
名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

11月6日（月）～１１月１７日（金） ・相談無料

介護事業者・労働者の相談 9時～17時 ・面談または電話による相談 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 （土日は除く） （面談希望の場合は事前予約必要） 三重支所

<場所>

<対象> 電話：059-225-5623

【津公共職業安定所 <内容> FAX：059-225-5633

主催】・介護就職デイ 11月7日（火） ・参加無料

（就職相談・事前面接会） 13時30分～15時 詳細はHPをご覧ください。

<場所>

・就職支援及びブースの設置 <対象>

第2回 <内容> 11月16日（木）

能力開発啓発セミナー 13時30分～16時 ・受講料無料

～介護事業所の （事前申込必要）

人材育成～ｽﾀｯﾌの <場所>

やる気を高める <対象>

「ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」 <定員>

第4回 <内容>

短期専門コース 11月23日（水） ・受講料

「知ってるようで知ら <場所> 10時～16時 　一般　　　　3,500円（税込）

ない感染症の予防と <対象> 　賛助会員　3,100円（税込）

対策」 <定員>

第1回 <内容>

介護技術講習会 11月27日（月） ・受講料無料

「腰痛対策の基礎」 13時30分～16時30分 （事前申込必要）

<場所>

<対象>

<定員> 40名

離職の少ない、魅力的な職場環境を実現するために、キャ

リア形成に向けての介護技術の向上とその必要性について

学んでいただく機会として設けました。

三重県勤労者福祉会館

管理者・リーダー・その他

40名

感染症に必要な基礎的知識を学び、予防と対策について

わかりやすく解説いたします。

三重県勤労者福祉会館

介護事業所にお勤めの方

50名

人材育成のためのご提案やご相談をお手伝いします。

三重県勤労者福祉会館

事業主・管理者・責任者（人材育成・人事ご担当の方）

介護事業者・人事労務担当者及び介護労働者等

当ブースにおいて、介護に関する資格取得等の相談及び

事業所情報の提供等を行います。

介護労働講習受講者が参加して就職支援を行います。

津公共職業安定所　２階共用会議室

介護・福祉関係に就職、転職希望者、来春福祉関係の学校

悩み事項について、インストラクター・アドバイザーが対応

します。雇用管理・健康確保・人材育成相談については、

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。

介護労働安定センター　三重支所

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

等卒業予定者及び介護労働講習受講者

離職の少ない、魅力的な職場環境を実現するために、福祉・

介護に係る助成金の活用法や介護分野における体系的な



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

同行援護従業者 <内容> 【全4日間】

養成研修 11月29日（水） ・受講料 公益財団法人介護労働安定センター

（一般過程） 12月1日（金）・8日（金） 　　20,000円（税込） 三重支部

<場所> 9時30分～16時30分 　※その他演習に伴う交通費必要

<対象> 12月13日（水） 　　 電話：059-225-5623

<定員> 10時～16時 FAX：059-225-5633

喀痰吸引等研修 <内容> 【全10日＋演習1日】

第一号・第二号研修 11月15日（水）・24日（金） ・受講料 詳細はHPをご覧ください。

30日（木）・12月6日（水） 　　72,160円（税込）

<場所> 14日（木）・19日（火）

<対象> 平成30年1月11日（木） 　※特定行為の追加コースは

18日（木）・25日（木） 　　　別途5,000円必要

2月8日（木）

演習：2月13～15日

の中1日

<定員>

④全過程の出席が可能であること。

30名

障害者施設等（医療機関を除く）、居宅サービス事業等に就業して

いる介護職員。

②現在勤務する事業所の利用者に上記医行為を行う対象者が

いること。

③指導看護師（准看護師は不可）がおり、シュミレーション演習・

実地研修に際し受講者の指導を行うことができること。

30名

たんの吸引（口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内）、経管栄養（胃

ろうまたは腸ろう・経鼻経管栄養）の知識及び技術を取得すること

を取得することを目的とします。

三重県勤労者福祉会館

①県内の特養、老健、ＧＨ、有料老人ホーム、養護老人ホーム、

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等が

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

を取得することを目的とします。

伊勢観光文化会館　他

同行援護に従事する方、または従事を希望される方



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。

介護ウインドの設置 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1日～11月30日 ○ 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御相談に応じます。 8：30～17：00 無料 滋賀支所

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） 問い合わせ先まで 電話：077-527-2029

ご連絡ください。 FAX：077-527-2039

詳細はHPをご覧ください。

短期専門コース <内容> 11月20日 ○

<対象> 10:00～16:00 有料

<場所>

<定員>

<内容> 11月28日 ○

<対象> 10:00～16:00 有料

<場所>

<定員>

<内容> (10月27日) ○

<対象> 11月2日 有料

<場所> 11月15日

各日9：30～16：00

<定員>

能力開発啓発セミナー <内容> 11月16日 ○

<対象> 13:30～16:00 無料

<場所> 問い合わせ先まで

ご連絡ください。

<定員>

事業者支援セミナー <内容> 11月14日 ○

<対象> 13:30～16:00 有料

<場所>

<定員>

滋賀県立長寿社会福祉センター

（滋賀県草津市笠山7丁目8-138）

80人

大津第一生命ビル2階

（介護労働安定センター滋賀支所内）

40人

人材育成コストをカバーする助成金の活用方法

介護事業所の指導者、管理者等

大津第一生命ビル2階

（介護労働安定センター滋賀支所内）

40人

部下育成とリーダーシップの発揮

介護事業所の指導者、管理者等

介護業務従事者等

大津第一生命ビル2階

（介護労働安定センター滋賀支所内）

40人

介護福祉士講習及び模擬試験実施

介護福祉士試験受験予定者等

サービス提供責任者講習①基礎編

介護業務従事者等

大津第一生命ビル2階

（介護労働安定センター滋賀支所内）

40人

サービス提供責任者講習②応用編

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

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を開設します。

介護ウインドの設置 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1日～11月31日 ○ 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御相談に応じます。 8：30～17：00 無料 京都支部

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） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：075-802-3237

