
名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

◆内　容 介護の魅力をテーマに後藤千恵氏（NHK
第１7回 解説員）の講演、介護関係の専門家による ○ （財）介護労働安定センター

介護労働シンポジウム パネルディスカッション｡ 本　　　　部　
◆対　象 介護従事者・介護事業経営者・介護関係 無　　料 総務部事業推進課

団体等 １１月１９日(金） 　　　　　　担当　　吉川
◆会　場 ムーブ町屋　（ムーブホール） 事前申込必要

東京都荒川区荒川7-50-9 １３：００～１６：００ 電話 03(5901)3041(代）
◆定　員 ３００名程度 お問合せください

◆主　催 （財）介護労働安定センター

◆内　容 人材確保、職場定着、育成等の課題、労働時
介護事業者・介護労働 間や賃金管理、就業規則の見直し等の課題

  者の相談窓口 対策、メンタルヘルスの健康管理対策に関す
  『介護ウインド』開設 る相談、介護職を続けていく上での悩み相談 ○

やこれから介護職に就く方の相談等に対応い （財）介護労働安定センター
たします。 無　　料 各支部・支所の詳細はホーム

概ね ページをご覧ください。
◆担　当 当センターの介護労働サービスインストラクタ １１月 1日～１１月３０日 事前申込必要

ー及び介護能力開発アドバイザーが御相談に の間ですが、各都道府 http://www.kaigo-center.or.jp
応じます。 県の（財）介護労働安定 各都道府県の
内容により雇用管理コンサルタンとやヘルス センター各支部・支所 当センター各支部
カウンセラー、人材育成コンサルタント等の へお問合せ下さい 支所にお問い合せ
専門家によるアドバイスを受けることもでき 　　　ください。
ます。 ９：００～１７：００

（土・日・祝日除）

◆対　象 介護事業主・管理者・雇用管理担当者・
介護従事者・介護職に就きたい方等

◆会　場 当センター　各支部・支所

「福祉人材確保重点実施期間」及び「介護の日」の取組み

『介護労働を魅力あるも
のに～地域を支える介
護サービスの在り方』

※専門家による相談は事前予約が必要です。

内容

http://www.kaigo-center.or.jp/�


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

『介護・看護就職デイ』 ◆内　容 介護や看護の仕事を求めている方の面接 １１月１１日(木） ○
開催会場にて情報提供 会場にて当センターは共催団体として相談
及びご相談に応じます 窓口を開設し,御相談に対応します。 １３：００～１６：００ 無料

◆対　象 介護や看護の仕事を求めている方
◆会　場 札幌コンベンションセンター 事前予約不要

（財）介護労働安定センター
北　海　道　支　部

能力開発啓発セミナー ◆内　容 介護労働者の能力開発・研修計画、助成金 １１月１９日（金） ○
 を開催 の説明等をおこないます。 電話 011（219）3157
『介護労働者のスキル ◆対　象 介護事業主・管理者・雇用管理担当者 １０：３０～１２：００ 無　　料 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

アップに向けて』 ◆会　場 ホテルスノーイン　北農健保会館
◆定　員 ４０名（先着順） 事前申込必要

お問い合わせください

○ （財）介護労働安定センター
スキルアップ講習を開催 ◆内　容 介護労働者のスキルアップを図るために １１月１８日（木） 青　　森　　支　　部
『終末期におけるケア』 終末期におけるケアの講習を実施します。 有　　料

◆対　象 介護従事者等 ９：３０～１６：３０ 電話 017（777）4331
◆定　員 ３０名　（先着順） 事前申込必要 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆会　場 サンライフ弘前 お問い合わせください

就職相談会場にて情報 ◆内　容 就職相談会会場にてキャリアコンサルタントが ○
提供､ご相談に応じます 相談に応じます。（先着順受付）

尚、当日は今後の成長が期待される介護分 １１月１１日(木） 無　　料
野を中心に求職者と求人事業所との個別面
談を盛岡公共職業安定所等が主催します。 １３：００～１５：３０ 事前申込必要

◆対　象 求職者等 お問い合わせください
◆会　場 ホテルメトロポリタン盛岡（本館） （財）介護労働安定センター
◆主　催 岩手労働局・盛岡公共職業安定所 岩　　手　　支　　部

電話 019（652）9036
雇用管理責任者講習を ◆内　容 ①介護労働者の労務管理・安全衛生・健康 ○ 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

開催   管理 １１月１８日（木）
②職員のモチベーションをどう向上させるか 無　　料

１３：００～１７：００
◆対　象 介護事業所責任者・労務、総務担当者等 事前申込必要
◆定　員 ３０名 お問い合わせください

内容

定員になり次第締め切ります

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/hokkaidou/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/aomori/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/iwate/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

◆内　容 「風通しのよい職場づくりはよりよいコミュニ
能力開発啓発セミナー ケーションから」介護人材育成コンサルタント ○
を開催 が講話します｡ １１月１７日（木）
『介護事業者のコミュニ 無　　料

ケーションｱｯﾌﾟ術』 ◆対　象 介護事業主・管理者・人事担当者等 １３：３０～１５：３０
◆会　場 小田急仙台東口ビル７階 事前申込必要
◆担　当 介護人材育成コンサルタント お問い合わせください
◆定　員 ５０名

介護労働者の ◆内　容 福辺流介助術『力のいらない介助術』を １１月１１日（木） ○
スキルアップ講習会を １１月１２日（金） （財）介護労働安定センター
開催 ２日間 有　　料 宮　　城　　支　　部
『力のいらない介助術』 ◆対　象 介護従事者等

◆会　場 小田急仙台東口ビル　１階 事前申込必要 電話 022（291）9301
◆講　師 福辺　節子 １１：００～１６：００ お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆定　員 各日　　３５名

◆内　容 当センターのへルスカウンセラーによる ○
『管理職が知っておき メンタルケアについての講話です。 １１月１７日（木）
たいメンタルケア』セミ 管理職・責任者等にぜひご参加頂きたい 無　　料
ナーを開催 内容です。 １５：３０～１６：３０

