
名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

<内容>

公益財団法人介護労働安定センター

<対象> 各支部・支所の詳細はホームページを

第23回 11月7日（火） ○ ご覧ください。

介護労働シンポジウム 13:00～16:00 無料

（開場12:30)

事前申込必要 http://www.kaigo-center.or.jp
<場所> /shibu/index.html

お問い合せください

<定員>

<主催>

<後援> 公益財団法人介護労働安定センター

本部

<内容> 電話：03-5901-3041（代表）

FAX：03-5901-3042

概ね11月1日～11月30日の

間ですが、各都道府県の

介護事業者・介護労働者の （公財）介護労働安定センター 各都道府県の当センター各支部・

相談窓口介護ウインド『』の <担当> 各支部・支所へお問い合せ 支所にお問い合せください。

設置 ください。

9:00～17:00

（土・日・祝日除）

<対象>

<場所>

人材育成コンサルタント等の専門家によるアドバイスを

受けることもできます。

※専門家による相談は事前予約が必要です。

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

当センター各支部･支所

賃金管理、就業規則の見直し等の改題対策、メンタルヘルス

の健康管理対策に関する相談、介護職を続けていくうえでの

悩み相談やこれから介護職に就く方の相談等に対応いたし

ます。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び介護

能力開発アドバイザーがご相談に応じます。カウンセラー、

240名（先着順）

（公財）介護労働安定センター

厚生労働省

介護人材確保、職場定着、育成等の課題、労働時間や

パネルディスカッション：「介護保険改正の方向性と介護

事業所の未来を考える」

介護事業等の精通した者をお招きし、介護事業所の未来に

ついて、ディスカッションを行います。

東京ウｲメンズプラザ

東京都渋谷区神宮前5-53-67

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

基調講演：「これからの介護サービスに期待するものとは」

パネルディスカッション

介護事業者、介護労働者、介護に関心のある方

講演者：町　亞聖氏（フリーアナウンサー）

http://www.kaigo-center.or.jp/


名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

11月1日～11月30日

介護ウインドの設置 ○ 公益財団法人介護労働安定センター

9：00～17：30 無料 北海道支部

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：011－219－3157

FAX：011－219－3158

11月11日 ○ 詳細はHPをご覧ください。

岩見沢市 無料

問い合わせ先までご連絡ください。

介護・看護就職ディ 11月7日 ○

札幌パークホテル 無料

問い合わせ先までご連絡ください。

○

無料

問い合わせ先までご連絡ください。

介護の仕事についてのトークショー、紹介コーナー設置

介護・看護等求人の早期充足と求職者の就職促進を図ることを目
的とし、福祉・保健医療関係事業所の求人企業の人事採用担当
者と、福祉・保健医療関係業務への就職を希望する求職者及び
平成30年3月大学等卒業予定者とが一堂に会し面談を行う合同
面接会を開催する。

能力開発啓発セミナー 「助成金活用セミナー」の開催
介護人材不足の背景を踏まえた人材育成と定着に有益な助成金
について

11月29日
旭川信金ビル8階

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

カウンセラー、人材育成コンサルタント等の専門家による

アドバイスを受けることもできます。

道内の介護人材を安定的に確保するため、若者から介護を必要
としない高齢者まで多様な人材に対する普及啓発を推進するとと
もに、介護施設の見学を通じて職場環境や介護労働に対するイ
メージの向上を図る。

介護の仕事普及啓発事業

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

介護労働相談窓口として「介護ウインド」を設置いたします。

公益財団法人介護労働安定センター

11月1日～11月30日 青森支部

（土・日・祝日を除く） 電話：017-777-4331

FAX：017-777-4335

詳細はHPをご覧ください。

<内容>

11月6日（月） ○
<場所> 11月17日（金）

<対象> 11月20日（月）

14:00～16：00 ・求職者は当日参加可能

<場所> 八戸市福祉公民館　大会議室（八戸会場） 11月4日(土）

〔短期専門コース〕 青森市はまなす会館　研修室（青森会場） 11月5日(日）

<対象> 10：00～15：00

11月16日(木)

<場所> 八戸流通センター組合会館 10：00～12：00

<対象> 介護事業所の事業主、管理者、リーダー、介護職員等

11月16日(木)

<会場> 八戸流通センター組合会館 13：00～15：00

<対象> 介護事業所の事業主、管理者、リーダー、介護職員等

11月中旬予定 ×

（時間は相談にて決定） 関係機関との連携のため

<場所>

<対象>

<内容> 介護事業所における介護労働者定着を図るため、各公共職業安
定所職員に「雇用管理の改善」等の事業を情報共有することで、
連携を強化し介護事業所を支援していく。

センター事業紹介と介護労働実態
調査より

〔ハローワークとの連携強化〕 各ハローワーク会議室

各ハローワーク職員

<内容>
介護事業所のキャリア開発、キャリア形成の取り組みを推進する
ことをめざし、介護技術講習を（定員30名）開催いたします。 ○

事前申込必要
お問い合わせください

口腔ケア
〔介護技術等に関する講習〕

青森県が推奨する介護認証評価
制度に基づく人材育成の取り組み

〔能力開発啓発セミナー〕

<内容> 介護事業所のキャリア開発、キャリア形成の取り組みを推進する
ことをめざし、能力開発セミナーを（定員30名）開催いたします。

○

事前申込必要
お問い合わせください

※一般求職者には現在開講中の介護労働講習受講者も含む

観察の視点を活かした
「介護記録」の書き方

<内容>
介護記録の意義と目的及び読みやすい記録の書き方を（各定員
40名）学習します。

○

事前申込必要
お問い合わせください

介護関係従事者及び興味おある方

介護ウインドの設置
　・雇用管理

　・メンタルヘルス
　・人材育成

　相談援助強調期間

○
無　料

お問い合わせ先まで
ご連絡ください。

介護事業所の責任者、労務・人事担当等の方々の雇用管理上の
悩み及びメンタル・人材育成等についての相談に対し、きめ細か
な相談援助を実施します。

ヘルスカウンセラー・保健師・臨床心理士・雇用管理コンサルタン
ト・人材育成コンサルタントからのアドバイスを受けることができま
す。

介護・福祉就職デイ
～介護・福祉分野のお仕事を希

望する方の就職相談会～

介護関係事業所の求人紹介と個別面談方式による面接会にて、
情報提供・相談援助を複数回に分けて開催する。

ハローワーク青森　2階会議室 ・求人事業所はＨＷにお問い合わせくださ
い。介護関係事業主及び一般求職者



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

介護ウインドの設置 11月1日～11月30日 ○

8:30～17:00 無料

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先までご連絡ください。

<内容>

<場所> 11月11日,23日,25日 ○

介護福祉士試験準備講習 <対象> 9:00～16:00 有料

<定員> 事前申込が必要のため、

<費用> 問い合わせ先までご連絡ください。 公益財団法人介護労働安定センター

岩手支部

<内容> 電話：019-652-9036

短期専門コース <場所> 11月16日 ○ FAX：019-652-9037

<対象> 10:00～15:00 有料 詳細はHPをご覧ください。

<定員> 事前申込が必要のため、

<受講料> 問い合わせ先までご連絡ください。

<内容>

事業者支援セミナー 11月30日 ○

<場所> 13:30～16:30 有料

<対象> 事前申込が必要のため、

<定員> 問い合わせ先までご連絡ください。

<受講料>

これでＯＫ！大激変の平成30年度へ　　小濱道博　氏

アイーナ　いわて県民情報交流センター　研修室812

介護事業に関わる経営者、管理者、職員　等

90名

一般　5,000円(税込)　　賛助　4,500円(税込)

アイーナ　いわて県民情報交流センター　研修室812

介護事業所職員　等

60名

一般　5,650円　（テキスト代　1,851円込）

賛助　5,060円　（テキスト代　1,666円込）

平成30年度介護報酬改定の行方と新介護保険制度

盛岡地域職業訓練センター

2017年度介護福祉士を目指している方

30名

〈受講料〉16,200円(税込)　〈模擬試験料〉4,860円(税込)