FAX：075-822-3238

<内容> ※講習は全て事前申込が必要です。

短期専門コース ①11月11日（土） ○ 　詳細はHPをご覧ください。
<対象>    ②11月25日（土） 有料
<場所> いずれも 問い合わせ先まで

10：00～16：00 ご連絡ください。
<定員>

<内容>
能力開発啓発セミナー 11月14日（火） ○

<対象> 9：30～12：30 無料
<場所> 問い合わせ先まで

ご連絡ください。
<定員>

<内容>
能力開発啓発セミナー 11月14日（火） ○

<対象> 13：30～16：30 無料
<場所> 問い合わせ先まで

ご連絡ください。
<定員>

<内容> ①11月18日（土）
介護技術等に関する講習会    ②11月19日（土） ○

<対象>    ②11月25日（土） 有料
<場所> いずれも 問い合わせ先まで

9：00～17：00 ご連絡ください。
<定員>

<内容> 賛助会会員等
雇用管理 11月13日（月） 無料

コンサルティング <対象> 13：30～16：30 予定人数になり次第〆切
<場所> 問い合わせ先まで

ご連絡ください。
<定員>

<内容> ○
就職面接会 11月8日 無料

<対象> 14：00～18：00まで 問い合わせ先まで 　京都府福祉人材・研修センター
<場所> ご連絡ください。 （きょうと介護・福祉ジョブネット事務局)

    TEL. 075-252-6298

<内容> 詳細はHPをご覧ください。
（調整中） ×

協働戦略チーム会議 <対象> （協働戦略チーム構成員）
（介護労働懇談会） <場所>

協働戦略チーム構成メンバー
（調整中）

福祉業界への就職を希望される方
ハートピア京都３階　大会議室

きょうと介護・福祉ジョブネット
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

賛助会会員等
日本生命四条大宮ビル2階第2会議室
（介護労働安定センター京都支部
40人

きょうと介護・福祉ジョブネットとの連携による就職面接会

日本生命四条大宮ビル2階第2会議室
（介護労働安定センター京都支部
40人

「魅力ある事業所をつくるための助成金の活用方法」

（介護労働安定センター京都支部
40人

「同行援護従業者養成研修（一般課程）」

介護業務従事者等

40人

「介護職リーダーのための腰痛予防対策」

介護業務従事者等
日本生命四条大宮ビル2階第2会議室

「部下のやる気を引き出す人材育成」

介護業務従事者等
日本生命四条大宮ビル2階第2会議室
（介護労働安定センター京都支部

「認知症の理解と実践的な支援」

介護業務従事者等
日本生命四条大宮ビル２階第２会議室
（介護労働安定センター京都支部
40人

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>
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
8:30～17：00 事前申し込みが必要 大阪支部

（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：06-4791-4165
<内容> FAX：06-4791-4166

雇用管理コンサルタント相談 11月1日～11月30日 ○
（個別相談・出張講話） 無料 詳細はHPをご覧ください。

事前申し込みが必要
右記問い合わせ先まで

<対象> ご連絡ください。
<場所>
<内容> ○

ヘルスカウンセラー相談 11月1日～11月30日 無料
　　　（個別相談） 事前申し込みが必要

<対象> 右記問い合わせ先まで
<場所> ご連絡ください。
<内容> ○

ヘルスカウンセラー相談 11月1日～11月30日 無料
　（集団相談・出張講話） 事前申し込みが必要

右記問い合わせ先まで
<対象> ご連絡ください。
<場所>
<内容> ○

人材育成コンサルタント相談 11月1日～11月30日 無料
　（個別相談・出張講話） 事前申し込みが必要

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15日

11月のセミナー 13:30～16:30 ○
事業者支援セミナー 有料

事前申し込みが必要
右記問い合わせ先まで

<対象> ご連絡ください。
<場所>
<内容> ○

11月の研修 11月16日 有料
短期スキルアップ研修 10：00～16：00 事前申し込みが必要

<対象> 右記問い合わせ先まで
<場所> ご連絡ください。
<内容>

第1回介護労働懇談会 ×
11月 介護労働懇談会メンバー

<対象>
<場所>

介護労働懇談会メンバー
エル・おおさか[南館10Ｆ　研修室5]

介護事業所のサービス提供責任者及び同責任者を目指す方
エル・おおさか[南館７Ｆ　南731]
介護人材の確保及び定着､育成に資するために､地域介護関
係の行政機関､民間団体等が参集し､介護労働の現状と展望
について情報共有し､地域の実情に応じた役割､分担のあり方
について検討する。

　併せて取組める「職場定着支援助成金」について解説。
介護事業所の事業主・管理者・指導者等
エル・おおさか[南館10Ｆ　南101]
『サービス提供責任者研修』
日々の業務「サービス提供責任者のしごと」を振返りながら、
実践で役立つ業務の流れを学びます。

介護事業所の事業主・管理者・指導者・介護従事者等
当支部相談室、もしくは介護事業所
『介護職員処遇改善加算「新加算」の対応、取得後のフォロー
アップセミナー』
（取得後のキャリアパスの運用、研修計画後の研修実施で
　悩んでいる事業所責任者のためのフォローアップと

介護事業所の介護従事者・指導者・管理者・事業主等
当支部相談室、もしくは介護事業所
介護事業所において、人材育成・キャリアアップにおける研修
計画の策定・研修の実施、キャリアパスの構築等に係る個別
相談、リーダー職員の育成のための出張集団講話を実施しま
す。

介護事業所の介護従事者・指導者・管理者・事業主等
当支部相談室、もしくは介護事業所
介護事業所において介護労働者が抱えるメンタル等の悩み
について、当センターが委嘱するヘルスカウンセラーが
事業所に赴き、お話しいたします。
（例）ストレスマネージメント、健康と腰痛予防について等

　　助成金申請、処遇改善加算取得・運用　等に関する相談
介護事業所の事業主・管理者等
当支部相談室、もしくは介護事業所
介護事業所において介護労働者が抱えるメンタル等の悩み
について、当センターが委嘱するヘルスカウンセラーが
事業所に赴き、相談にお答えします。

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。
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ーが委嘱する雇用管理コン
サルタントが、具体的な内容についてアドバイスいたします。
（例）人事・賃金管理、就業規則の見直し、労務管理、

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、ヘルスカウンセラー、



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31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 兵庫支所
（土・日・祝日を除く） 事前申込が必要のため、

