回 岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会
10:00～12:00 【議題１】
昨年度のふりかえりについて
１・実務者会議全体報告および作業部会1～３報告
２・地域医療介護総合確保基金申請報告

岡山

1

出席者

その他

参加機関名簿はこちら

【議題２】
今年度以降の取り組みに向けた協議・検討について
１・地域医療介護総合確保基金申請２事業への質疑、進め方、役割分担等について
２・作業部会ごとの事業実施
３・本協議会のあり方、進め方について
４・事業所の認証制度について
【その他】
１・平成28年度岡山県福祉･介護人材確保対策推進補助金事業計画提出状況
２・平成28年度岡山県福祉･介護人材確保対策推進協議会 共催岡山県介護労働懇談会の
リーフレット掲載について（依頼）
３・本年度 今後の親会開催のスケジュール
11月11日（金） ＜介護就職デイ＞
主催：岡山労働局、岡山公共職業安定所
13:00～13:50 共催：介護労働安定センター（介護労働懇談会共催）
【目的】
介護業界及び介護職のイメージアップを図る

岡山

2

【セミナー】
介護職セミナー「介護福祉の仕事、ホンネの話」
・講師の訪問介護の経験を踏まえた講義
１・介護の使命
２・介護職の本音
３・エピソード
４・向き不向き

＜介護就職デイちらし/セミナー開催風景＞

支部(所)/回

広島

1

開催日時
議題及び討議内容
7月19日(火) 【議題１】
13:30～16:30 参加行政機関からの最新情報提供

＜開催風景＞
参加機関名簿はこちら

【議題２】
介護サービスを支える介護人材の確保について
①介護人材の追加確保について
②介護者の負担軽減に資する生産性向上について
③魅力ある職場づくりについて
【議題３】
今後の懇談会運営について
10月31日（月） 第2回広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会
参加機関名簿はこちら
18:30～20:00 【議題１】
平成28年度広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会における事業進捗状況について
・各部会長より上半期事業実施報告及び下半期事業計画についての説明
①情報提供・啓発部会 ②地域人材確保部会 ③就業環境改善部会

広島

2

【議題２】
平成28年度介護フェスタｉｎ広島開催について
・11月6日（日）開催要項についての説明 来場目標数値5,000名
・その他の（介護の学校in広島）についての説明
【議題３】
平成29年度事業計画（案）について
・広島県より平成29年度事業計画の説明
【その他】
・委員より技能実習制度のついての質問有 今後の課題として検討する。
・広島県健康福祉局 地域包括ケア部長より、29年度は、これまで行ってきた事業総括評
価をない。30年度からの介護保険事業に反映していくが大変厳しい医状況になると思われ
ると述べられた。

その他

出席者

支部(所)/回

山口

1

開催日時
議題及び討議内容
10月24日（月） 【議題１】
行政機関等からの情報提供
13:30～16:00
【議題２】
関係団体、関係機関の２８年度人材確保のための介護労働のイメージアップ
及び人材発掘・定着・育成のための取り組みについて

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

【議題３】
介護に係る各種助成金・支援制度について
【議題４】
介護労働懇談会における次回テーマについて
【その他】
意見交換・その他
9月23日（金） 【議題１】
基調講演
13:30～15:30 「団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据えた人材の確保」

徳島

1

【議題２】
参加機関からの報告、お知らせ等
①最近の介護分野における雇用失業情勢について
②徳島所管内の福祉分野における求人求職の動向
③「地域医療介護総合確保基金（介護分野）」の概要について
④徳島県の介護訓練関係の実施状況について
⑤福祉人材センター事業説明について
⑥平成２７年度「介護労働実態調査」の結果について
⑦徳島労働局委託事業「人材不足分野（介護分野）における人材確保のための
雇用管理改善事業」の概要について
【その他】
①福祉人材確保重点実施期間における各機関の取組等につて
②介護労働懇談会リーフレットについて
③次回「介護労働懇談会」における議題及び日程について

支部(所)/回

香川

1

開催日時
議題及び討議内容
7月26日（火） 【議題１】
（1）行政機関等からの情報提供について
14:00～16:30 ・香川県の雇用情勢について
・各種助成金制度について
・平成27年度介護関係事業実績について
・人材確保対策（合同入職式、中堅研修、学校訪問、代替職員派遣事業）について

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

懇談会動画はこちら

（2）教育訓練機関からの情報提供について
・介護職員養成科について
・高年齢者雇用安定助成金について
・介護労働講習の現況説明
【議題２】
（1）介護現場におけるICTの取り組み報告
・コミュニケーションロボPALROの説明及び動画視聴、実演
・みまもりタグアプリの説明
【その他】
・連合香川 鈴木事務局長挨拶
10月25日（火） 【議題１】
参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

14:00～16:30 （1）魅力ある職場づくりに向けて
・現状と課題
・香川労働局の取り組み（職場定着支援助成金、雇用管理改善促進事業説明）
・介護の日に向けた取り組み（介護の仕事就職フェア、介護ロボ実演展示会）