〈テキスト代〉一般　3,909円(税込)　　賛助　3,518円(税込)

認知症の方の想いを探る　　　伊東美緒　氏

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び介護

能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

カウンセラー、コンサルタント等の専門家によるアドバイス

を受けることもできます。

専門の講師陣が苦手分野を解りやすく解説します



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容> 電話相談は開催期間中随時 （公財）介護労働安定センター

介護労働問題相談窓口 11月4日（土） 　宮城支部

「介護ウインド」の設置 ～ 無　料

11月17日（金） 電話 022(291)9301

ＦＡＸ 022(291)9302

<場所> 9:30～17:00 担当：小山、大野

（土・日・祝日を除く）

詳細はＨＰをご覧下さい。

（公財）介護労働安定センター

11月4日（土） 無　料 　宮城支部

～

11月1７日（金） 電話 022(291)9301

ＦＡＸ 022(291)9302

<場所> 9:30～17:00 担当：長谷部、小山

<対象> （土・日・祝日を除く）

（公財）介護労働安定センター

11月4日（土） 無　料 　宮城支部

～

<場所> 11月17日（金） 電話 022(291)9301

<対象> 9:30～17:00 ＦＡＸ 022(291)9302

（土・日・祝日を除く） 担当：山川、小山

（公財）介護労働安定センター

11月14日（火） 無　料 　宮城支部

介護就職デイ

10：00～16：00 電話 022(291)9301

<場所> ＦＡＸ 022(291)9302

<対象> 担当：山川、大野

（公財）介護労働安定センター

短期専門コース １１月25日（土） 有　料 　宮城支部

「医療的ケア教員講習」

9：00～17：00 電話 022(291)9301

<場所> ＦＡＸ 022(291)9302

<対象> 担当：大野、山川

<内容> 講義＝「制度の概要、医療的ケアの基礎、喀痰吸引、経管栄養」
の基礎知識、実施手順、指導、評価方法
演習＝「喀痰吸引・経管栄養」の演習指導、評価方法

事前申込みが必要です。
問い合わせ先までご連絡ください。

小田急仙台東口ビル１階　会議室

医師、保健師、助産師または正看護師の資格を取得した後5年以
上の実務経験を有する方であり、「医療的ケア」を教授する方、ま
たは教授する予定のある方。

<内容> ハローワーク仙台福祉人材コーナーと連携し、就職相談ブースを
借用し介護事業所の雇用面に関する問題また介護に関心のある
来場者に対し、介護労働講習等の概要・説明等を実施します。

事前申込みは不要です。
直接、お越しください。ハローワーク仙台福祉人材コーナー

介護労働に関して興味・関心を示す来場者の方

雇用管理の改善に取組む介護事業所の責任者等

<内容>
介護現場におけるメンタル面の問題等について、専門のヘルスカ
ウンセラーがご相談に応じます。ヘルスカウンセラーによる

相談援助

（公財）介護労働安定センター宮城支部又は介護事業所
来所相談による為、事前申込み必要、問

い合わせ先までご連絡ください。
介護に関連する仕事をされている方

来所相談は事前申込み必要の為、問い合
わせ先までご連絡ください。

（公財）介護労働安定センター宮城支部

<対象>
介護事業者や介護事業所の雇用管理責任者、介護労働者、介護
を目指す方

雇用管理コンサルタント相談援助

<内容>

雇用管理改善に関する人事制度、就業規則、賃金体系、教育訓
練、福利厚生、助成金制度等専門的な相談の援助を当センター
が委嘱する雇用管理コンサルタント（社会保険労務士・行政書士・
中小企業診断士等）が対応します。

来所相談による為、事前申込み必要、問
い合わせ先までご連絡ください。

（公財）介護労働安定センター宮城支部又は介護事業所

事業所の人材の定着や育成、雇用管理上の悩み、労働者の仕事
を続けていく上での問題点等ご相談に、当センター介護労働サー
ビスインストラクターおよび能力開発アドバイザーが対応致しま
す。　内容に応じては当センター委嘱の専門家によるアドバイスを
受けることも可能です。　　なお、HPに掲載し案内、ポスター、チラ
シ等を作成・配布・掲示等による周知活動を行います。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容>

公益財団法人介護労働安定センター

秋田支部

<対象> 介護事業所事業主、介護労働者など

<場所> 電話：018-853-5177

FAX：018-853-5178

詳細はHPをご覧ください。

<内容>

<対象>

<場所>

<定員>

<場所> ハローワーク秋田　　2大会議室

求職者支援セミナー
月に1～3カ所のハローワークで実施中。当該期間においても「介
護の資格」等をテーマに実施し、介護資格取得促進および介護労
働のイメージアップや広報を行います。

11月は各ハローワークと調整中
無料

（事前申し込みは不要です）

「介護就職デイ」　ミニ面接会

ミニ面接会において、雇用管理改善、　能力開発セミナー、資格取
得等の個別相談を行います。（対象）介護分野への就職希望者 11月10日（金）

10：00～
無料

（事前申し込みは不要です）

事業者支援セミナー

介護職員のためのアンガーマネジメントのセミナーを

11月15日（水）
13:30～16:30

○
有料

事前申し込み必要
お問い合わせ先までご連絡ください

行います。

事業主、管理者、テーマに興味のある方

秋田テルサ

40名

介護労働相談窓口「介護ウイン
ド」の設置

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。介護事
業における雇用管理上の問題、介護労働者の研修や能力開発の
問題、健康管理やメンタルヘルスなどの問題に当センターの能力
アドバイザー、介護労働インストラクターが事務所内で相談に応じ
ます。専門事項については社会保険労務士等が相談に応じま
す。

11月1日（水）～11月17日（金）
（土日祝を除く）

○
無料

お問い合わせ先までご連絡ください

秋田支部

介護ウインドポスター掲示
ポスターを作成し、支部事務所入り口に掲示するとともに労働局・
ハローワーク秋田・ハローワークプラザアトリオンなどに配布し、
事務所に掲示していただきます。

11月1日（水）～11月17日（金）



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容> 介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

11月1日～11月30日

介護ウインドの設置 ○ 公益財団法人介護労働安定センター

　ＰａrｔⅠ 9：00～17：30 無料 山形支所

（職員による相談） （土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで 電話：023-634-9301