◆対　象 介護事業主・管理者・人事担当者等 事前申込必要
◆会　場 小田急仙台東口ビル７階 お問い合わせください
◆担　当 臨床心理士
◆定　員 50名

◆内　容 介護現場におけるメンタルヘルスの問題に ○
ヘルスカウンセラーに ついてヘルスカウンセラーが身近な事例を １１月２６日（金） （財）介護労働安定センター
よる『介護労働者健康 挙げながらお話しいたします。 無　　料 秋　　田　　支　　部
講話』を開催 ◆対　象 介護に関連する仕事をされている方 １６：００～１７：００

◆会　場 大曲地域職業訓練センター 事前申込必要 電話 018（836）0575
◆担　当 ヘルスカウンセラー お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆定　員 ３５名

内容

実技を交えての講習です。

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/miyagi/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/akita/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

『就職面接会2010in秋田』 ◆内　容 介護関係及び他職種の求人事業所との個別 ○
会場にて情報提供及び 面談方式による面接会にて情報の提供、相談 １１月１１日（木）
ご相談に応じます 援助を行います。 無　　料 （財）介護労働安定センター

◆対　象 福祉関係求職者・一般求職者 １３：３０～１６：００ 秋　　田　　支　　部
◆会　場 ホテルメトロポリタン秋田 事前申込不要

電話 018（836）0575
※参加希望の求人事業所は事前連絡が 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

　 必要です、詳細は問い合わせ先まで

◆内　容 福祉の仕事フェア就職面接会場にて事業
主を対象として『キャリアプランニング』を １１月１１日（木）

能力開発啓発セミナーを テーマに開催します。 ○
開催 ◆対　象 介護事業主・管理者・人事担当者等 １０：００～１２：００

◆会　場 山形ビックウィング 無　　料

◆講　師 社福）元気村グループ総括本部長 （財）介護労働安定センター
佐々木亀一郎氏 事前申込必要 山　　形　　支　　所

◆定　員 400名 お問い合わせください
※会場内ブースにて求人、求職に関する 電話 023(634)9301
　情報提供、介護に関する悩み相談等も 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

　行います。

◆内　容 福祉の仕事フェア会場にて求職者等への ①１１月　５日（金）
福祉の仕事フェア会場 情報提供及びお悩み等のご相談に応じます １３：００～ ○
にて情報提供、ご相談
に応じます ◆対　象 介護職希望者・一般・学生対象 ②１１月１６日（火） 無　　料

◆会　場 １３：００～
事前申込不要

③１１月１７日（水）
１３：００～

◆主　催 ＷＥＣやまがた

②なの花ホール
③ベルフォール新庄玉姫殿

内容

『福祉施設経営のエキス
パートから学ぶ魅力ある
職場づくり 』

①東京第一ホテル米沢

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/akita/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/yamagata/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

介護の日特別セミナー ◆内　容 『介護現場におけるコーチングを活用した ○
を開催 コミュニケーション力の習得』 １１月１１日(木）
『介護現場におけるコー ◆対　象 介護労働従事者等 無　　料 （財）介護労働安定センター
チングを活用したｺﾐｭﾆ ◆会　場 株式会社エコ　研修室2階 １３：３０～１５：３０ 福　　島　　支　　所
ｹｰｼｮﾝ力の習得』 ◆定　員 １００名 事前申込必要

お問い合わせください 電話 024（523）187１
詳細は当センターＨＰをご覧ください。

介護の日 ◆内　容 介護職希望者を対象に就職相談会を実施 ○
就職相談会における します。 ①１１月 　５日（金）
情報提供及びご相談に 個別相談で対応します。 １３：３０～１６：３０ 無　　料
応じます ◆対　象 介護労働希望就職者

◆会　場 ①エルテイ ②１１月 　９日(火） 事前申込不要
②ハローワーク二本松 １３：３０～１６：３０

◆主　催 ハローワーク福島・ハローワーク二本松

雇用管理責任者等講習 ◆内　容 雇用管理『総論』について ○ （財）介護労働安定センター
を開催 ◆対　象 介護事業所の管理者等 １１月２６日（金) 無　　料 茨　　城　　支　　部
『雇用管理総論』 ◆会　場 つくば市　グランドホテル東雲

◆定　員 ５０名（先着順受付） １３：１５～ 事前申込必要 電話 029(227)1215
お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

内容

定員になり次第締め切ります

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/fukushima/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/ibaraki/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

雇用管理責任者等講習 ◆内　容 専門講師（社会保険労務士）が介護事業者が ○
を開催 知っておかなければならない労働時間及び賃 １１月１１日（木） （財）介護労働安定センター
『労働時間管理』 金などの雇用上の問題や労働条件、就業規則 無　　料 栃　　木　　支　　所
『賃金管理』 に関する問題点などについて理解を深めます。 １３：００～１７：００

◆対　象 介護事業主・管理者・人事担当者等 事前申込必要 電話 028（643）6445
◆会　場 宇都宮護国会館 お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆定　員 ４０名（先着順受付）

能力開発啓発セミナー ◆内　容 『介護現場におけるより実践的な接遇と ○
を開催 マナー』についてお話します。 １１月１９日(金） （財）介護労働安定センター
『介護現場におけるより ◆対　象 介護労働従事者等 無　　料 　群　　馬　　支　　所
実践的な接遇とマナー』 ◆会　場 群馬県公社総合ビル １３：３０～１６：００

◆定　員 ４５名 事前申込必要 電話 027（235）3013
お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

雇用管理責任者等講習 ◆内　容 専門講師（社会保険労務士）が介護事 ①１１月 ８日(月） ○
を開催 業者が知っておかなければならない働
『介護労働者の安全 きやすい職場づくりをすすめていくため １３：００～１６：３０ 無　　料
衛生・健康管理』 の講習です問題点などについて理解を

深めます。 ②１１月１２日（金） 事前申込必要
◆対　象 介護事業主・管理者・人事担当者等 お問い合わせください （財）介護労働安定センター
◆会　場 ①浦和コミュ二テイーセンター　第１４集会場 １３：００～１６：３０ 　埼　　玉　　支　　部