問い合わせ先までご連絡ください。 電話：（078）-242-5321
FAX：（078）242-5322

<内容> 詳細はHPをご覧ください。
介護能力開発啓発セミナー 11月17日 ○

13：30～16：00まで 無料
「現場責任者のための <場所> 事前申込が必要のため、

　　読みやすい記録 <対象> 問い合わせ先までご連絡ください。
　　　伝わる記録の書き方」 <定員> 40名

<内容>
介護職再就職支援講習 第一回目11月29日 ○

13：30～16：30 無料
<場所> 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>

介護就職ディ ○
11月1日 無料

13：30～16：30 詳細はハローワークへ
<場所> お問合せください
<対象>
<主催>

雇用管理に関する <内容>

セミナー（仮） 11月予定 ○
<場所> 13：30～15：30予定 無料
<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。

事業主・管理者等
30名

介護業界への就職をお考えの方
兵庫労働局・ハローワーク神戸

介護事業所における雇用管理に関するセミナーを開催

いたします。

三宮コンベンションセンター

30名
・福祉関係職種の人材を必要としている事業所と福祉
分野に関心を持つ求職者が一堂に会した就職面接会
参加事業所：24社

・各種相談コーナー
神戸クリスタルタワー3Ｆ

介護の資格をお持ちの方や介護の現場で働いた経験
のある方で、現在、介護業界へ再就職をお考えの方を
支援する講習を開催します。（全3回）

こうべ市民福祉交流センター
現在求職中の介護の有資格者または介護現場経験者
で、介護業界へ再就職をお考えの方

アドバイスを受けることもできます。

記録の書き方をしっかり指導している事業所・施設は
意外と少ないものです。記録の重要性と役割を学び
部下への指導力を発揮し、人材育成をめざしましょう
三宮コンベンションセンター

事業主・管理者等

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

介護ウインドの設置 11月1日～11月30日 ○
8:30～17:00 無料 公益財団法人介護労働安定センター

（土・日・祝日を除く） 問合せ先までご連絡ください 奈良支所

電話：　0742-35-2701
<内容> 介護人材の確保・定着・育成を目指し、地域性のある取り組み FAX：　0742-35-2707

介護労働懇談会 により、関係機関や介護関係団体の連携を図っています。 11月14日（火） ×
<対象> 介護労働懇談会構成員 14:00～16:00 「介護労働懇談会構成員」 詳細はHPをご覧ください。
<場所> リガーレ春日野

<趣旨> 介護についての理解と認識を深め、地域社会における
支え合いや交流を促進します。

なら介護の日2017 <内容> ①介護フェア（介護何でも相談･･･当センターもブースを設置、 11月3日（金・祝） ○
　介護食試食コーナー）②イベントステージ（奈良介護大賞表彰、 12:55～16:20 無料
　親守唄唄会2017、加藤忠相氏の記念講演） イベントステージは先着400名の制限有り

<対象> 制限なし
<場所> なら100年会館中ホール

<趣旨> 資格や経験のない方も含め、介護職に一歩近づけるチャンスを

「介護就職デイ」 拡げ、就職の機会を増大させる取組です。 11月予定イベント ○

イベント <内容> ①11月8日（水）時間未定「事業所PRセミナー（5事業所）」地下会議室 （左記日程） 無料
（HW奈良） ②11月15日（水）13:00～「ミニ面接会（5事業所）」地下会議室

③11月21日（火）10:30～18:00「奈良市福祉職魅力発見バスツアー」

<趣旨> 介護職員一人ひとりが感染症についての正しい知識を身につけ、

健康確保集団研修 日頃から予防知識を高め、適切な対応をするための研修です。 11月13日（月） ○
（健康確保集団相談） <テーマ> 「介護現場における感染症の予防と対策」 14:00～16:00 無料

<講師> 医学博士　畠山雅行氏
<場所> 社会福祉総合センター　
<定員> 60名
①「同行援護従業者養成研修（応用課程）」視覚障碍者の外出を支援する 「同行援護」 「同行援護」×＜募集締切＞

障害者総合支援法 ための制度で、一般課程で修得した知識及び技術を深める研修です。 　　 11月7日9:55～県営福祉パーク 有料（10,000円（テキスト代2,592円別））
　＜定員＞30名

関連研修 ②「行動援護従業者養成研修」知的障害や精神障害により行動上著しい 11月22日9:30～北コミュニティセンター
困難を有する障害者への危険を伴う行動を予防または回避するために必要な 「行動援護」 「行動援護」×＜募集締切＞
援護等に関する知識・技術を習得し、資格を取得する研修です。　      11月15日、21日、28日、12月6日 有料（20,000円（テキスト代含む））
　<定員>40名      介護労働安定センター奈良支所
<趣旨> 人間の生理学的な体の動きを理解し、自然な体の動きを

短期専門コース ケアに応用し、腰痛予防とリハビリに繋げることを学ぶ研修です。 11月16日（木） ×＜募集締切＞
<テーマ> 「人の動きの学問・キネステティク」 9:30～16:30 有料（一般5,000円、賛助会員4,500円）
<講師> ”日本動きの学習協会””動きの学習とリハビリステーション研究会”

代表、作業療法士　谷口奨氏
<場所> 介護労働安定ｾﾝﾀｰ奈良支所　
<定員> 40名

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
ザーが相談に応じます。
雇用管理コンサルタントや人材育成コンサルタント、ヘルスカウンセラー等の専
門家によるアドバイスを受けることも可能です。



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

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。 11月4日～11月17日
介護ウインドの設置 当センターの介護労働サービスインストラクター及び ○ 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御相談に応じます。 9：30～16:00 無料 和歌山支部
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） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話 ：  073-436-9160
FAX ：   073-436-9170

＜内容＞ 詳細はHPをご覧ください。
第２回介護労働懇談会 １１月開催予定 ×

＜対象＞ （介護労働懇談会構成員）
＜場所＞

＜内容＞ 田辺：11月７日（火）
職員育成に関する集団指導 13：30～16：00まで ○
「事業所の中核を担う職員を 無料

　　　　　　　　育てる視点と視野」 ＜場所＞ 和歌山：11月9日（木） 事前申込が必要のため、
＜対象＞ 13：30～16：00まで 問い合わせ先までご連絡ください。
＜定員＞ 各会場　３０名