ご連絡ください。 FAX：023-634-9300

<内容>

介護ウインド　ＰａrtⅡ 11月15日（水） ○ 詳細はHPをご覧ください。

「ストレスケア相談室」開設 10：00～16：00 無料　（要予約）

<対象> 問合せ先までご連絡下さい

（メンタルへルス等） <場所> ※　1人、1時間

<内容>

介護ウインド　ＰaｒｔⅢ 11月20日（月） ○

労務経営相談室開設 13：00～17：00 無料　（要予約）

<対象> 問合せ先までご連絡下さい

（雇用管理相談） <場所> ※　1人、上限2時間

第2回 <内容>

能力開発啓発セミナー 11月2日（木） ○

自身が「介護職員」として （対象） 9：30～12：30 無料　

成長するために <場所> 申込期間　9/1～10/31

<定員> 定員になり次第〆切

第2回 <内容>

介護技術等に関する講習 11月2日（木） ○

「緊急時対応・技術習得の <対象> 13：30～16：30 無料　

必要性」 <場所> 申込期間　9/1～10/31

<定員> 定員になり次第〆切

リスクマネジマントとして様々な事例から学ぶ

介護職員、事務職員、業務職員等対象

山形ビッグウイング　研修室

40名

考える、自発力のある職員となるための意識改革等

介護職員、事務職員、業務職員等対象

山形ビッグウイング　研修室

40名

施設等で起こり得る緊急時の対応、技術を習得する

中小企業診断士）と、労務や経営について困っていることを

じっくり相談することが出来ます。

介護事業所の経営者、管理者、総務担当者

山形市緑町会館　１階　102会議室

介護人材育成コンサルタントによる「自分のキャリア形成」を

ゆっくりお話し出来ます。日頃の職場での悩み、人間関係、

家庭、友人、将来について話してみませんか？

介護事業所にお勤めの方ならどなたでも

山形市緑町会館　１階　102会議室

※午前中は集団型セミナーになる場合があります

山形支所の雇用管理改善専門家（社会保険労務士、

労務管理やメンタルへルス相談は、当センターの介護労働

サービスインストラクターが相談時応じます。

また、自身のキャリア形成や資格取得等については、

能力開発アドバイザーが支援させていただきます。

山形支所のヘルスカウンセラー（臨床心理士）と、相談室で



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容>

短期専門コース 11月17日（金） ○

「認知症の方の想いを探る」 〈講師〉 10：00～16：00 一般会員価格　5,650円 公益財団法人介護労働安定センター

<対象> 賛助会員価格　5,050円 山形支所

<場所> 申込期間　9/1～11/2 電話：023-634-9301

<定員> 定員になり次第〆切 FAX：023-634-9300

福祉のしごとフェア2017 <内容> 詳細はHPをご覧ください。

～介護就職デイ就職面談会～ 11月8日（水） ○

12：00～16：00 無料

就職面談を希望する方はハローワーク

<対象> または当センターへ連絡下さい

<場所> その他のイベント参加は直接会場へ

お越し下さい

・介護関係就職面接会（参加企業７８社予定）数社と面談可能

・講演会「どすこい！介護の魅力を伝えるよ！」

　　柿崎　桃子（介護福祉士・芸人）が介護の魅力を伝えます。

・うちの職場PRタイム、福祉のしごと写真展、介護機器体験

介護に興味のある方、介護事業所へ就職希望の方

山形ビッグウイング　１階

の言葉、行動、日常の変化から学ぶ

伊東　美緒　氏　（東京都健康長寿医療センター勤務）

どなたでも

山形県産業創造支援センター

40名

「認知症の方の想いを探る」著者伊東美緒氏を迎え、利用者



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

介護ウインドの設置 　介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置する。

　当センターの介護労働サービスインストラクター及び介護 11月1日～11月30日

　能力開発アドバイザーが相談に応じる。 10：00～17：00   参加無料

　カウンセラー、人材育成コンサルタント等の専門家による （土・日・祝日を除く） 　問合せは当センター福島支所

　アドバイスを受けることもできます。 　まで。

 介護就職デイ 福島市 11月9日(木)   参加無料 公益財団法人

　　　　13:30～16:00 　問合せ先は福島及び郡山の 　 介護労働安定センター福島支所

<場所>福島市、ウェデング・エルティ　 郡山市 11月29日(水) 　各ハローワークまで。

郡山市、ビックパレットふくしま　 　　　　　13:30～16:00 電話：024-523-1871

　　　　 　 FAX：024-523-1876

<内容> 詳細はHPをご覧ください。

雇用管理の集団相談 11月15日(水) 　参加無料

「中間管理者のマネジメント 　①9：00～12：30 　問合せは当センター福島支所

　能力向上のカギ」 <場所> 　②13:30～16:30 　まで。

<対象>

高齢者虐待防止研修 11月17日(金) 　参加料、4,000円

〔短期専門コース〕 　10：00～16：30 　

　問合せは当センター福島支所

<講師> 谷川　ひとみ　氏 　まで。

<場所> 郡山ユラックス熱海　第4 小会議室

雇用管理及び健康管理に <内容>

関する集団相談 11月24日(金)   参加者限定

「雇用管理総論」 　１13:00～ 　問合せは当センター福島支所

「介護現場におけるメンタル 　まで。

  ヘルスの問題とその対策」 <場所>

<対象>

賛助会員の集い <内容> 11月28日(火)

　13:00～ ×

<対象> （賛助会会員）

<場所>

第2回介護労働懇談会 <内容> 予定11月　　日

　　　　　　(予定) 　10:30～ ×

<対象> （介護労働懇談会構成員）

<場所>

各機関等の活動状況報告、介護分野の人材確保に

向けての情報交換等

介護労働懇談会構成員

　未定

ハッピー愛ランド研修室

特養のリーダー以上管理者

当センターの事業趣旨にご賛同いただいた事業所

及び個人が集まる会議

賛助会加入会員

磐梯熱海町・清陵山倶楽部

雰囲気づくりにはどうしたらよいのか。 日頃のケアを振返り、

施設の中間管理者は虐待防止の気づきとして受講下さい。

福島県老人福祉施設協議会県北支部との共催

介護労働者が抱えている雇用及びメンタルヘルスに

ついて、当センターの委嘱社労士及びヘルスカウン

セラーが事例をもとにアドバイス致します。

　　　　 ②人材育成を意識したリーダーとして成長する

安積総合学習センター　集会室

管理者　及び　リーダー

養介護施設従業員等による高齢者虐待の通報件数は、残念

ながら年々増加している。虐待を起こさない職場づくり、

主催・ハローワーク　　共催・当センター福島支所等による

介護及び福祉事業者への合同就職面接会

　　　 　 

きらり健康生活㈿常務理事･柿沼 充 氏による講話。

テーマ ①チームが機能するための目標と戦略の具現化



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容> 認知症を知ろう 公益財団法人介護労働安定センター

「介護の日」に係る講演会 <対象> 茨城県民 茨城支部

<場所> 茨城県立健康プラザ大会議室 電話：029-227-1215

FAX：029-227-1216

<内容> 介護支援専門員として必要な専門知識及び技術の習得を図ること、 公益財団法人介護労働安定センター

介護支援専門員研修 或いは再修得することを目的とする。 茨城支部

<対象> 介護支援専門員として登録された方で、実務未経験者及び再交付を 電話：029-227-1215

受けようとする者 FAX：029-227-1216

<場所> 茨城県立健康プラザ大会議室

<内容> 「介護」をテーマとした作文の募集

<対象> 茨城県内在住又は茨城県内に通学している中学生以上の学生 茨城県保健福祉部長寿福祉課

及び通勤している一般の方 地域ケア推進室

<主催> 茨城県、茨城県老人福祉施設協議会 電話：029-301-3334

FAX：029-301-3348

<内容> 「介護の日」に伴うパネル等の展示

<対象> 茨城県民 茨城県保健福祉部長寿福祉課

<主催> 茨城県保健福祉部長寿福祉課 地域ケア推進室

電話：029-301-3334

FAX：029-301-3348

締切：9月
発表：11月

詳細は問い合わせ先に
ご連絡下さい

「介護の日」に係る
作文コンクール

11月1日
～

11月13日

無料
詳細は問い合わせ先に

ご連絡下さい

「介護の日」に伴う
パネル等の展示

11月20日
茨城県民対象です。

入場は無料で先着順に受付します。

詳細は、HP・水戸市報(11/1号)を
ご覧下さい。

11月27日～12月20日
有料事前申込みが必要です。
当センターまでご連絡下さい。

詳細は、HPをご覧下さい。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

介護ウインドの設置 11月1日～11月30日 ○

無料 公益財団法人介護労働安定センター

9：00～16：00 問い合わせ先まで 栃木支所

（土・日・祝日を除く） ご連絡ください。

電話：028-643-6445

<内容> ○ FAX：028-643-6448

<場所> 11月9日（木）

<対象> 13：30～16：30 有料 詳細はHPをご覧ください。

<定員> 問い合わせ先までご連絡ください

<内容> ○

<場所> 11月17日(金)