②熊谷文化創造館　さくらめいと　会議室　Ⅰ
◆定　員 各回　５０名 電話 048（813）2551

詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆内　容 介護職希望者を対象に合同面接会を実施 ○
「福祉の仕事合同面接 します。 １１月２５日（木）
会」における情報提供 相談コーナーを開設し、各種御相談に対応 無　　料

させていただきます。 １３：００～１５：３０
◆対　象 介護関係就職希望者等 事前予約不要
◆会　場 大宮ソニックシテイ

内容

定員になり次第締め切ります

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tochigi/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/gunma/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/saitama/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

「福祉の仕事就職フェア・ ◆内　容 介護職希望者を対象に合同面接会を実施 ○
ｉｎちば」会場での情報 します。 １０月３０日（土）
提供及びご相談に応じ 相談コーナーを開設し、各種御相談に対応 無　　料
ます させていただきます。 １３：００～１６：００

◆対　象 介護関係就職希望者等 事前申込不要
◆会　場 幕張メッセ
◆主　催 （福）千葉県社会福祉協議会

千葉県福祉人材センター

雇用管理セミナーを開催 ◆内　容 効果的な部下育成・指導法について １１月１１日（木） ○ （財）介護労働安定センター
◆対　象 介護事業者・人材育成担当者 無　　料 　千　　葉　　支　　所
◆会　場 千葉市文化センター　会議室　４ １０：２０～１２：００
◆定　員 ４０名（定員になり次第締め切ります） 事前申込必要 電話 043（202）1717

お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

能力開発啓発セミナーを ◆内　容 福祉職に求められるキャリアパスのあり方 １１月１１日（木） ○
開催 ◆対　象 介護事業者・人材育成担当者
『福祉職に求められる ◆会　場 千葉市文化センター　会議室　３ １３：３０～１６：３０ 無　　料
キャリアパスのあり方』 ◆定　員 ４０名（定員になり次第締め切ります）

事前申込必要
お問い合わせください

スキルアップ講習を開催 ○
『介護従事者のための ◆内　容 介護従事者のストレス対処の方法について １１月１６日（火） 有　　料
セルフケア』 学びます。

◆対　象 介護従事者・管理者等 １０：００～１６：００ 事前申込必要
◆会　場 きぼーる　１３階　会議室 お問い合わせください
◆定　員 ４０名（定員になり次第締め切ります）

内容

『楽しく効果的な部下
育成・指導方法を学び
ましょう』

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/chiba/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

介護就職デイ会場にて ◆内　容 東京労働局主催の介護就職デイにて求職 １１月１１日（木） ○
情報提供及びご相談に 者等に情報提供をします。
応じます ◆会　場 東京ドーム・プリズムホール １３：００～１６：３０ 無　　料

◆主　催 東京労働局
事前申込不要

アクテイブ介護22 ◆内　容 介護人材確保と安心して働ける環境づくりの
～文京みんなのつどい～ ためのイベントに共催として参加し、当セン

ターブースにて介護事業者や介護労働者か １１月１６日(火） ○
らの相談に応じます。

会場にて情報提供及び 無　　料
ご相談に応じます ◆対　象 介護分野をめざす学生等・介護事業者 １０：００～１７：００

介護従事者・文京区民等一般
◆会　場 文京シビックホール（小ホール） 事前申込不要
◆主　催 東京都社会福祉協議会高齢者施設部会 （財）介護労働安定センター

センター部会文京施設長・センター長会 東　　京　　支　　部

電話 03（5901）3061
詳細は当センターＨＰをご覧ください。

介護ウインド2010ｉｎ東京 ◆内　容 人材育成をテーマに、これからの介護事業所 ○
介護人材育成ナレッジ の発展に欠かせない「人事評価」「コーチング
セミナー開催 技法」について専門家よりお話いたします。 無　　料
『人材育成につなげる １１月２５日(木）
人事評価』 ＜第1部＞ 人材育成につなげる人事評価 事前申込必要
『人材育成のための １３：３０～１６：４５ お問い合わせください
コーチング技法』 ＜第2部＞ 人材育成のためのコーチング技法

◆対　象 介護事業所管理者等
◆会　場 中野サンプラザ
◆定　員 ９０名（先着順受付）

○
能力開発啓発セミナー ◆内　容 地域介護サービスとスタッフの育成（仮称） １１月　４日（木） 無　　料 （財）介護労働安定センター
を開催 ◆対　象 介護事業主・人材育成担当者等 神　奈　川　支　所
『地域介護サービスと ◆会　場 横浜開港記念会館　６号室 事前申込必要
スタッフの育成』 ◆定　員 ７０名 お問い合わせください 電話 045（212）0015

詳細は当センターＨＰをご覧ください。

内容

定員になり次第締め切ります

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tokyo/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kanagawa/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

◆内　容 ハローワーク主催の就職面接会場において ○
介護就職デイ会場にて 介護能力開発アドバイザー等が介護従事者、 ①１１月５日（金）
相談援助及びご相談に これから介護職に就こうと考えている方から １３：００～１７：００ 無　　料
応じます の相談に応じます。

◆対　象 介護従事者・求職者等 ②１１月1５日(月） 事前申込不要
◆会　場 ①相模原市産業会館 １３：００～１７：００

②ハローワーク横浜　大会議所

雇用管理責任者講習を ◆内　容 雇用管理をするうえで労働基準法等を １１月１６日（火） ○ （財）介護労働安定センター
開催 もとに総合的な基本的知識を習得する 無　　料 神　奈　川　支　所

ための講習です。 １３：００～１７：００
◆対　象 介護事業主・労務等ご担当者 事前申込必要 電話 045（212）0015
◆会　場 エルプラザ　４階　第３会議室 お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆定　員 ７０名