事業主、管理者、介護労働者リーダー職，中堅職員

介護労働懇談会構成員
未定

介護職場でのリーダー育成について、当センターが
委嘱するコンサルタントが本講習会を通して
皆様方の今後の取組のお手伝いを行います。

田辺：ビッグ・ユー会議室　／　和歌山：プラザホープ会議室

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



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

公益財団法人介護労働安定センター
<内容> ・講演「ロボットで切り開く介護・医療現場の未来」 鳥取支部

・各機関等の活動状況報告等

第3回介護労働懇談会 <場所> 鳥取労働局　4階　会議室 電話：0857-21-6571
<対象> 介護労働懇談会構成員 FAX：0857-21-6572

詳細はHPをご覧ください。
<内容> ハローワークとの合同面接会

・介護分野の事業所説明会の実施
介護就職デイ （西部） ・介護分野に必要な資格取得相談

・関係機関による各種相談
<場所> ハローワーク米子　会議室
<対象> 介護分野を希望する求職者
<定員> 希望者全員
<内容> 介護の日　啓発活動
<場所> 　ＪＲ鳥取駅前、ＪＲ倉吉駅前、ＪＲ米子駅前

第4回介護労働懇談会 <対象> 介護労働懇談会構成員

<内容> ハローワークとの合同面接会
・介護分野の事業所説明会の実施

介護就職デイ （中部） ・介護分野に必要な資格取得相談
<場所> 未定
<定員> 希望者全員

<内容> 　リスクマネジメントについて
<場所> 倉吉未来中心

短期専門コース <対象> 介護従事者
<定員> 50名

<内容> 1. 支部長挨拶　　介護労働安定センター事業概要説明含む
　「"認められたい"を満たす人が伸び、組織が元気になる」
2. 記念講演

賛助会員交流会 3. 賛助会員相互による意見交換
<場所> 倉吉未来中心　セミナールーム2

<対象> 賛助会員

<内容> 口腔ケアの指導方法
<場所> 鳥取県立福祉人材センター　第2小研修室、ベッド・トイレ室
<対象> 事業主・管理者・責任者
<定員> 30事業所

11月16日（木）

○
有料

事前申し込み必要
お問い合わせください。

11月22日（水）
×

（賛助会員）
※能力開発啓発セミナーは除く

介護技術等に関する講習会　第1
回

11月28日（火）

○
無料

事前申し込み必要
お問い合わせください。

11月9日（木）

○
無料

問い合わせ先まで
ご連絡ください。

11月10日（金）
×

（介護労働懇談会構成員）

11月中旬

○
無料

問い合わせ先まで
ご連絡ください。

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
ザーがご相談に応じます。
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。

11月4日～11月17日
9:00～17:30

（土・日・祝日を除く）

○
無料

問い合わせ先まで
ご連絡ください。

11月8日（水）
×

（介護労働懇談会構成員）



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～11月17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 島根支部
（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：0852-25-8302
＜内容＞ FAX：0852-25-8303

能力開発コース 11月13日・14日 ×
「同行援助従事者養成研修」 11月20日・21日 有料 詳細はHPをご覧ください。

（一般課程） ＜場所＞ 9:30～16:30までの
＜定員＞ 計24時間

＜内容＞
雇用管理コンサルタントの無料講 11月15日 ○
「失敗から学ぶ人事評価制度」 10:00～12:30 無料

＜場所＞ 事前申込が必要です
＜対象＞ 問い合わせ先までご連絡ください
＜定員＞
＜内容＞

介護技術等に関する講習会 11月15日 ○
「職場が活性化するほめ方 13:30～16:00 無料

叱り方講座」 ＜場所＞ 事前申込が必要です
＜対象＞ 問い合わせ先までご連絡ください
＜定員＞

2.「ほめると叱る」を理解する
3.「ほめると叱る」を実行する
いきいきプラザ島根401研修室
管理職・リーダー等中間管理職
45名

目的別アプローチ・キーパーソンの重要性
・人材育成、評価もＡＩ化！？

いきいきプラザ島根401研修室
管理職・リーダー等中間管理職
45名
1.「ほめると叱る」の必要性

・基本技能/応用技能・制度と従事者の業務
・代筆・代読の基礎知識について学びます。

①テクノアーク島根　②くにびきメッセ
28名

・なぜ失敗するのか？5つのケース・人事評価を活用した

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。
（一般課程）・同行援助の基礎知識・情報支援と情報提供



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。
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1日（水） 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 介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。 ～11月30日（木） 無料 岡山支部
問い合わせ先まで 電話：086-221-4565

8：30～17：00 ご連絡ください。 FAX：086-221-4572
<場所> （土・日・祝日を除く） 詳細はHPをご覧ください。
<対象>

<内容>
11月10日（金） 無　料 ハローワーク岡山

介護就職デイ 予約不要
合同面接会

ハローワーク岡山
詳細は、問い合わせ先までお電話でお願

いします。

<場所> 岡山市総合文化体育館　メインアリーナ

<対象> 福祉の職場へ就職希望する人
<相談窓口設置>　（公財）介護労働安定センター岡山支部

相談内容：具体的な仕事の内容に関する相談

　　　　　　　事業所の方は雇用管理コンサルタント相談（予約受付）

<内容>
介護就職デイ 11月9日（木） 無　料 ハローワーク倉敷中央

<場所> 倉敷アイビースクエア　フローラルコート 13：30～15：30 予約不要  電話：086-424-3333
<対象> 福祉の職場へ就職希望する人
<相談窓口設置>　（公財）介護労働安定センター岡山支部

相談内容：具体的な仕事の内容に関する相談

　　　　　　　事業所の方は雇用管理コンサルタント相談（予約受付）
<内容>

短期専門コース 11月30日（木） 有　料 公益財団法人介護労働安定センター
10:30～15:00 岡山支部

事前申込必要 電話：082-221-4565
<場所> FAX：082-221-4572
<対象>
<定員>

『介護職員のための調理実習』
調理の知識が十分でなかったり、食事のケアに悩んでいません
か？美味しく・楽しく・安全に！をモットーに、作る側も食べる側もう
講師：管理栄養士　高橋　智子氏
南ふれあいセンター　　岡山市南区福田690-1
介護職員等
残席僅か