<対象> 10：00～16：00 有料

<定員> キャンセル待ち状態

<内容> ○

<対象> 11月29日（水） 無料

<場所> 10：00～16：30 先着申込5事業所

<内容> ○（求職者）

<場所> １１月2日（木）

<対象> 13：30～16：00 無料

<定員>

<内容> 各ハローワークで11月開催 ○（求職者）

<場所>

県内ハローワーク <対象> 無料

<定員>

<内容> 11月7日（木） ×

14：00～16：00

<対象> 介護労働懇談会構成員

<場所>

介護労働懇談会構成員

とちぎ福祉プラザ201号室

未定

第2回介護労働懇談会
①介護労働実態調査の報告

②未定・その他

30事業所

介護の仕事合同就職説明会
介護の仕事合同就職面接会

求人募集の事業所

各ハローワーク

足利不動産ビル3階会議室

介護の仕事合同就職面接会
介護の仕事合同就職面接会

求人募集の事業所

コンセーレ　大ホール

介護職員など

５０名

介護ウインド個別相談
処遇改善のために職場体制・制度の見直し

相談を希望する事業所で、先着5事業所

第4回事業者支援セミナー
コンセーレ　大ホールA

介護事業所経営者・管理者・施設長など

100名

第4回短期専門コース
感染症対策

自治医科大学付属病院　メディカルシュミレーションセンター

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

個別相談に関しては、先着５事業所にさせて頂きます。

平成30年度介護報酬改定について



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

公益財団法人介護労働安定センター

介護ウインドの設置 11月1日～11月30日 ○ 群馬支所

9：00～17：30 無料

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：027-235-3013

FAX：027-235-3014

詳細はHPをご覧ください。

<内容> 11月15日

第2回介護労働懇談会 13：30～16：00 ×

<対象> （介護労働懇談会構成員他）

<場所>

<内容> 11月16日 ○

第2回能力啓発セミナー 13：30～16：30 無料

<場所> 群馬県青少年会館　中会議室 事前申込が必要のため、

<対象> 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

<内容> 11月9日 ○

就職介護の魅力セミナー 13：00～16:00 無料

<場所> ハローワーク前橋 ハローワーク前橋へ

<対象> お問い合わせください。

介護の仕事の内容や魅力について

セミナー後に面接会があります。

求職者　他

メンター制度導入・運用のポイント

職場定着助成金の活用

介護事業所

     40名

アドバイスを受けることもできます。

各機関等の活動状況報告、介護分野の人材確保に

向けての情報交換等

介護労働懇談会構成員

群馬県公社ビル

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

カウンセラー、人材育成コンサルタント等の専門家による



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

公益財団法人介護労働安定ｾﾝﾀｰ

介護ウインドﾞの設置 介護労働相談窓口として､｢介護ウインド｣を設置します｡ 11月1日～11月31日 ○ 埼玉支部

当センターの介護労働サービスインストラクター及び 8:30～17：00 無料 電話：048-813-2551

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます｡ （土・日・祝日を除く） 事前に埼玉支部まで FAX：048-813-2552

カウンセラー､人材育成コンサルタント等の専門家による ご連絡ください。 詳細はHPをご覧ください。

アドバイスを受けることもできます｡

介護の学校　in埼玉 <内容> 介護に係る様々な内容についての講義 11月12日(日) ○ 一般社団法人埼玉県介護福祉士会

<場所> 埼玉福祉・保育専門学校 9:15～16:30 一般1,000円　学生無料 Email：kaigo.saitama@oasis.ocn.ne.jp

<定員> 500名 (予定) 事前申込が必要なため FAX：048-711-1239

<内容> 介護労働安定センターは、ブースを設け 一般社団法人埼玉県介護福祉会

介護の仕事に就こうとしている方(復職したい方) にお問合せください。

へのアドバイスを行っています。

公益財団法人介護労働安定ｾﾝﾀｰ

第1回 <場所> 浦和コミュニティ 11月16日(木) × 埼玉支部

介護労働懇談会 <内容> 各機関等の活動状況報告、介護分野の人材確保 13:00～16:00 介護労働懇談会構成員 電話：048-813-2551

に向けて情報交換等 FAX：048-813-2552

<対象> 介護労働懇談会構成員

第14回 <内容> 認知症サポーター養成講座等各種講座 11月15日(水) ○ 公益社団法人

彩の国老健ひろば 各種相談，健康測定及び施設紹介コーナー 10:00～16:00 無料 埼玉県介護老人保健施設協会

<場所> ウェスタ川越多目的ホール 電話：049-285-5055

<内容> 介護労働安定センターは、ブースを設け

介護の仕事に就こうとしている方(復職したい方)