『雇用管理コンサルタント ◆内　容 人事管理・賃金管理・就業規則の見直し等 １１月１６日（火） ○
相談』を実施 の内容でお困りの方の具体的内容について

相談に応じます。 １７：００～１８：００ 無　　料
◆対　象 介護事業主・労務等ご担当者
◆会　場 エルプラザ　４階　第３会議室 事前申込必要
◆定　員 ７０名 お問い合わせください

内容

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kanagawa/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

雇用管理責任者等講習 ◆内　容 専門講師（社会保険労務士）が介護事業者が ○
を開催 知っておかなければならない働きやすい
『介護労働者の安全衛生』 職場づくりをすすめていくための講習です １１月　８日（月） 無　　料

改訂労働基準法・改正育児介護休業法の
説明も行います。 １３：３０～１６：３０ 事前申込必要

◆対　象 介護事業主・管理者・人事担当者等 お問い合わせください
◆会　場 上越市市民プラザ （財）介護労働安定センター
◆定　員 ５０名 　新　　潟　　支　　部

電話 025（247）1963
スキルアップ講習を開催 ◆内　容 利用者・家族・上司・同僚との係わりを ○ 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

　『元気になれるコミュ 円滑に保ち、明るく元気な職場づくりに
二ヶーション法』 ついて演習を交えた講習です。 １１月１９日（金） 有　　料

◆対　象 介護従事者等 １０：００～１６：００ 事前申込必要
◆会　場 新潟ユニゾンプラザ　　多目的ホール お問い合わせください
◆定　員 ３００名

介護職場の就職説明 ◆内　容 介護分野への就職希望者等に対しての就職 ①１１月１１日（木） ○
面談会にて情報提供 説明、面談会会場にて就職に結び付くよう相 １３：３０～１６：００
及びご相談に応じます 談援助、情報提供を行います 無　　料

◆対　象 介護従事者・求職者等
②１１月１７日(水） 事前申込不要
１３：３０～１６：００

◆会　場 ①ハローワーク富山 （財）介護労働安定センター
②ハローワーク魚津・滑川 ③１１月下旬 　富　　山　　支　　所
③ハローワーク高岡・砺波・氷見 １３：３０～１６：００

電話 076（444）0481
詳細は当センターＨＰをご覧ください。

『福祉の就職総合フェア』 ◆内　容 介護職場への就職希望者を対象に介護 ○
～福祉職場説明会～ 事業所との面接、面談の機会を設け、介 １１月２０日（土）
会場にて情報提供及び 護職場への就職に結びつくよう情報の提供 無　　料
ご相談に応じます 相談援助をおこないます。 １２：３０～１６：００

◆対　象 介護職場への就職希望者等 事前申込不要
◆会　場 富山県総合福祉会館

内容

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/niigata/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/toyama/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

『介護フェスタいしかわ ◆内　容 会場にて介護労働インストラクター、能力 ○
2010』会場にて情報提供 開発アドバイザーが人材採用、定着管理 １１月　６日（土）
及びご相談に応じます 能力開発等の相談に対応します。 無　　料

◆対　象 介護従事者・求職者等 １３：００～１７：００
◆会　場 石川県女性センター 事前申込不要

（財）介護労働安定センター
　石　　川　　支　　部

雇用管理責任者講習を ◆内　容 専門家による管理者としてのものの見方、 ○ 電話 076（260）1561
開催 考え方、介護職場でのトラブル防止につ １１月２５日(木） 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

いてお話いたします。 無　　料
『雇用管理全般・労働 ◆対　象 介護事業主、労務担当者等 １３：００～１６：３０
基準法』 ◆会　場 石川県地場産業振興センター 事前申込必要

お問い合わせください
◆定　員 ５０名　（先着順受付）

介護労働問題相談会を ◆内　容 介護の求人の相談・雇用管理相談・介護 ○ （財）介護労働安定センター
開催 労働研修等の各種相談に当センターの介護 １１月　５日（金） 　福　　井　　支　　所

サービスインストラクターが対応いたします。 無　　料
１３：００～１６：００ 電話 0776(25)1365

◆対　象 介護関係事業主・介護職希望者等 事前申込不要 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆会　場 ユー・アイふくい

『雇用管理責任者講習 ◆内　容 雇用管理コンサルタントによる雇用管理講 １１月１９日(金） ○
（安全衛生について）』 習及びヘルスカウンセラーによるメンタル （財）介護労働安定センター
『メンタルヘルス集団型 ヘルスの集団型相談会を実施します。 １３：３０～１７：００ 無　　料 　山　　梨　　支　　部
相談』を併せて開催 ◆対　象 介護事業主、労務担当者等

◆会　場 雇用能力開発機構山梨センター 事前申込必要 電話 055(255)6355
◆定　員 ３０名　（先着順受付） お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

能力開発啓発セミナー ◆内　容 『介護人材におけるキャリア開発の取組』と介 ○ （財）介護労働安定センター
を開催 護人材確保関係助成金制度の説明をします １０月２８日（木） 　長　　野　　支　　部
『介護人材における ◆対　象 介護事業主、労務担当者等 無　　料
キャリア開発の取組』 ◆会　場 長野市若里市民文化ホール １３：００～１７：００ 電話 026（232）0898

◆定　員 ４０名　（先着順受付） 事前申込必要 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

お問い合わせください

内容

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/ishikawa/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/fukui/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/yamanashi/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/nagano/index.html


名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

「福祉の職場説明会」 ◆内　容 福祉、介護人材確保を目的とした「福祉の職 ①１１月　９日(火）
会場にて情報提供及び 場説明会」会場にて相談コーナーを設置し ○ （財）介護労働安定センター
ご相談に応じます て、能力開発や雇用管理等に関する相談に ②１１月１７日(水） 　長　　野　　支　　部

対応します。 無　　料
◆対　象 一般求職者等 ③１１月２５日（木） 電話 026（232）0898
◆会　場 ①松本会場・・・ホテルブエナビスタ 事前申込不要 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