香川

2

（2）ICTを活用した訪問介護事業所の先進的な取組みについて
・訪問介護現場のICT化 ケアラクスルシステム事例紹介
（3）平成27年度介護労働実態調査について
・平成26年度調査との比較、平成27年度実績報告
【その他】
・質疑応答、意見交換
・「高年齢者活用促進コース」「高年齢者無期雇用転換コース」助成金の説明
8月26日（金） 【議題１】
労働局委託事業「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業」に
14:00～15:40 について
【議題２】
雇用管理改善の取り組み好事例について
・取組内容の発表（事例２件）

愛媛

1
【議題３】
愛媛県における介護人材確保の取り組みについて
【議題４】
人材確保及び介護職の魅力発信等についての情報交換及び意見交換ほか

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
7月14日（木） 高知県福祉・介護人材確保推進協議会

出席者
参加機関名簿はこちら

9:30～11:00 【議題１】
○関係機関からの状況報告等
①各機関から、平成２７年度の事業実績及び平成２８年度の事業予定等について報告・
説明が行われ、メンバー全体で情報共有した。
➁高知労働局より、平成２８年5月末時点の有効求人倍率、職業紹介状況等について、ハ
ローワーク高知より、平成２７年度「介護就職デイ」の実施状況等について報告・説明が行

高知

1

【議題２】
○第7回介護の日イベントの進捗状況について
県より、委託業者が作成した提案内容について報告・説明が行われ、細部については、後
日、委託業者を交え、「介護の日啓発事業部会」で協議することとなった。
【議題３】
○地域医療介護総合確保基金の平成29年度事業募集について
県より、「地域医療介護総合確保基金」を活用して実施する事業提案（平成29年度実施
分）について、概要説明が行われ、関係団体等よりの提案依頼があった。
【議題４】
○意見交換（テーマ：若い世代の参入促進について）
若年層を対象にした出前による勉強会の実施、情報発信方法等について意見交換が行
われた。
11月25日（金） 高知県福祉・介護人材確保推進協議会
参加機関名簿はこちら
14：00～16：00 【議題１】
○第７回こうち介護の日イベントの振返り
・実績報告
・各団体からのアンケート内容報告
・来年の実施について

高知

2
【議題２】
○各部会の状況報告
１．認証評価制度等検討部会
・優良介護事業所認証評価事業とその評価項目及び基準（案）
２．地域医療介護総合確保基金部会
・「地域医療介護総合確保基金」を活用して実施する事業提案

その他

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
7月13日（水） 福岡県介護人材確保・定着促進協議会（環境改善・人材育成部会）

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

10:00-12:00 【議題１】
平成２８年度の人材確保・定着に係る取組みについて
・今年度、福岡県で実施予定の施策、取組み事業の紹介、説明
【議題２】
当部会における検討事項について
・当部会で具体的取り組む事項の整理と意見交換
福岡

1

【議題３】
部会検討事項の分担について
・労働環境の「見える化」による事業所評価
・就業継続のための子育て環境整備
・他都道府県の状況把握
【議題４】
事業所評価制度の評価項目について（働きやすい労働環境とは）
・時間不足の為、本議題は次回に持ち越し
【その他】
・当センターより、ＨＰリンクと情報提供のお願いをする
10月3日（月） 【議題１】
「介護雇用管理改善等計画」について（佐賀労働局職業安定課）
13:30～15:30 関連～”人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善事業（啓発実践コース）”
の概要と進捗状況について（介護労働安定センター佐賀支所）
【議題２】
「介護人材確保に向けたワーキンググループ」の取組結果報告について
（佐賀県長寿社会課）

佐賀

1

【議題３】
「佐賀県福祉人材確保推進協議会」事務局からの情勢報告
（佐賀労働局職業安定課）
【議題４】
介護業界のイメージアップを図る取組報告
（介護労働安定センター佐賀支所）
【その他】
「介護の日」のイベント等について
意見交換、質疑応答

参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

支部(所)/回

開催日時
議題及び討議内容
7月20日（水) 長崎労働局「福祉人材確保推進協議会」の後引き続き「介護労働懇談会」（長崎労働局との共催）

出席者
参加機関名簿はこちら

15:15～16:45 【議題１】
介護人材確保対策について
長崎労働局職業安定部 地方訓練受講者支援室長

長崎

1

【議題２】
福祉分野における求人・求職の動向
長崎公共職業安定所 福祉人材コーナー 介護労働専門官
【議題３】
介護労働懇談会ホームページ掲載等への依頼について
介護労働安定センター 長崎支部長
【議題４】
各機関における施作の概要及び問題点等
各機関より発表
10月5日（水） 平成28年度第１回熊本県福祉人材確保推進協議会
参加機関名簿はこちら
10:00～12:00 【議題１】
平成27年度介護労働実態調査説明
・平成27年度介護労働実態調査結果 熊本県の状況