へのアドバイスを行っています。

公益財団法人介護労働安定ｾﾝﾀｰ

<内容> 認知症介護に関する基礎的な知識及び技術の 11月21日(火) ○ 埼玉支部

認知症介護基礎研修 習得 9:00～17:30 無料 電話：048-813-2551

(埼玉県委託事業) <場所> 春日部市市民文化会館 埼玉県HPで募集要項を確認の上 FAX：048-813-2552

<対象> 介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等 電子申請・届出ｻｰﾋﾞｽ

<定員> 60名 よりお申し込みください。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

11月4日（土） ○

介護労働相談窓口 ～ 無料

「介護ウインド」 人材育成・メンタルヘルス等の問題に対して、専門家 11月17日（金） 事前申し込みが必要

（社会保険労務士等）が相談援助を行います。 平日 お問い合わせ先までお電話下さい

9:00～17:00

11月7日（火）

第2回同行援護従業者 ～ ○

養成研修（一般課程） <主催> 介護労働安定センター千葉支所 11月9日（木） 有料 公益財団法人介護労働安定センター

<場所> 3日間 千葉支所

無料

11月28日（火） 　電話：043-202-1717

第2回同行援護従業者 ～ ○ 　FAX：043-202-1833

養成研修（応用課程） <主催> 介護労働安定センター千葉支所 11月29日（水） 有料 　詳細はHPをご覧ください。

<場所> 千葉市ビジネス支援センター「きぼーる」 2日間

スキルアップ講座 11月21日（火） ○

「介護職が学ぶターミナルケア」 <主催> 介護労働安定センター千葉支所 有料

<場所> 千葉市ビジネス支援センター「きぼーる」

第2回福祉のしごと 11月11日（土） ○ 千葉県福祉人材センター

就職フェアinちば 13:00～16:00 無料 電話043-222-1294

<主催> 千葉県福祉人材センター

<場所> 　幕張メッセ　国際会議場

福祉人材就職面接会 11月16日（木） ○ ハローワーク千葉

～介護就職デイ～ 13:30～15:30 無料 電話：043-202-7123

<主催> ハローワーク千葉

<場所> ホテルポートプラザちば

介護就職デイ就職面接会 11月18日（土） ○ ハローワーク船橋

ｉｎ船橋 13:30～16:00 無料 電話：047-431-8287

<主催> ハローワーク船橋

<場所> 船橋市中央公民館

就職やキャリアアップの相談援助を行います。

合同就職面接会において、介護労働安定センター千葉

支所が介護職に就職を希望する方々に対し、介護職の

就職やキャリアアップの相談援助を行います。

合同就職面接会において、介護労働安定センター千葉

支所が介護職に就職を希望する方々に対し、介護職の

就職やキャリアアップの相談援助を行います。

合同就職面接会において、介護労働安定センター千葉

支所が介護職に就職を希望する方々に対し、介護職の

重度の視覚障害者の方への移動支援サービスである同行援護
従業者となる為の養成研修

重度の視覚障害者の方への移動支援サービスである同行援護
従業者となる為の養成研修

人生の最後を支えるターミナルケア（看取り）の実践と課題につい
て学ぶ研修

介護事業所における労務管理・就業規則作成・



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

介護ウィンドの設置

11月1日～11月30日 ○ 公益財団法人介護労働安定センター

9:00～17:30 無料 東京支部

（除く土日祝日） 問い合わせ先　要・連絡

<内容> 電話：03-5901-3061

H29年度第1回 について情報の交換と推進策について議論を進めて行く。 FAX：03-5901-3062

介護労働懇談会 <対象> 介護労働懇談会構成員 11月14日 × 詳細はHPをご覧ください。

<場所> 中野サンプラザ 13:30～16:30 無料

<定員> 50名

<内容>

介護業界における

採用と定着セミナー <対象> 11月8日 ○

<場所> 9:30～11:30 無料

<定員> 事前申込

<内容>

介護業界

魅力発信セミナー <対象> 11月10日 ○

<場所> 14:00～16:30 無料

<定員> 申込不要

<内容>

目黒区介護人材

採用相談会 <対象> 11月11日 ○

<場所> 12:30～15:30 無料

<定員> 申込不要

<内容>

目黒区介護サービス

職員の質の向上研修 <対象> 11月21日 ○

<場所> 18:30～20:30 無料

<定員> 事前申込

区内在勤の訪問介護員

目黒区役所

50名

介護業界に興味を持つ者および求職者等

目黒区役所

50名

訪問介護計画とモニタリングを効果的に行う手法を

実務的な観点から解説する。

介護業界に興味を持つ者および求職者等

新宿わかものハローワーク

15名

介護人材の安定的な確保・定着のために福祉職場の紹介と

専門家による個別相談会を実施する。

介護事業者等

中野サンプラザ

30名

介護のイメージアップを図るために介護の職種に関して

取り巻く環境ややりがい、処遇等業界の現状を解説する。

介護能力開発アドバイザー等が介護事業者、介護労働者や介護

に就こうとする方への相談に対応する。

介護業界各事業者における人事諸制度の整備状況とその課題

介護業界の魅力を訴え人材の確保と定着を図るための職場

作りについてのセミナー

介護労働相談窓口として東京支部内に「介護ウィンド」を設置する。

東京支部の介護労働サービスインストラクターおよび



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容>

目黒区介護サービス

職員の質の向上研修 <対象> 11月30日 ○ 公益財団法人介護労働安定センター

<場所> 18:30～20:30 無料 東京支部

<定員> 事前申込

電話：03-5901-3061

<内容> FAX：03-5901-3062

練馬区スタッフ研修

<対象> 11月13日～16日 ○ 詳細はHPをご覧ください。

<場所> 終日 無料

<定員> 事前申込

<内容>

ストレス対策セミナー

<対象> 11月15日 ×

<場所> 13:00～15:00 無料

<定員> 事前申込

<内容>

雇用管理コンサルタント

集団型相談 <対象> 11月17日 ○

（キャリアアップ） <場所> 14:45～16:30 無料

<定員> 事前申込

<内容>

管理者向けセミナー

解説する。 11月22日 ○

<対象> 終日 無料

<場所> 発明会館 事前申込

<定員> 未定

<内容>

アクテゥブ介護29

文京みんなの集い <対象> 11月21日 ○

<場所> 10:00～16:00 無料

<定員> 申込不要

介護の魅力について一般区民への啓発の機会とし、次世代の介
護を担う

人材の確保・育成に努めるイベントで当センター東京支部は協後
援団体となる。

介護業界に興味を持つ者および求職者等

文京シビックセンター

未定

東京体育館

40名

「採用力」アップセミナー

人材を確保するための職場の構築、効果的な募集体制について

都内・近県の在宅介護事業所

八王子市内

未定

喀痰吸引等の研修を含めた介護職員のキャリアアップの手法

（助成金の活用法など含む）について解説する。

介護事業者等

練馬区内

50名

介護職のメンタルヘルス研修。

ストレスの事前防止対策に焦点を当てた内容とする。

八王子介護保険サービス事業者連絡協議会

区内在勤の介護支援専門員

目黒区役所

50名

家事援助を中心とした訪問サービスについて初心者にわかり易く
解説。研修修了者には練馬区内有効な資格を付与し、就職相談
会も併せて開催。

区内在住・在勤で介護スタッフとして就労する意欲のある方

地域のケアマネジャーを育てるためのスーパービジョンを

論理的に解説する。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容> 11月1日～11月30日 ○

無料 公益財団法人介護労働安定センター

8：30～17：00 事前申込が必要です。 神奈川支所

（土・日・祝日を除く） 右記問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：045-212-0015

<内容> FAX：045-212-0016

11月1日（水） ○

～ 無料 詳細はHPをご覧ください。

11月30日（木） 事前申込が必要です。

右記問い合わせ先まで

<対象> ご連絡ください。

<場所>

<内容>

11月1日（水） ○

～ 無料

11月30日（木） 事前申込が必要です。

<対象> 右記問い合わせ先まで

<場所> ご連絡ください。

<内容>

11月1日（水） ○

～ 無料

11月30日（木） 事前申込が必要です。

〈対象〉　 右記問い合わせ先まで

<場所> ご連絡ください。

<内容>

11月1日（水） ○

～ 無料

<対象> 11月30日（木） 事前申込が必要です。

<場所> 右記問い合わせ先まで

ご連絡ください。

<内容>

11月1日（水） ○

～ 無料

11月30日（木）

事前申込が必要です。

（神奈川労働局受託事業） 右記問い合わせ先まで

<対象> ご連絡ください。

<場所>

開設10年未満の介護事業所の事業主・管理者等

介護事業所事務所、もしくは当支所事務所

介護事業所において、キャリア開発への取り組み・人材育成を行
う事等をご検討の方に、当センタ－が委嘱するコンサルタントが具
体的に内容を伺いお話いたします。研修コ－ディネ－ト事業に係る相

談（個別相談）
介護事業所の事業主・管理者・指導者等

介護事業所事務所、もしくは当支所事務所

開設10年未満の介護事業所において下記内容等で困っていた
り、魅力ある職場作りをするために改善を検討している管理者の
方に当センタ－が委嘱するサポーターが、具体的に内容を伺い、
お答えいたします。

雇用管理サポーターによる相談
（個別相談）

　例：人事管理・賃金管理・就業規則の見直しや運営上の問題点・
経営等

介護事業所の事業主・管理者・指導者・介護従事者等

介護事業所事務所、もしくは当支所事務所

介護事業所において＜介護労働者が抱えているメンタル等の悩
みについて、当センタ－が委嘱するヘルスカウンセラ－が事業所
に赴き、お話ししたり相談にお答えいたします。

ヘルスカウンセラ－相談
（集団・出張研修）

介護事業所の事業主・管理者・指導者・介護従事者等

介護事業所事務所等

介護事業所において下記内容等で困っていたり、改善を検討して
いる管理者の方に当センタ－が委嘱するコンサルタントが、具体
的に内容を伺い、お答えいたします。

雇用管理コンサルタント相談
（個別相談）

　例：人事管理・賃金管理・就業規則の見直しや運営上の問題点・
経営等

介護事業所の事業主・管理者・指導者等

介護事業所事務所、もしくは当支所事務所

介護事業所において介護労働者が抱えているメンタル等の悩み
について、当センタ－が委嘱するヘルスカウンセラ－が事業所に
赴き、お話ししたり相談にお答えいたします。

ヘルスカウンセラ－相談
（個別相談）

介護ウインドの設置

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

カウンセラー、人材育成コンサルタント等の専門家による

アドバイスを受けることもできます。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容>

短期専門コース １１月16日〈木） ○

　 受講料　6,800円 公益財団法人介護労働安定センター

（テキスト代1,620円含む） 神奈川支所

10:00～16:00 事前申込が必要です。

<講師> 右記問い合わせ先まで 電話：045-212-0015

<場所> ご連絡ください。 FAX：045-212-0016

<対象>

<定員> 詳細はHPをご覧ください。

<内容>

横浜公共職業安定所主催 11月9日〈木） ○

『2017　よこはま介護就職デイ』 　 無料

<場所> 13:00～15:30 事前申込の必要はありません。

<対象> （受付　12:30～） 直接、会場にお越し下さい。

介護事業所の事業主・管理者・指導者・介護労働者等

50名（先着順受付）定員になり次第締切

横浜公共職業安定所主催の就職面接会で、当センタ－コ－ナ－
にて「介護の仕事」「介護関係資格取得」等に関して、現場の話を
交えてお話しします。

新都市ホール（そごう横浜店9Ｆ）

～福祉・介護のしごと就職面接会
～

介護の仕事に就こうと考えている方等

介護現場では、事実を基に正確に記録を書くことが必要とされ、ま
た求められています。現場のリスクマネジメントとしては、正確な情
報・適切な表現で記録することによりリスク回避となります。現場
での事故や訴訟を見据えて、必要な事を考えて書ける記録の書き
方について、実践的な技法を講義と演習で学びます。『プロとしての介護記録 　～基礎