13：00～16：00
（12:30～受付）

福祉人材コーナー
電話：086-241-3701

①参加事業所との個別面接会
②介護関係の仕事や資格に関する相談コーナー

面接会
ハローワーク倉敷中央 詳細は、問い合わせ先までお電話でお願

いします。

アドバイスを受けることもできます。
（公財）介護労働安定センター　岡山支部
事業主、管理者、介護労働者、介護職を目指す者

①セミナー　13:00～13:50（12:30～受付）
　介護職のやりがい・魅力を発信します。
②面接会　14:00～16:00
　40ブースでいろいろな施設の方に出会えます。
③実演・体験コーナー　14:00～16:00
　・高齢者体験（疑似体験）をしてみませんか？
　・「腰を痛めない介護」について学べます。

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

<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。 公益財団法人介護労働安定センター
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１日（水）～11月30日（木） 広島支部

介護ウインドの設置 介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。 9：00～16：30 無料

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで 電話：082-222-3063
ご連絡ください。 FAX：082-222-3703

<場所> 詳細はHPをご覧ください。
<対象>
<内容>

11月12日（日） 無料 「介護の日実行委員」
10：00～16：00 問い合わせ先まで 広島県福祉・介護人材確保等総合支援協

<場所> ご連絡ください。 ＴＥＬ：082-254-3415
<主催>
<対象> 公益財団法人介護労働安定センター

広島支部
<行事> 電話：082-222-3063

FAX：082-222-3703
<内容> ハローワーク広島東
<研修> ①研修10月12日（木） 無　料 福祉人材コーナー

定員：20名 ②研修10月20日（金） 受付順 ＴＥＬ　082-261-0176
<ﾊﾞｽﾂｱｰ> ③研修10月27日（金） 公益財団法人介護労働安定センター

<面談会> ハローワーク福山　 ④バスツアー11月2日（木） 広島支部

<対象> 福祉の職場へ就職希望する人　 ⑤就職面談会11月7日（火） 電話：082-222-3063
<内容> ハローワーク広島東
<研修> ①研修11月1日（水） 無　料 福祉人材コーナー

定員：20名 ②研修11月8日（水） 受付順 ＴＥＬ　082-261-0176
<ﾊﾞｽﾂｱｰ> ③研修11月15日（水） 公益財団法人介護労働安定センター

<面談会> ハローワーク広島西条　 ④バスツアー11月22日（水） 広島支部

<対象> 福祉の職場へ就職希望する人　 ⑤就職面談会12月2日（水） 電話：082-222-3063

<内容> 11月７日（火） 公益財団法人介護労働安定センター
13：30～16：30 有　料 広島支部

事前申込必要

<場所> 電話：082-222-3063
<対象> FAX：082-222-3703
<定員> 詳細はHPをご覧ください。
<内容> ①11月19日（日）20日（月）21日（火）

9：00～17：00 有　料
事前申込必要 公益財団法人介護労働安定センター

②11月26日（日）・11月27日（月） 広島支部
9：00～17：00 電話：082-222-3063

<場所> FAX：082-222-3703
<対象> 詳細はHPをご覧ください。

<定員>
<内容> ハローワーク広島西条

11月29日（水） 無　料 就職相談コーナー
14：00～16：00 受付順 ＴＥＬ　082-261-0176

公益財団法人介護労働安定センター

<場所> ハローワーク広島西条 広島支部

<対象> 介護職就職希望者 電話：082-222-3063

各20名程度
介護職未経験者就職支援セミ

ナー 介護職の就職に関心あるものの、経験、知識、資格等を有してい
ない求職者を対象とした職業セミナーを実施し、介護職に対する
理解を深める。

「介護の魅力の講話」

②　「同行援護従事者研修応用課程」12時間

ＪＤＳ八丁堀ビル6階　会議室
同行援護に従事する方、また従事することを希望する方
但し、応用課程においては、同行援護従事者（一般課程）修了者
または修了予定者に限ります。

事業者支援セミナー 危機的人材不足！いつまでつづく
～政府が進める「働き方改革とは」～
今からでも遅くない、多様な働き方で人的活用の提言

広島県立総合体育館　（中会議室）　

事業主、管理者
30名

同行援護従事者養成研修 ①　「同行援護従事者研修一般課程」20時間

福山地区
福山市内　介護事業所　2箇所

再就職支援研修
介護技術講習等
会場：東広島地域職業訓練センター

東広島地区
東広島市内　介護事業所　2箇所

平成29年度「介護の日」フェスタ
in広島 広島県庁正面、第1駐車場＆シャレオ中央広場

広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会

県民　（特に小学生　中学生、高校生　大学生等若世代を対象）

イベント内容　表彰式、講演会、アトラクション、常設展示場、合同
求人説明会

再就職支援研修
介護技術講習等
会場：福山医療学園　福山キャリア教育センター

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。
（公財）介護労働安定センター　広島支部
事業主、管理者、介護労働者、介護職を目指す者
「11月11日は介護の日」を周知することをきっかけとして、施設、事
業所　職能団体　養成校の連携のもと、県民への福祉・介護職に
対する正しい理解の促進と職業としての選択を促進することを目