熊本

1
【議題２】
平成27年度労働局委託事業での支援事業所の雇用管理状況
・介護の雇用管理改善ＣＨＥＣＫ＆ＤＯ２５集計結果
・集計結果から見える課題項目

その他

支部(所)/回

開催日時
8月18日（木） 福祉人材確保推進協議会

議題及び討議内容

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

13:30～15:30 【議題１】
福祉・介護分野における労働市場の状況について
・福祉関係職種に係る求人・求職状況等について等

大分

【議題２】
福祉人材確保に係る取組状況について
・各団体(9)より説明
・オブザーバーとして参加大分県教育庁より大分県福祉系高等学校の状況説明

1

【その他】
意見交換
・短期専門コースに係る質問
・ヘルパーの教育についての意見

大分

2

8月18日（木） 【議題１】
懇談会HP掲載のイベント更新依頼について
15:30～16:00
【議題２】
介護業界のイメージアップイベントの提案及び意見交換について
･11月の「介護人材確保重点期間」での面接会、情報発信イベント等案について

参加機関名簿はこちら

10月28日（金） ハローワーク大分共催・介護職ミニセミナー
＜チラシ＞

3
大分

14:00～15:00 【内容】
求職者に向けて介護分野の現状や基礎知識の説明
「介護職の現状と動向について」
・介護の現状について
・介護の業務内容と資格
・介護関係施設の特性と介護内容
別紙作成資料にて説明。
参加者6名

11月16日

介護就職デイ～2016年秋 福祉の就職フェアにおける求人者・求職者セミナー
参加機関名簿はこちら

12：30～13：30 主催：大分労働局、ハローワーク大分、ハローワーク別府、大分県福祉人材センター
共催：介護労働安定センター（介護労働懇談会共催としてセミナー開催）

大分

4

【内容】
１．求職者セミナー
「対人コミュニケーションの引き出しを増やそう！」
～福祉の職場で使える「対人コミュニケーション」を学ぶ～
講師：木本須賀美（㈲ファニーフェイス取締役）
参加者数：26名
２．求人者セミナー
労働者の職場定着
～離職者を出さない企業運営について～
講師：工藤和義（社会保険労務士法人ウインツ代表）
参加事業者数：18社

支部(所)/回

宮崎

1

開催日時
議題及び討議内容
8月2日（火） 【議題１】
各機関からの情報提供
14:00～16:00 ・現下の雇用情勢、介護向事業所向け助成金 （宮崎労働局職業対策課）
・両立支援助成金、ハラスメント対策 （宮崎労働局雇用環境・均等室）
・福祉人材コーナーの取り組み （宮崎公共職業安定所）
・介護人材育成に関する取り組み （宮崎県長寿介護課）
・福祉・介護人材確保に関する取り組み （宮崎県保健福祉課、宮崎県社協）
・介護のしごとイメージアップの取り組み （全国老人保健施設協会）
・学生確保の状況について （宮崎県介護福祉士養成校連絡会）
・雇用管理改善事業について （介護労働安定センター）

その他

出席者
参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

【議題２】
・介護人材の確保に係わる研修環境等について （意見交換）
介護職員の研修を支援する環境（特に子育て中の職員）が必要
行政事業にて研修機会が増えているが周知浸透に課題がある
介護職の裾野を広げるためにも研修の機会と支援は重要
若年層にもっと介護のしごとに直接触れる機会が必要

鹿児島

1

11月29日（火） 28年度第1回介護労働懇談会共催
NPO法人鹿児島県認知症グループホーム協議会アサーション・トレーニング講座
14:00～17:00
【議題１】
平成27年度介護労働実態調査報告
・鹿児島県版の資料から、10のポイントを抽出し、説明。
・介護職の離職原因が「職場の人間関係に問題があった」点を解説し、次の講座へつなぐ。

＜講座チラシ＞
参加機関名簿はこちら

【議題２】
アサーショントレーニング講座
・アサーティブ・コミュニケーションについて学び、自分も相手も大切にするコミュニケーション
能力を高め、さわやかな人間関係を結ぶ事で、職場や利用者との関係を向上させる。

沖縄

1

9月8日（木） 【議題１】
平成27年度懇談会開催概要報告
10:00～12:00
【議題２】
介護労働安定センターが行う各種事業についての情報提供
・業務紹介
・業務紹介労働局委託事業「雇用管理改善促進事業（啓発実践コース）」
・平成27年度介護労働実態調査報告
・介護の雇用管理改善 CHECK&DO25
・沖縄県介護労働懇談会リーフレットについて
【議題３】
雇用管理改善に役立つ助成金の活用促進
・沖縄労働局、県より各種助成金及び支援制度について紹介
・助成金活用等の事例紹介
・介護関係団体等からの支援制度等への要望
【議題４】
各機関配付資料の説明

参加機関名簿はこちら

＜開催風景＞