から実践～　　書き方・読み方・活
かし方』 是枝祥子氏（大妻女子大学名誉教授）

ウィリング横浜



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容>

介護労働相談窓口 11月4日(土) ○

「介護ウインド」の設置 ～ 無料 公益財団法人介護労働安定センター

11月17日(金) 事前申込み必要 新潟支部

<対象> 9:00～17:00 お問合わせ下さい

<場所> (土・日・祝日除く) 電話：025-247-1963

<内容> FAX：025-247-1964

「介護就職デイ」会場 11月11日(土) ○

にて相談援助 <主催> 13:00～16:00 無料 詳細はHPをご覧ください。

<対象> 事前申込み不要

<場所>

<内容>

第7回短期専門コース <講師> 11月14日(火) ○

　　　　　　　　　セミナー <対象> 10:00～16:00 有料

<場所> 事前申込み必要

<定員> お問合わせ下さい

<内容>

「雇用管理セミナー」 <講師> 11月16日(木) ○

<対象> 13:30～16:00 無料

<場所> 事前申込み必要

<定員>

<内容>

「人材育成セミナー」 <講師> 11月20日(月) ○

第一部、第二部 <対象> 10:00～16:00 無料

<場所> 事前申込み必要

<定員>

<内容>

第二回介護労働懇談会 11月21日(火) ×

<対象> 13:30～15:00 (新潟県介護労働懇談会構成員)

<場所>

新潟労働局や新潟県の介護人材確保対策事業の取組状況の

報告、その他情報交換・意見交換等。

新潟県介護労働懇談会構成員

新潟ユニゾンプラザ　4階 小研修室1

プリセプター制度導入研修

株式会社マナーズ　代表取締役　山田　節子　　氏

プリセプター、施設長、管理者、リーダー等

新潟県建設会館　4階 402会議室

40名

個人情報保護の理解とPR戦略のコンプライアンス

ワーク社労士事務所　代表　五十嵐　保　　氏

施設長、管理者、人事労務担当者等

県立生涯学習推進センター

50名

介護技術指導者講習

介護福祉士　長谷川　美穂子　　氏

介護事業所の施設長、管理者、リーダー等

新潟テクノスクール

40名

協賛団体として就職説明会会場にて、相談援助・情報提供を

行います。

ハローワーク新潟

介護従事者、求職者、学生等

新潟テクノスクール

当センターの介護労働サービスインストラクター及び介護能力

開発アドバイザーが、雇用管理の改善や職業能力の開発等の

ご相談に応じます。

　　　*専門家による相談は事前予約が必要です。

介護事業者、介護従事者、介護職を目指す方

介護労働安定センター新潟支部



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

○

介護ウインド設置 11月4日～11月17日 無料 公益財団法人介護労働安定センター

9：00～17：00 問い合わせ先まで 富山支所

（土・日・祝日を除く） ご連絡ください。

電話：076-444-0481

<内容> ○ FAX：076-444-0425

無料

11月7日（火） 事前申し込みが必要です。 詳細はHPをご覧ください。

10：30～12：00 ＜問い合わせ先＞

<場所> 富山県労働者福祉事業協会

<対象> 電話：076-431-0539

<定員> FAX：076-431-0510

<内容>

11月11日（土） ○

10：30～16：00 無料

<場所>

<対象>

<内容>

○

11月15日（水） 無料

14：00～16：00 ＜問い合わせ先＞

<場所> 富山市福祉保健部介護保険課

<対象> 電話：076-443-2041

<定員> ハローワーク富山福祉人材コーナー

電話：076-431-9965

介護分野への就職を希望している方等

20事業所参加予定

・展示・体験コーナー（写真コンテスト、高齢者理解疑似体験、アロ
マトリートメント体験、福祉用具の展示等）

・ふれあいコーナー

富山市まちなか賑わい広場「グランドプラザ」

一般

富山市とハローワーク富山が連携し、介護分野の職業訓練修了
の方や今後介護分野での就職を希望している方を対象に、就職
説明・面談会を開催します。

介護職場の就職説明・面談会

富山県民共生センター　サンフォルテ　2Ｆホール

一般

60名

・第4回「がんばる介護職員応援事業」表彰式

・富山国際大学アカペラサークル

いい日、いい日介護の日inとやま
2017

「介護の日」フェスティバル

・いきいき歌体操（介護福祉士養成校協会）

・楽屋姫コンサート

・レク1グランプリ初代チャンピオンーミラクル清楽

・相談コーナー（福祉・介護の仕事相談等）

「簡単口腔ケア週2回法」と「口腔内蔵器のつぼマッサージ法」で誤
嚥性肺炎予防について学びます。

第9回介護支援セミナー（8020運
動）

講師：精田　紀代美氏

ボルファートとやま　8F　802号室

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

雇用管理コンサルタント、人材育成コンサルタント等の

専門家によるアドバイスを受けることもできます。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容>

○

11月13日（月） 有料 公益財団法人介護労働安定センター

<場所> 10：00～16：00 事前申込が必要のため、 富山支所

<対象> 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

<内容> 電話：076-444-0481

○ FAX：076-444-0425

11月16日（木） 無料

13：30～16：30 事前申込が必要のため、 詳細はHPをご覧ください。

<場所> 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象>

<定員>

<内容>

○

11月14日（火） 無料

10：00～16：00 事前申込が必要のため、

<場所> 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象>

<定員>

<内容>

○

11月20日（月） 無料

10：00～16：00 事前申込が必要のため、

<場所> 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象>

<定員>

30名

介護サポーター（助手）として就労を希望される方や、介護職員と
して就労を希望される方を対象として、介護技術について発展的
に学習できる実践的な研修です（高岡会場：講座2－着脱介助・食
事介助・杖歩行等）

介護サポーター
「ステップアップ研修」

（高岡会場2日目）
ポリテクセンターとやま（高岡市八ケ55）

一般の方

30名

介護従事者等

40名

介護サポーター（助手）として就労を希望される方や、介護職員と
して就労を希望される方を対象として、介護技術について発展的
に学習できる実践的な研修です（高岡会場：講座1－移動介助）介護サポーター

「ステップアップ研修」
（高岡会場1日目）

ポリテクセンターとやま（高岡市八ケ55）

一般の方

介護従事者等

50名

介護職の基本スキル「傾聴」を学ぶ。
コミュニケーションの基本的態度や傾聴スキルをロールプレイング
を通して実践的に学ぶ。

「働きやすい職場づくり」セミナー
講師：蓑輪　紀子氏

ボルファートとやま　4F瑪瑙の間

看取りのための介護技術からスピリチュアルまでについて

「介護のための看取りケア」講習
講師：佐々木　炎氏

ボルファートとやま　4F珊瑚の間



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容>

○

無料

11月6日（月）～11月17日（金）

9:00～16:30

(土日祝日は除く)

<対象>

<場所>

<内容>

11月14日(火) ×

<対象> 13:30～15:30

<場所>

<内容>

<対象> 11月17日(金)

<定員> 50名 13:30～16:00

<場所>

<内容>

<対象> 11月28日(火)

〈定員〉 40名 13:30～16:30

<場所>

介護事業所の管理者、介護職員、その他希望者など

石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月2-1）

第2回
介護技術等に関する講習会

介護事業所における災害時の備えについて

○
無　料

受講申込書で事前にお申込み下さい。 （公財）介護労働安定センター
石川支部

TEL：076-260-1561
FAX：076-260-1562
担当：香林、星野

（詳細はＨＰをご覧下さい）

介護事業所の管理者、介護職員、その他希望者など

石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月2-1）

第2回
能力開発啓発セミナー

介護職のキャリアパスについて

○
無　料

受講申込書で事前にお申込み下さい。

第2回
介護労働懇談会

各機関等の活動状況報告、介護分野の人材確保に向けての情報
交換等 （公財）介護労働安定センター

石川支部
TEL：076-260-1561
FAX：076-260-1562
担当：津田、扇谷

行政機関、関係団体等
（介護労働懇談会構成員）

石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月2-1）

“介護事業者・労働者のよろず相
談窓口”