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22日（水） 公益財団法人介護労働安定センター

13：30～16：30 無　料 広島支部

事前申込必要

<場所> 電話：082-222-3063
<対象> FAX：082-222-3703
<定員> 詳細はHPをご覧ください。

11月1日～11月30日 ○
無料

介護ウインドの設置 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。

山口労働局委託事業 <内容> 11月7日（火）

雇用管理改善推進事業 ×

雇用管理改善企画委員会・ <場所> 13：30～16：00 （合同会議構成員）

　　ワーキンググループ合同会議 <対象>

<内容> ○

<内容> 11月9日（木） 有料

スキルアップ講習 事前申込が必要のため

「緊急時の介護」 <場所> 10：00～16：00 問い合わせ先まで 公益財団法人介護労働安定センター
<対象> ご連絡ください。 山口支部
<定員>

電話：083-920-0926
FAX：083-920-0930

山口県委託事業 <内容> ○
雇用管理セミナー 11月14日（火） 無料 詳細はHPをご覧ください。

「管理者が知っておきたい <場所> 事前申込が必要のため

労務管理のキホン」 <対象> 13：00～16：00 問い合わせ先まで

<定員> ご連絡ください。

<内容> ○
スキルアップ講習 11月14日（火） 有料

「介護過程における <場所> 事前申込が必要のため
アセスメント力を磨く」 <対象> 10：00～16：00 問い合わせ先まで

<定員> ご連絡ください。

<内容> 11月中開催予定
第２回山口県介護労働懇談会 ×

<場所> 13：30～16：00 （介護労働懇談会構成員）

<対象>

介護事業所の経営者、施設長、管理者、介護職員等
60名程度

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
山口県社会福祉会館会議室（予定）

山口県介護労働懇談会構成員

介護事業所の経営者、施設長、管理者、介護職員等

40名程度

介護過程におけるアセスメント力（観察・情報収集
・分析・判断等）を磨きます。
山口県セミナーパーク　研修室

40名

実務で直面する「職員の働き方」についての基本を
理解していただけます。
山口県セミナーパーク　研修室

介護現場での利用者の体調の急変時等に対応できるように

するため、緊急な状況での判断に役立つ知識・症例などを

学ぶことができます。
維新百年記念公園 陸上競技場 会議室
介護職員等

      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。

介護分野における人材確保のための雇用管理改善を

通じた「魅力ある職場づくり」に向けての企画立案や報告等

山口県社会福祉会館会議室

雇用管理改善企画委員及びワーキンググループメンバー

ＪＤＳ八丁堀ビル6階　会議室

管理者、介護職員等
40名

      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。

介護技術等に関する講習会の開
催

テーマ　『感染予防策』
ノロウイルスやインフルエンザなどの感染症は広がりやすく、集団
感染をおこします。利用者さんが安心して生活が送れるよう、職員
が安心して働けるように講習会で感染拡大を防ぐための具体的な
対応やテクニックを演習を交えて学びます。



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> ○
スキルアップ講習 11月24日（金） 有料

「続・認知症の方の <場所> 事前申込が必要のため 公益財団法人介護労働安定センター
想いを探る」 <対象> 10：00～16：00 問い合わせ先まで 山口支部

<定員> ご連絡ください。

電話：083-920-0926

FAX：083-920-0930

山口県委託事業 <内容> ○
雇用管理セミナー １１月29日（水） 無料 詳細はHPをご覧ください。

「介護事業所のための <場所> 事前申込が必要のため
危機管理セミナー」（仮題） <対象> 13：00～16：00 問い合わせ先まで

<定員> ご連絡ください。

<内容> ○
『介護就職デイ』の 期日未定 無料

会場において （11月に開催） 問い合わせ先まで
情報提供及び相談 <対象> ご連絡ください。

11月1日～11月30日 ○
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

9：00～17：00 問い合わせ先まで 徳島支所
（土・日・祝日を除く） ご連絡ください。

電話：088-655-0471
FAX：088-655-0463

<内容> 11月10日
13：00～16：00まで × 詳細はHPをご覧ください。

賛助会交流会 <対象> （介護労働懇談会構成員）
<場所> （当センター賛助会員）

介護就職デイ～２０１７～ <内容> 11月10日 ○
  13：00～受付開始 無料

<対象>   13：30～
<場所>

福祉（介護職・看護職）お仕事相談窓口開設、介護職の
働き方DVD放映、介護体験コーナー開設等
介護・看護への就職を希望される方
ハローワーク徳島3階会議室

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
向けての情報交換及び介護就職DAY取組視察等
介護労働懇談会構成員・当センター賛助会員
徳島障害者職業センター会議室及びハローワーク徳島

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。

山口県下ハローワークで実施される合同面接会において
当センターのブース設置により介護能力開発アドバイザーや
介護労働サービスインストラクター等が各種相談に応じます。
一般求職者

緊急事態に備えた業務継続計画の作成を中心とした
危機管理セミナーです。
山口県セミナーパーク　研修室
介護事業所の経営者、施設長、管理者、介護職員等
40名程度

認知症の方のメッセージに気づき、目の前にいる方に
関心を持って取り組んでいきます。

山口県セミナーパーク　研修室
介護事業所の経営者、施設長、管理者、介護職員等
60名程度



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>
『介護ウインド』の設置 11月1日～11月30日 〇

無料

<場所> 9:00～17：30 事前申込必要

<対象> （土、日、祝日除く） お問い合わせください

<内容>
　11月7日（火） 〇

無料
<場所> 　13：30～16：00 事前申込必要
<対象> お問い合わせください
<定員>

<内容>

〇

11月13日（月） 無料

<場所> 　13：30～16：00 事前申込必要
<対象> お問い合わせください
<定員>
<内容>

〇
11月22日（水） 有料

「感染症の予防と対策」 <場所> 　10：00～16：00 事前申込必要
<対象> お問い合わせください

　 <定員>
<内容>

○

平成29年度

第2回介護労働懇談会 11月下旬 関係機関
<場所> （一般参加応相談）
<対象>

<内容>

〇

　11月20日（月）26日（日） 有料

「全身性障害者」 <場所> 事前申込必要
<対象> 9:30～16：30（20日） お問い合わせください

　 <定員> 9:30～14：30（26日）

移動支援従業者（ガイドヘル
パー）養成研修

香川県社会福祉総合センター
介護職員等（受講要件有）
30名（先着順）

短期専門コース

香川県社会福祉総合センター
事業主・管理者・介護職員等
30名（先着順）

安心して働くことが出来る介護事業所の職場づくりを支援すること
により、介護の人材確保および定着を図るため、香川県の行政機
関、介護団体等がネットワークを作り、相互の施策、事業に対する
理解の推進、情報交換・共有を行い連携して活動を進めます。

高松サンポートホール

能力開発啓発セミナー

「組織力を高める人材育成」

主に職員の雇用定着に向けた職場環境作り、組織力を高めるた
めの「報・連・相」を学んで頂きます。

高松テルサ
事業主、管理者、人事・労務担当者、介護職員等
30名（先着順）

介護技術等に関する講習会

「緊急時！介護現場応急手当の
技術と知識」

誤嚥等で呼吸停止が起こった場合の対処法　・ＡＥＤ・人体モデル
を使用しての実技演習　・救急隊への引き継ぎ
いざという時！あわてない為に！応急手当の知識と技術を再確
認すると共に習得の必要性を学びます