②長野会場・・・メルパルク長野 ④１２月　２日（木）
③佐久会場・・・佐久一萬里温泉
④諏訪会場・・・ホテル紅や

雇用管理責任者講習を ◆内　容 介護事業所におけるキャリア形成、能力 ○
開催 開発のあり方について専門家による講 １１月１７日(水）
『介護事業所の経営管理』 習を開催します。 無　　料

◆対　象 介護関係事業者 １３：００～１６：３０
◆会　場 セラミックパークＭＩＮＯ 事前申込必要
◆定　員 ４０名　（先着順受付） お問い合わせください （財）介護労働安定センター

　岐　　阜　　支　　所

『福祉の仕事就職フェア』 ◆内　容 福祉、介護人材確保を目的とした「福祉の ○ 電話 058（264）6846
会場にて情報提供及び 仕事就職フェア」会場にて能力開発や雇用 １１月１４日（日） 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

ご相談に応じます 管理等について相談に対応します。 無　　料
◆対　象 介護関係事業者・管理者・求職者等 １３：００～１６：００
◆会　場 可児市福祉センター　１階　大ホール 事前申込不要

『ミニ就職面接会』での ◆内　容 『介護関係職種ミニ就職面接会』会場で ○ （財）介護労働安定センター
情報提供及びご相談に 能力開発アドバイザーが介護職希望者等の １１月４日（木） 静　　岡　　支　　部
応じます 相談援助を行います。 無　　料

◆対　象 介護職希望者等 １３：００～１６:００ 電話 054（200）0222
◆会　場 ハローワーク静岡　会議室 事前予約不要 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

雇用管理責任者講習を ◆内　容 雇用管理コンサルタントが『介護労働者の ○ （財）介護労働安定センター
開催 人事管理』について講習を行います。 １１月１０日（水） 無　　料 　愛　　知　　支　　部
『介護労働者の人事管理』

◆対　象 介護関係事業主・管理者・人事労務担当者等 １３：００～１７：００ 事前申込必要 電話 052(565)9271
◆会　場 住友生命名古屋ビル1階　大会議室 お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆定　員 ５０名

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/nagano/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/gifu/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/shizuoka/index.html
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/aichi/index.html


名称 実施期間 一般参加等 問合せ先

介護の日・普及イベント ◆内　容 介護の日・普及イベント会場にて １１月１１日（木） ○
会場にて情報提供及び 介護の資格、研修の相談等に応じます。 無　　料
ご相談に応じます ◆対　象 一般市民・求職者等 １２：００～１６：００ （財）介護労働安定センター

◆会　場 オアシス21　銀河の広場 事前申込不要 　愛　　知　　支　　部

電話 052(565)9271
詳細は当センターＨＰをご覧ください。

介護の就職総合フェア ◆内　容 介護の就職総合フエア会場にて １１月２３日（火・祝） ○
会場にて情報提供及び 介護の資格、研修の相談等に応じます。
ご相談に応じます ◆対　象 一般市民・求職者等 １３：００～１６：３０ 無　　料

◆会　場 名古屋国際会議場1階　イベントホール
事前申込不要

内容

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/aichi/index.html


名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

雇用管理責任者講習 ◆内　容 『介護労働者の人事管理』をテーマにおこない ○
『介護労働者の

人事管理』
ます。終了後ご相談にも対応いたします。 １１月１６日(火）

◆対　象 介護関係事業主・管理者・人事労務担当者等 無　　料
◆会　場 三重県勤労者福祉会館 １３：００～１６：４０
◆定　員 ５０名（先着順受付） 事前申込必要

定員になり次第締め切ります お問い合わせください （財）介護労働安定センター
　三　　重　　支　　所

『介護就職デイ』 ◆内　容 福祉、介護人材確保を目的とした「就職デイ」 ①１０月２９日(金） ○ 電話 059（225）5623　
福祉展　三重』にて 等の会場にて相談コーナーを設置して、能力 １０：３０～ 無　　料 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

介護相談特別窓口開設 開発や雇用管理等に関するご相談に
対応します。 ②１１月２７日(土） 事前申込不要

◆対　象 介護従事者・求職者等・事業主 １０：３０～
◆会　場 ①ハローワーク　津　2階　会議室

②三重県文化会館

雇用管理責任者講習を ◆内　容 労働基準法関係法令について ○
開催 雇用管理コンサルタント（社会保険労務士） １１月１７日(水）
『労働基準法関係法令 により講習を行います。 無　　料
について』 ◆対　象 介護関係事業主・管理者・人事労務担当者等 １３：３０～１６：３０ （財）介護労働安定センター

◆会　場 中丹勤労者福祉会館 事前申込必要 　京　　都　　支　　部
◆定　員 ５０名 お問い合わせください

電話 075（802）3237　
詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆内　容 高齢者によく見られる症状や緊急を要する ○
スキルアップ講習を開催 症状と対応感染症等についての講習です。
『介護現場の医療的 詳しくは、ホームページ等で確認してください。 １１月　４日（木） 有　　料
知識』 ◆対　象 介護従事者等 １１月１１日（木）
    ◆会　場 日本生命四条大宮ビル２階 事前申込必要

◆定　員 ４０名　（先着順受付） １０：００～１６：００ お問い合わせください



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

◆内　容 生命維持のためだけの食事摂取でなく、ＱＯＬ ○
スキルアップ講習を開催 向上のため、高齢者個々の状態に合わせた （財）介護労働安定センター
『介護に役立つ調理 献立作成、材料選び、調理法の工夫を通じて、 １１月１３日（土） 有　　料 　京　 都 　支　 部
技術』 食生活支援者の献立のレパートリーを増や

すとともに、幅広い調理技術を学びます。 事前申込必要 電話 075（802）3237　
詳しくは、ホームページ等で確認してください。 １０：００～１５：００ お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆対　象 介護従事者等
◆会　場 京都調理師専門学校　調理室
◆定　員 ４５名　（先着順受付）

能力開発啓発セミナーを ◆内　容 職場内研修担当職員が適切な研修計画を
開催 立案、実施することは、職員のさらなる資質

『職場内研修の取組』 向上に効果的であり、職場への定着につな ○
『介護職の腰痛予防・改 がることから「職場内研修への取組」を具体
善法＆リラクゼーション』 的に考えていきます。 １１月１２日（金） 無　　料