『介護ウインド』の設置

事業所の人材の定着や育成、雇用管理上の悩み、労働者の仕事
を続けていくうえでの悩みなどのご相談に当センターの介護労働ｲ
ﾝｽﾄﾗｸﾀｰ及び能力開発ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが対応いたします。また、内容
に応じて当センターが委嘱する社会保険労務士やカウンセラー、
キャリアコンサルタントなどの専門家からのアドバイスを受けること
が可能です。
※専門家による相談は、事前予約が必要です。

（公財）介護労働安定センター
石川支部

TEL：076-260-1561
FAX：076-260-1562
担当：扇谷、浅井

（詳細はHPをご覧下さい）

電話相談は、開催期間中随時

介護事業者や介護事業所の雇用管理責任者などの担当者、介護
労働者、介護職を目指す方など

来所相談は、相談申込書により事前に
FAX等でお申し込み下さい。（公財）介護労働安定センター石川支部

（金沢市青草町88番地近江町いちば館5階）



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

○

介護ウィンドウの設置 11月1日～11月30日 無料 公益財団法人介護労働安定センター

9：00～17：30 福井支所

（土・日・祝日を除く）

電話：0776-25-1365

FAX：0776-25-4706

能力開発啓発セミナー 11月21日 ○

アンガーマネジメント 13：30～16：00 無料 詳細はHPをご覧ください。

於福井県社協センター

<内容>

介護労働相談窓口 ○

「介護ウインド」を 11月1日～11月30日 無料 公益財団法人介護労働安定センター

設置します 9：00～17：30 問合せ先までご連絡ください 山梨支部

(土・日・祝日を除く)

<対象> 電話：　055-255-6355

<内容> FAX：　055-255-6356

第2回・介護技術等 チームスタッフを指揮・統括を行う、介護リーダーとして 11月16日(木) ○

に関する講習会 高齢者権利擁護について事例を使って理解を深める 13：30～16：30 無料 詳細はHPをご覧ください。

<場所> 事前申込が必要のため

<対象> 問合せ先までご連絡ください

<定員>

<内容>

第4回 11月22日(水) ○

雇用管理講習 9：30～11：30 無料

<場所> 事前申込が必要のため

<対象> 問合せ先までご連絡ください

<定員>

介護の日 <内容> 11月10日（金）

街頭キャンペーン 7：30～9：00 ―

<場所>

<内容>

介護就職デイ 11月9日 ○ 　問い合わせ先

14：00～16：00 無料 各ハローワーク

事前申込不要

<場所> 会場：　ベルクラッシック甲府

施設協会、介護福祉士会の活動と連携して実施

ＪＲ甲府駅前

山梨労働局、各ハローワーク主催で行われる就職面接会。

当センターは、求職者の方の相談コーナーを設けます。

国中地域ハローワーク（甲府、韮崎、塩山、鰍沢）

リバース和戸　2Ｆ・視聴覚室

介護事業所の管理者、人事・労務担当者、リーダー職等

40名

山梨県介護職員確保定着促進事業の一環として、介護

職の魅力のＰＲ活動を、山梨県及び、介護福祉士養成

山梨県中小企業人材開発センター　3Ｆ・第7研修室

介護事業所の経営者、管理者、リーダー職者等

40名

女性リーダーの為の“周囲を巻き込む”コミュニケーション

・ＥＱの理解、・リーダーとしてのＥＱ強化、

・対人、状況判断のスキル強化、・目標と行動計画

などお困りの事やご質問の相談窓口を設けました。

センター担当者及びコンサルタント（社労士等）の専門家

がご相談に応じます。

※専門家による相談は事前予約が必要です。

介護事業者、介護従事者、介護職を目指す方

「介護リーダーが知っておくべき権利擁護の習得の必要性」

自分や相手の感情を理解する手法

怒りの感情を客観的に理解する手法

怒りの感情に対して対応するスキル

を学びます。

労務管理やメンタルケア、職員の能力開発に関すること

カウンセラー、人材育成コンサルタント等の専門家による

アドバイスを受けることもできます。

①ホームページに掲載します。

②事務所前に立て看板を設置します。

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

介護ウインドの設置 介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を開設します。 11月1日（水）～ ○