高松テルサ
事業主、管理者、人事・労務担当者、介護職員等
30名（先着順）

専門家が介護労働者の確保や定着促進のための方策、介護従
事者の研修、能力開発や健康管理及びメンタルヘルス等の相談
に応じます。

（公財）介護労働安定センター
　　香川支部

電話：087-826-3907
FAX：087-826-3908

詳細はＨＰをご覧下さい。

介護労働安定センター香川支部　他

介護事業者等

介護施設における感染のリスクと、その対策に関する基本的な知
識や、押さえるべきポイントについて学びます。

介護労働懇談会構成団体、介護関係団体、関係機関

全身性障害を持った方が外出する際の歩行や食事等の援助を講
義、実技を通して学び、地域で暮らす障害者の自立生活及び社会
生活を支援する「ガイドヘルパー」養成を目的としています。



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

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。
介護ウインドの設置 当センターの介護労働サービスインストラクター及び 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御相談に応じます。 9：00～17：30 無料 愛媛支部
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） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：089-921-1461
FAX：089-921-1477

介護就職デイ就職面接会 <内容> ハローワーク松山が主催する合同就職面接会
介護就職 デイに相談コーナーを設置して、求 詳細はHPをご覧ください。
職者の相談に対応します 無料

<場所> ハローワーク松山３階会議室
<対象> 福祉の職場へ就職を希望する人
<内容> 「介護に役立つ医学の知識」

有料
短期専門コース <場所> 宇和島きさいや広場 11月15日 事前申込が必要のため、

10:00～16:00まで 問い合わせ先までご連絡ください。
<対象> 介護職員等
<定員> 40名
<内容> 「介護についての講演・介護機器体験」

11月17日 無料
<場所>  松山南第二中学校 問い合わせ先まで

ご連絡ください。
<主催> 愛媛県老人福祉施設協議会

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。
介護ウインドの設置 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。 9：00～17：30 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） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。

介護就職デイ就職面接会 <内容> ハローワーク松山が主催する合同就職面接会
介護就職 デイに相談コーナーを設置して、求職者の相談に対応
します。 無料

<場所> ハローワーク松山３階会議室
<対象> 福祉の職場へ就職を希望する人
<内容> 「介護に役立つ医学の知識」

有料

短期専門コーズ <場所> 宇和島きさいや広場 11月15日 事前申込が必要のため、

10:00～16:00まで 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象> 介護職員等
<定員> 40名
<内容> 「介護についての講演・介護機器体験」

「高齢者疑似体験・介護ロボットによるデモンストレーション等」
11月17日 無料

<場所>  松山南第二中学校 問い合わせ先まで
ご連絡ください。

<主催> 愛媛県老人福祉施設協議会

11月14日
9:30～16:00まで

平成29年度「介護の日」
啓発イベント

11月14日
9:30～16:00まで

平成29年度「介護の日」啓発イベ
ント

           「高齢者疑似体験・介護ロボットによるデモンストレーション等」

11月1日～11月30日

アドバイスを受けることもできます。

11月1日～11月30日

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

介護ウインドの設置 <内容> 11月1日～11月30日 ○ 公益財団法人介護労働安定センター
無料 高知支部

9：00～16：30

（土・日・祝日を除く） ＴＥＬ： 088-871-6234
問い合わせ先まで ＦＡＸ： 088-871-6248
ご連絡ください。

<場所> 詳細はHPをご覧ください。

<対象>

「第8回 こうち 介護の日」 <内容> 「介護の日啓発事業部」
メインイベント 11月11日（土） ○ 高知県福祉・介護人材確保推進協議会

無料

<場所> ＴＥＬ： 088-823-9631
10：00～16：00 問い合わせ先まで

<主催> ご連絡ください。
公益財団法人介護労働安定センター

<対象> 高知支部
ＴＥＬ： 088-871-6234

<行事> ＦＡＸ： 088-871-6248

かいごＷｅｅｋ面接会 <内容> ○ ハローワーク高知
（介護就職デイ） 11月6日～11月10日 無料 ふくし人材コーナー

<場所>
13：30～15：30 問い合わせ先まで ＴＥＬ： 088-878-5327

<対象> ご連絡ください。

高知市介護予防等 <内容> ○ 公益社団法人高知市シルバー
サービス従事者養 11月　　　　　　 無料 人材センター

成研修 <場所> 14日・15日 ＴＥＬ： 088-882-3839
21日・22日 事前申込必要

<対象> 28日・29日 公益財団法人介護労働安定センター高知支部
ＴＥＬ： 088-871-6234

<定員> 詳細はHPをご覧ください。

クンペル高知

高知市シルバー会員　等

25名　（定員になり次第締め切ります）

介護関係に就職を希望されている方、介護関係等職業
訓練修了予定の方

高知市介護予防サービス従事者養成研修

ミニ就職面接会での資格取得等の個別相談及びミニ
セミナーを実施します。

ハローワーク高知　２階　大会議室

県民

「介護の日」ポスター作文・コンテスト表彰式
ステージイベント（お笑いライブ、トークセッション）
協議会メンバーによる情報提供会場
職場体験会場（介護・看護体験）

供を行います。

こうち旅広場（高知駅前）

高知県福祉・介護人材確保推進協議会

事業主、管理者、介護労働者、介護職を目指す方

高知労働局・ハローワーク高知等と連携した福祉・介護
の仕事の魅力の周知及びこれらに関する相談、情報提

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。

（公財）介護労働安定センター　高知支部

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。



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

障害者自立支援法 <内容> × 公益財団法人介護労働安定センター
関連研修 有料 高知支部

<場所> 11月15日～11月17日
ＴＥＬ： 088-871-6234

事前申込必要 ＦＡＸ： 088-871-6248
<対象>

詳細はHPをご覧ください。

<定員>

障害者自立支援法 <内容> ×
関連研修 有料

<場所> 11月28日・29日

<対象> 事前申込必要

<定員>

<内容> ○
11月1日 無料

 介護ウインド設置 ～11月17日 問い合わせ先まで 公益財団法人介護労働安定センター
9:00～17:30 ご連絡ください。 福岡支部

（土・日・祝日を除く）
電話：092-414-8221

<内容> ○ FAX：092-414-8222
11月29日 無料

介護技術セミナー <場所> 14:00～17:00 問い合わせ先まで 詳細はHPをご覧ください。
<対象> ご連絡ください。
<定員>

<内容> ×
11月21日 有料（2,000円）

介護の職場環境改善セミナー <場所> 10:00～16:00 （北九州市内の介護事業所限定）
<対象>
<定員>

<内容> ○
11月15日 無料

介護職員研修会 <場所> 午前　10:00～12:30 事前申し込みが必要なため
<対象> 午後　13:30～16:00 問い合わせ先までご連絡ください。
<定員>