介護職員自身が心と体にゆとりを持ち、利用 １３：３０～１６：３０ 事前申込必要
者へのよりよいケアを提供できるよう腰痛予 お問い合わせください
防改善法やストレスケアの具体的な方法を
お伝えします。 （財）介護労働安定センター

◆対　象 介護事業者・管理者・責任者・介護従事者等 　大　 阪 　支　 部
◆会　場 エル大阪
◆定　員 ５０名 電話 06（4791）4165　

詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆内　容 『労働時間管理』専門コースについて ○
雇用管理責任者講習を 雇用管理コンサルタント（社会保険労務士） １１月２５日(木）
開催 により講習を行います。 無　　　料
『労働時間管理』 ◆対　象 介護関係事業主・管理者・人事労務担当者等 １３：３０～１６：３０

◆会　場 ドーンセンター　 事前申込必要
◆定　員 ５０名 お問い合わせください

『介護就職デイ』会場に ◆内　容 介護関係従事者や経験がなくても興味の ○ （財）介護労働安定センター
て情報提供及び相談に ある方に当センター能力開発アドバイザー １１月１１日（木） 　兵　　庫　　支　　所
応じます が、個別相談に対応します 無　　料

◆対　象 介護関係経験者及び未経験者等 電話 078（242）5321
◆会　場 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 事前申込不要 詳細は当センターＨＰをご覧ください。



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先
介護技術等に関する ◆内　容 認知症の基礎知識と対応方法を学ぶ講習
講習会を開催 です。 １１月１５日（月） ○ （財）介護労働安定センター
『認知症の基礎知識と ◆対　象 事業主・介護労働従事者等 無　　料 　兵　　庫　　支　　所
対応方法』 ◆会　場 新南泰ビルデイング　7階　会議室 ９：３０～１２：３０ 事前申込必要

◆定　員 ５０名　（先着順受付） お問い合わせください 電話 078（242）5321
詳細は当センターＨＰをご覧ください。

『なら介護の日2010』 ◆内　容 会場相談コーナーにて当センター担当者が ○
会場の相談コーナーにて 雇用管理上の悩み、人材育成について等 １１月１３日(土）
情報提供及びご相談に応 ご相談に対応いたします。 無　　料
じます ◆対　象 介護関係事業主・介護従事者・管理者等 １０：３０～１６：００

◆会　場 奈良県社会福祉総合センター 事前申込不要 （財）介護労働安定センター
　　奈　　良　　支　　所

ヘルスカウンセラーによる ◆内　容 介護現場において注意が必要な感染症 １１月２９日（月） ○ 電話 0742（35）2701
講習会開催 について正しく理解していただくために当 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

『介護現場における感染症 センター委嘱のヘルスカウンセラーが １４：００～１６：００ 無　　料
の理解と対策』 わかりやすくお話いたします。

◆対　象 介護労働者等 事前申込必要
◆会　場 奈良県社会福祉総合センター お問い合わせください
◆定　員 ３０名（先着順受付）

定員になり次第締め切ります。

「介護就職デイ」会場にて ◆内　容 介護労働者、介護職を目指す方に対して ○
情報提供及びご相談に応 仕事に関する悩みなどの相談及び情報 １１月　　５日（金）
じます 提供いたします。 無　　料

◆対　象 一般求職者等 １０：００～１４：３０
◆会　場 ハローワーク和歌山　３階　会議室 事前予約不要 （財）介護労働安定センター

　　和　歌　山　支　部

雇用管理責任者講習を ◆内　容 相手から信頼される話し方について ○ 電話 073（436）9160
開催 雇用管理コンサルタントが講演します。 １１月１１日(木） 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

『良好な人間関係をつくる ◆対　象 介護関係事業主・雇用管理責任者・管理者等 無　　料
ためのコミュニケーションの ◆会　場 プラザホープ　3階 ９：３０～１２：３０
使い方』 ◆定　員 ５０名（先着順受付） 事前申込必要

定員になり次第締め切ります。 お問い合わせください

※ 当日13：30より和歌山労働局、ハローワーク
和歌山と連携して介護事業主を対象に人材
の定着、雇用管理上の悩み等の相談に対応
します。



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

◆内　容 緊急時の判断に役立つ知識・症例などを ○
スキルアップ講習開催 講義と実技で学びます。 （財）介護労働安定センター
『緊急時の介護』 ◆対　象 介護従事者等 １１月１７日（水） 有　　料 　　和　歌　山　支　部

◆会　場 プラザホープ　３階
◆定　員 ４０名（先着順） ９：３０～１６：３０ 事前申込必要 電話 073（436）9160

定員なり次第締め切ります お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

雇用管理責任者講習を ◆内　容 『介護労働の現状と雇用管理改善の取組』 ○
開催 介護事業者の労務管理・安全衛生の留意点』 １１月２４日(水） （財）介護労働安定センター
『介護労働の現状と雇用 について専門家よりお話いただきます。 無　　料 　　鳥　　取　　支　　部
管理改善の取組』 ◆対　象 介護関係事業主・雇用管理責任者・管理者等 １３：３０～１７：００

介護事業を立上予定の方等 事前申込必要 電話 0857（21）6571
◆会　場 鳥取県立福祉人材センター お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆定　員 ３０名　

雇用管理責任者講習を ◆内　容 労働基準監督官による『労働基準法及び ○
開催 労働者の安全衛生』と中小企業診断士に １１月１７日(水）
『労働基準法及び労働 よる『人材育成・経営戦略』をテーマに 無　　料
者の安全衛生』 講習を行います。 １３：００～１７：００

◆対　象 介護関係事業主・雇用管理責任者・管理者等 事前申込必要
◆会　場 いわみーる　402研修会場 お問い合わせください
◆定　員 ４０名（先着順受付）

（財）介護労働安定センター
　　島　　　根　　支　　部

スキルアップ講習会開催 ◆内　容 認知症高齢者とのコミュニケーション方法 ○
『バリデーション を学びます。
認知症高齢者との １１月２２日（月） 有　　料 電話 0852（25）8302
コミュニケーション』 ◆対　象 介護職員等 １１月２３日（火） 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