当センターの介護労働サービスインストラクター及び 　　　11月30日（木） 無料 公益財団法人介護労働安定センター

介護能力開発アドバイザーが相談に応じます。 8：30～17：00 問い合わせ先まで 長野支部

カウンセラー、人材育成コンサルタント等の専門家による （土・日・祝日を除く） ご連絡ください。 各ハローワーク

アドバイスを受けることもできます。 　

電話：026-232-0898

FAX：026-232-0906

第２回ふくしの職場 <内容> 11月10日（金） ○

説明会・就職面接会 の説明を行ないます。 12：30～16：00 無料 詳細はHPをご覧ください。

 松本会場 問い合せ先または

<対象> 福祉・介護分野に就職や転職を考えている方。 長野県社会福祉協議会

<場所> 長野県福祉人材センター

<定員> 制限なし ℡026-226-7330

へお問合せ下さい。

第２回ふくしの職場 <内容> 11月22日（水） ○

説明会・就職面接会 の説明を行ないます。 12：30～16：00 無料

 佐久会場 問い合せ先または

<対象> 福祉・介護分野に就職や転職を考えている方。 長野県社会福祉協議会

<場所> 長野県福祉人材センター

宴会場大 ℡026-226-7330

<定員> へお問合せ下さい。

介護事業者支援セミナー <内容> 11月6日（月） ○

14：00～16：30 一般4,000円　賛助会員3,500円

問い合わせ先まで

ご連絡ください。

<対象>

<場所>

<定員>

　　　マーケティング思考の介護ビジネス戦略

介護事業所の事業主・管理者・責任者・リーダー

キッセイ文化ホール（松本市）

40名

制限なし

平成30年　医療・介護ダブル改定

良く分かる！介護ビジネスの事業戦略

　　　平成30年介護報酬改定の最新情報

メホテルブエナビスタ（松本市）　３Fグランデ

参加事業所が各ブースにて、事業所概要や採用予定等

各関連機関等による個別相談コーナーの設置

佐久一萬里温泉ホテルゴールデンセンチュリー（佐久市）

参加事業所が各ブースにて、事業所概要や採用予定等

各関連機関等による個別相談コーナーの設置



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

能力啓発開発セミナー <内容> 11月14日（火） ○ 公益財団法人介護労働安定センター

魅力ある職場づくり 　　体系的な人材育生の必用性 9：30～15：30 無料 長野支部

と人材育成セミナー 問い合わせ先まで 各ハローワーク

　　労働災害・介護事故を減らし安全で安心な ご連絡ください。 電話：026-232-0898

    職場づくりに必用なこと FAX：026-232-0906

<対象>

<場所> 詳細はHPをご覧ください。

<定員> 40名

平成29年度第1回 <内容> 11月17日（金） ×

長野県 13：30～15：30 （長野県介護労働懇談会構成員）

介護労働懇談会 <対象>

<場所>

　平成29年度 <内容> 11月28日（火） ×

　賛助会員交流会 13：30～15：30 （介護労働安定センター長野支部

<対象> 　賛助会員）

<場所> ホテル信濃路２階｢穂高｣（長野市）

に向けての情報交換等

長野県介護労働懇談会構成員

長野市生涯学習センター

最新かつ効果的な情報発信及び賛助会員の交流

講演テーマ：介護老人福祉施設の週休3日制

介護労働安定センター長野支部賛助会員

キヤリア・コンサルティングの実施方法　　9:30～12:00

安全衛生対策　　　　　13:00～15:30

介護事業所の事業主・管理者・責任者・リーダー

あがたの森文化会館（松本市）

各機関等の活動状況報告、介護分野の人材発掘・定着



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

○

無料

9：00～17：30 問い合わせ先まで

（土・日・祝日を除く） ご連絡ください。

<内容>

11月20日～ ○

11月22日 有料

<対象> 介護職従事者、視覚障害者の移動に携わる方 3日間 事前申込が必要のため、

<場所> 9：00～17：30 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

<内容>

11月27日～ ○

11月28日 有料

<対象> 2日間 事前申込が必要のため、

9：00～17：30 問い合わせ先までご連絡ください。

<場所>

<定員>

<内容>

○

無料

11月1日

多治見市

第一部　全体説明会　　「認定取得に向けた第一歩」 11月14日

第二部　個別相談会(事前予約が必要です） 関市

<対象> 事前申込が必要のため、

事業者 問い合わせ先までご連絡ください。

<場所> 1部10:00～12:00

<定員> 2部13:00～個別相談

<内容>

11月21日 ×

（介護労働懇談会会員）

<対象> 10：00～12：00 ＊岐阜県内の25機関･団体

<場所>

第2回介護労働懇談会

介護労働実態調査結果の報告説明と意見交換、各機関等の活動
状況報告、介護分野の人材確保に向けての情報交換等を実施し
ます。また、平成30年度の各機関･団体が計画する福祉及び介護
関連のｲﾍﾞﾝﾄ･行事や研修に関する情報をまとめた周知用リーフ
レット企画案を検討します。

岐阜県介護労働懇談会

ワークプラザ岐阜／岐阜市

岐阜県介護人材育成事業者認定
制度の認定制度普及促進説明会

(委託事業）

平成28年度より始まった制度で初年度は62事業者が認証を受け
ました。介護人材の育成や職場環境の改善（処遇改善）に積極的
に取り組む介護事業者を岐阜県が認定･公表し、介護事業者の介
護人材確保を支援する制度内容です。この制度の目的･内容を理
解していただき、認定取得を検討される事業者に対して、制度の
説明会並びに個別相談を実施するものです。説明会は二部構成
で実施します。

岐阜県介護人材育成事業者認定制度により認定取得を希望する

（今後、「取り組み宣言事業者」への応募を考えている事業者）

岐阜県下順次開催します。

各会場40名程度

視覚障害者が外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及
び技術を習得できます。同行援護従業者の養成を図る目的を持っ
ています。＊同行により移動に必要な情報提供、排泄や食事等の
介護、その他必要な援助

(応用課程)

同行援護従業者養成研修一般課程修了、又は視覚障害者移動支援

従業者養成研修課程修了の方

ワークプラザ岐阜（1日目）、岐阜バス柿ヶ瀬営業所、名鉄岐阜駅
（2日目）

20名

同行援護従業者養成研修

視覚障害者が外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及
び技術を習得できます。同行援護従業者の養成を図る目的を持っ
ています。＊同行により移動に必要な情報提供、排泄や食事等の
介護、その他必要な援助

公益財団法人
介護労働安定センター

岐阜支所
電話：058-264-6846
FAX：058-264-6848

＊詳細はHPでも確認できますのでご覧くだ
さい。

(一般課程) ワークプラザ岐阜／岐阜市

２０名

介護ウインドの設置

11月1日～11月30日当センター岐阜支所の介護労働サービスインストラクター及び介護能力開発ア
ドバイザーがご相談に応じます。

雇用管理コンサルタント及びヘルスカウンセラー、人材育成コンサルタント等の
専門家によるアドバイスを受けることもできます。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

○

11月1日～11月30日 無料 公益財団法人介護労働安定センター

介護ウインドの設置 9：00～17：30 問い合わせ先まで 静岡支部

（土・日・祝日を除く） ご連絡ください。

アドバイスを受けることもできます。

電話：054-252-0222

FAX：054-252-0122

<内容>

11月9日 × 詳細はHPをご覧ください。

<対象> 18：00～19：30 一期一会トータルケア（株）の

「緊急時対応」 <場所> 関連事業所職員を対象

<定員>

介護福祉士 <内容> 11月5日 ○

国家試験 11月19日 有料

対策講習会 <対象> 10：00～16：00 事前申込が必要のため、

<場所> 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員> 50名

介護福祉士国家試験を受験予定の方

静岡労政会館

一期一会トータルケア（株）会議室

30名

介護福祉士国家試験に合格するための

必要な知識を学びます。

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

カウンセラー、人材育成コンサルタント等の専門家による

介護では避けることのできない緊急時対応。

　介護職員の
　　　スキルアップ

緊急時の知識を深めその対応手順を紹介します。

介護職員

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

当センターの介護労働サービスインストラクター及び



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

11月1日～ ○

11月30日 無料 公益財団法人介護労働安定センター

9時～17時 (面談または電話による相談) 愛知支部

（土・日・祝日を除く） 面談希望の場合は、事前にお問い

合わせ先までご連絡ください。

<内容> 11月2日（木〉 ○ 電話：052-565-9271

能力開発啓発 13時30分～ 無料 FAX：052-565-9272

セミナーの開催 <対象> 16時30分 事前申込必要のため、

(第１回) <場所> お問い合わせ先までご連絡ください。 詳細はHPをご覧ください。

<定員>

<内容>

同行援護従業者 11月16日～ ○

養成研修の開催 11月24日 有料

(一般課程) <対象> 介護職従事者 3日間 事前申込必要のため、

<場所> 9時～18時 お問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

<内容>

同行援護従業者 11月29日～ ○

養成研修の開催 助を提供することに関する知識及び技術を習得する。 11月30日 有料

(応用課程) <対象> 同行援護従業者養成研修一般課程修了又は、視覚障害 2日間 事前申込必要のため、

9時～18時 お問い合わせ先までご連絡ください。

<場所>

<定員> 30名

住友生命名古屋ビル　2階小会議室

助を提供することに関する知識及び技術を習得する。

住友生命名古屋ビル　2階小会議室

30名

移動に著しい困難を有する障害者に対して、外出時に

同行し、排出、食事等の介護、その他外出時の際の援

者従業者養成研修課程修了者

・介護事業における職場研修の重要性

介護事業主・管理者・責任者(人材育成・人事担当)

住友生命名古屋ビル　1階大会議室

40名

移動に著しい困難を有する障害者に対して、外出時に

同行し、排出、食事等の介護、その他外出時の際の援

介護事業者・労働者の相談
「介護ウインド」設置

事業者の雇用管理・人材育成等及び労働者の相談・
悩み事等について、インストラクター・アドバイザーが対応します。
専門的事項については専門家による相談援助の実施に向けて日
程等を調整します。

・「介護労働実態調査」から見た介護労働の現状について



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成２９年度　「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事、関連活動

内容

<内容> 緊急時の介護

レベルアップ講習 11月15日(木) ○

の開催 10時～16時 有料 公益財団法人介護労働安定センター

<対象> 事前申込必要のため、 愛知支部

<場所> お問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

第2回愛知県介護 <内容> 11月22日(水) × 電話：052-565-9271

労働懇談会 14時～16時 （介護労働懇談会構成員） FAX：052-565-9272

の開催 <対象>

<場所> 詳細はHPをご覧ください。

<内容>

11月11日（土） ○

<対象> 12時30分～16時 無料

<場所>

介護就職面接会 <内容>

11月14日 ○

<対象> １3時30分～ 無料

<場所> 15時30分ハローワーク豊橋　６階共用大会議室(11/14)

愛知県
介護の日フェア2017 幅広い世代の県民のみなさん

愛知県産業労働センターウィンクあいち７階

求人募集をしている介護事業所との面接、相談、
福祉関係職種に関する個別相談を実施します。三河地域

(豊橋、田原) 介護関係のお仕事をお探しの方

各機関等の活動状況報告、介護分野の人材確保に

向けての情報交換等

介護労働懇談会構成員

住友生命名古屋ビル　1階大会議室

介護の仕事の魅力を発信してイメージアップを図り、「介護の日」
の周知や介護職に対する理解促進にに繋げるフェア

緊急時における介護職の役割(・緊急時に備える・急な

体調変化の対応・事故が起こった際の対応)

介護職に従事している方

住友生命名古屋ビル　1階大会議室

40名