事前申込必要
◆会　場 いきいきプラザ島根　　研修室　４０３ ９：３０～１６：３０ お問い合わせください



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

能力開発啓発セミナーの ◆内　容 介護現場における体系的な人材育成の ○
開催 必要について経営コンサルタントを講師 １１月　８日(月） 無　　料

に開催いたします。
◆対　象 介護関係事業主・雇用管理責任者・管理者等 13：20～１６：００ 事前申込必要
◆会　場 岡山ふれあいセンター お問い合わせください （財）介護労働安定センター
◆定　員 40名（先着順受付） 　　岡　　山　支　　部

定員になり次第締め切ります。

雇用管理責任者講習を ◆内　容 賃金原資の効果的配分と賃金にまつわる ○ 電話 086（221）4565
開催　　 リスク回避方法を学びます。 １１月１７日(水） 無　　料 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

『賃金管理』 事前申込必要
◆対　象 介護関係事業主・雇用管理責任者・管理者等 １３：２０～１６：３０ お問い合わせください
◆定　員 ５０名（先着順受付）
◆会　場 コンベックス岡山

◆内　容 介護現場で必要となる薬に対する基本的な
能力開発啓発セミナー 理解を学びます。 ○ （財）介護労働安定センター
開催 特に「薬のもつ重要性と危険性」について １１月２２日（月） 無　　料 　　広　　島　支　　部

薬剤師を講師にポイントを解説いただきます。 事前申込必要
『すぐに役立つ　 ◆対　象 訪問介護事業所等の介護員 １３：３０～ お問い合わせください 電話 082（222）3063
介護のための薬の知識』 ◆会　場 中特会館　中会議室 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

◆定　員 50名（先着順受付）
定員になり次第締め切ります。

◆内　容 ハローワークが主催する合同面接会にて ○
合同面接会にて 介護労働者、介護職を目指す方に対して １１月１２日（金）
情報の提供及びご相談 仕事に関する悩みなどの相談及び情報 無　　料
に応じます 提供いたし 。ます １３：００～

◆対　象 一般求職者等 事前申込不要
◆会　場 パルトピア （財）介護労働安定センター

　　山　　口　　支　　部

能力開発啓発セミナー ◆内　容 キャリアパスの目的と対人関係に重要な ○ 電話 083（920）0926
『キャリアパスの目的とは』 『傾聴』について考えてみます。 １１月２２日（月） 無　　料 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

『人材育成のスタートは ◆対　象 介護関係事業主・管理者等・介護従事者等
傾聴から』 ◆会　場 山口県セミナーパーク １３：３０～１６：４０ 事前申込必要

◆定　員 50名（先着順受付） お問い合わせください
定員になり次第締め切ります

介護人材育成コンサルタント・雇用管理
コンサルタントがご相談に対応します。



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

合同面接会にて ◆内　容 ハローワーク山口が主催する合同就職会に
再就職支援セミナー おいて「再就職セミナー」と求職者等を対象 １１月１２日（金） ○
『求められる人材と に当センターの雇用管理インストラクター・ ハローワーク山口
スキルアップ（仮称）』 能力開発アドバイザーが各種相談に対応 ９：００～１６：００ 事前申込必要
開催とご相談に応じます します。 お問い合わせください 083(922)0043

◆対　象 介護関係求職者・介護事業主等
◆会　場 パルトピア 申込先は・・・
◆定　員 ３０名 ハローワーク山口 （財）介護労働安定センター

　　山　　口　支　　部
合同面接会場にて当センター能力開発 電話 083(922)0043
アドバイザー、介護労働インストラクター 電話 083（920）0926
が求職者の相談に対応いたします。 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

能力開発啓発セミナー ◆内　容 ・能力開発にかかる助成金制度の説明 ○
開催 ・疾患のない職場をめざして １１月１６日（火） （財）介護労働安定センター

・介護労働の雇用管理のポイント 無　　料 　　徳　　島　　支　　所
◆対　象 介護事業所責任者等 １３：３０～１７：００
◆会　場 ふれあい健康館 事前申込必要 電話 088（655）0471
◆定　員 　３０名（先着順受付） お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

定員になり次第締め切ります

○
事業者支援セミナー開催 ◆内　容 これからの認知症を考える １１月１８日（木） （財）介護労働安定センター
『これからの認知症を ◆対　象 介護関係従事者 有　　料 香　　川　　支　　部
考える』 ◆会　場 サンメッセ香川 １３：３０～１５：３０

◆定　員 ４０名（先着順受付）定員になり次第締め切り 事前申込必要
お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

○
能力開発啓発セミナーを ◆内　容 魅力的な職場環境を実現するために介護
開催 分野における体系的な人材育成の必要性 無　　料 （財）介護労働安定センター

について学びます １１月１７日（水） 愛　　媛　　支　　部
◆対　象 介護関係事業主・管理者等・介護従事者等 事前申込必要
◆会　場 アイテムえひめ １３：３０～１６：００ お問い合わせください 電話 089（921）1461
◆定　員 ５０名（先着順受付） 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

定員になり次第締め切ります

○
雇用管理責任者講習を ◆内　容 介護事業所の雇用管理に責任を有する方に
開催 雇用管理について学んでいただく講習です。 １１月１１日（木） 無　　料

◆対　象 介護関係事業主・管理者等 １３：３０～１６：３０ 事前申込必要
◆会　場 高知会館 お問い合わせください
◆定　員 ５０名 （財）介護労働安定センター

高　　知　　支　　部

『こうち介護の日2010　』 ◆内　容 福祉・介護の仕事が魅力ある仕事として ○ 電話 088(871)6234　
開催会場にて相談援助・ 高知労働局・ハローワーク等と連携して １１月　７日（日） 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

情報提供 相談援助、情報の提供を実施します。 無　　料
◆対　象 求職者・介護関係事業主・管理者等 ９：３０～１６：００
◆会　場 高知中央公園 事前申込不要

能力開発啓発セミナー ◆内　容 介護事業者等の管理者・責任者・介護職員を ○
開催 対象として『魅力ある介護の環境づくり』を １１月１０日（水） （財）介護労働安定センター
『魅力ある介護の テーマにセミナーを開催します。 無　　料 佐　　賀　　支　　所
環境作り』 ◆対　象 介護関係事業主・管理者等・介護従事者等 １３：３０～１５：３０

◆会　場 アバンセ 事前申込必要 電話 0952（28）0326　　
◆定　員 ５０名　　（先着順受付） お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

能力開発啓発セミナー ◆内　容 『介護施設における目標管理について』の 11月17日 ○
開催 セミナー開催
『介護施設における ◆対　象 介護関係事業主・管理者等・介護従事者等 １１月１７日（水） 無　　料
目標管理について』 ◆会　場 長崎市立図書館　　多目的ホール

◆定　員 ８０名（先着順受付） 事前申込必要
定員になり次第締め切ります。 お問い合わせください

介護技術等に関する講 ◆内　容 『介護施設における人事考課について』講演 １１月１７日（水） ○
習会開催 いたします。 （財）介護労働安定センター
『介護施設における ◆対　象 介護関係事業主・管理者等・介護従事者等 無　　料 長　　崎　　支　　部
人事考課について』 ◆会　場 長崎市立図書館　　多目的ホール １４：００～１６：００

◆定　員 ８０名（先着順受付） 事前申込必要 電話 095（828）6549　　
定員になり次第締め切ります。 お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

福祉の就職合同面談会 ◆内　容 長崎県社会福祉協議会が主催する
にて情報提供及びご相 福祉・介護の合同面接会にて情報の １１月１１日（木） ○
談に応じます 提供及びご相談に対応いたします。

１３：３０～１６：００ 無　　料
◆対　象 求職者・介護関係事業主・管理者等
◆会　場 佐世保市体育文化会館 事前申込不要

能力開発啓発セミナー ◆内　容 安心して働ける職場づくりのために専門家 ○
によるセミナーと対談及び相談会を実施し １１月１０日（水）
ます。 無　　料

◆対　象 介護事業者・介護労働者 １３：３０～
◆会　場 くまもと県民交流館　パレア 事前申込必要
◆定　員 50名（先着順受付） お問い合わせください （財）介護労働安定センター

熊　　本　　支　　部

『福祉就職総合フェア ◆内　容 『福祉人材合同選考会』『福祉の仕事ガイ ○ 電話 096（351）3726　　
２０１０』会場にて情報 ダンス』において相談コーナーを設けて情 １１月１５日（月） 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

提供及びご相談に応じ 報の提供をおこないます。 無　　料
ます ◆対　象 求人事業所・求職者・福祉人材養成高校 １４：００～１６：００

進路担当者・福祉に関心のある方等 事前申込不要
◆会　場 熊本全日空ホテルニュースカイ



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

雇用管理責任者講習 ◆内　容 職員のやる気を引き出し、能力を伸ばす ○ （財）介護労働安定センター
開催 上手な育て方等について学びます １１月１１日（木） 無　　料 大　　分　　支　　部

◆対　象 介護関係事業主・管理者等・
『人材育成～人は育て ◆会　場 大分文化会館　３階　第１小ホール 13：00～16：.00 事前申込必要 電話 097（538）1481　　
なければ育たない～』 ◆定　員 ５０名　（先着順受付） お問い合わせください 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

雇用管理責任者講習 ◆内　容 職場内の人事管理について学びます。 ○
開催 １１月２６日（金） 無　　料
『介護事業所の人事管理』 ◆対　象 介護関係事業主・管理者等

◆会　場 ＪＡ・ＡＺＭホール　本館大研修室 １３：００～１６：００ 事前申込必要
◆定　員 ９０名（先着順受付） お問い合わせください

介護技術等に関する ◆内　容 「クレーム対応・介護職のストレスとメンタル ○ （財）介護労働安定センター
講習会開催 ヘルス」についての講習をします。 １１月　５日（金） 宮　　崎　　支　　部
『介護現場における ◆対　象 介護関係従事者 有　　料
リスクマネージメント ◆会　場 ＪＡ・ＡＺＭホール　本館大研修室 ９：３０～１６：３０ 電話 0985（31）0261　　

◆定　員 ９０名（先着順受付） 事前申込必要 詳細は当センターＨＰをご覧ください。

お問い合わせください

介護技術等に関する ◆内　容 「クレーム対応・介護職のストレスとメンタル ○
講習会開催 ヘルス」についての講習をします。 １１月１８日（金）

『介護現場におけるリス
クマネージメント（２）』

◆対　象 介護関係従事者 有　　料
◆会　場 ＪＡ・ＡＺＭホール　本館中研修室 ９：３０～１６：３０
◆定　員 ７０名（先着順受付） 事前申込必要

お問い合わせください



名称 内容 実施期間 一般参加等 問合せ先

○
◆内　容 『専門コース』『介護事業における １１月１７日（水）

雇用管理責任者講習を リスクについて』 無　　料
開催 ◆対　象 介護分野の事業主・人事、労務ご担当者等 １３：００～１７：００ （財）介護労働安定センター
『介護事業におけるリスク』 ◆会　場 浦添市産業振興センター　結の街 事前申込必要 沖　　縄　　支　　部
　　　　 ◆定　員 ４０名 お問い合わせください

電話 098（869）5617　　
詳細は当センターＨＰをご覧ください。

福祉の仕事就職相談会 ◆内　容 沖縄労働局共催による福祉関係職の就職 ○
開催会場にて情報の提 面接会場にて相談、情報の提供をします。 １１月　４日（木）
供及びご相談に応じます ◆対　象 福祉の仕事に就こうとお考えの方等 無　　料

◆会　場 沖縄労働局　２階　会議室 １３：００～１６：００
事前申込不要
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