<内容> ○
18:00～20:00 無料

介護職員研修会 <場所> 事前申し込みが必要なため
<対象> 問い合わせ先までご連絡ください。
<定員>

<内容> ○
11月14日、11月17日 有料

介護職員研修会 <場所> 9:30～16:40 （10,000円　テキスト代別途2,592円）
<対象> 事前申し込みが必要なため
<定員> 問い合わせ先までご連絡ください。

応用課程
福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）
同行援護に従事する方、または従事するこを希望する方
20名

（介護技術の実験研修）
福智町
全職員
50名

同行援護従業者養成研修

（ケアマネージャー・中堅層向け）
福智町
介護事業所の職員
50名

介護技術のスキルアップ

（事故・トラブルを事前に防ぐには）
ウェル戸畑
北九州市内の介護事業所
40名

アセスメント力を上げよう（介護の質を上げるために）

～誰のための排泄介助か～
福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）
介護事業所の職員
40名

介護職のためのリスクマネジメントセミナー

ヘルパー1級、2級

30名　（定員になり次第締め切ります）

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
発アドバイザーがご相談に応じます。
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
スを受けることができます。

利用者のための排泄ケアを学ぼう

全身性障害者移動支援従業者養成研修課程

高知県立ふくし交流プラザ

介護福祉士、実務者・基礎・初任者研修修了者、

介護福祉士、実務者・基礎・初任者研修修了者、
ヘルパー1級、2級

30名　（定員になり次第締め切ります）

知的障害者移動支援従業者養成研修課程

高知県立ふくし交流プラザ

福祉牧場　おおなろ園



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（水）～ ○
介護ウインドの設置 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御相談に応じます。 9：00～17：00 問い合わせ先まで 佐賀支所
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。
アドバイスを受けることもできます。 電話：0952-28-0326

<内容> FAX：0952-28-0328
11月9日（木） 〇
13:30～16:00 無料 詳細はHPをご覧ください。

(アンガーマネジメント) <場所> 事前申込が必要のため、 http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/saga/index.html

<対象> 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>
<内容>

第8回　短期専門コース 11月29日（水） ×
(認知症ケア) 9:30～12:30 有料

<場所>
<対象>
<定員>
<内容>

第9回　短期専門コース 11月29日（水） ×
(ターミナル（看取り）ケア) 13:30～16:30 有料

<場所>
<対象>
<定員>
<内容>

「介護の日」 共催により、啓発用のチラシを配布して、「介護の日」の 11月11日（土） × 一般社団法人
街頭啓発活動の実施 周知を図ります。 17:00～19:00 佐賀県介護福祉士会

<共催> 介護労働安定センター佐賀支所
<対象> （時間については予定） 電話：0952-75-3292
<場所> FAX：0952-75-3293

<内容>
11月12日（日） 〇 佐賀県健康福祉部
10:00～16:00 無料 長寿社会課

（イベント） <対象>
<場所> 電話：0952-25-7105
<主催> FAX：0952-25-7265

<後援>
<内容>

「保育と介護の就職フェアー」 11月18日（土） 〇 佐賀県社会福祉協議会
<主催> 10:30～14:00 無料 福祉・人材センター
<場所> （事前申込は不要です）
<対象> 電話：0952-28-3406
<後援> FAX：0952-28-3407

「介護就職デイ」 <内容> 11月14日（火） 〇 佐賀公共職業安定所
相談ブースの設置 13:30～16:00 無料
ミニセミナーの実施 <共催> 事前申込が必要のため、 電話：0952-24-4362

<対象> 問い合わせ先までご連絡ください。

<場所>

を実施します。
介護労働安定センター佐賀支所
介護分野への就職希望者
ハローワーク佐賀　3階大会議室

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会
フレスポ鳥栖（鳥栖市）
保育や介護等の福祉の職場に関心があり、就職を希望する人
介護労働安定センター佐賀支所　他

ミニ就職面接会での資格取得等の個別相談及びミニセミナー

「さが介護・健康・福祉ﾌｪｱｰ2017」

一般市民
ゆめぷらっと小城（小城市）
佐賀県、佐賀中部広域連合、佐賀県介護保険事業連合会
佐賀県介護福祉士会、佐賀新聞社
介護労働安定センター佐賀支所　他
保育や介護の仕事に関心のある方を対象として、仕事内容、資
格、就職に関する情報提供を行います。

介護労働者等
60名
佐賀労働局、ハローワーク、佐賀県介護福祉士会との

一般市民
ＪＲ佐賀駅および佐賀駅バスセンター周辺

家族や社会の支えを必要とする「介護」をはじめ、介護予防のた
めに個人でも取り組める「健康」、社会全体で取り組む「福祉」を
テーマに開催する

メートプラザ佐賀
介護労働者等
60名
施設における看取りケアの体制、本人の希望に添った看取りケア
実践のための方法論を学ぶ。

メートプラザ佐賀

体系的な人材育成の一環として「アンガｰマネジメントのスキル」を
習得し、怒りのエネルギーをポジティブに使うことの重要性を学
ぶ。

能力開発啓発セミナー

アバンセ
介護事業所の管理者・リーダー・介護職員等
50名（先着順）
認知症の方の想いを探り、認知症の症状を関係性から読み解くこ
とにより認知症ケアの正しい知識、実践を学ぶ。

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


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（水） 無料 （公財）介護労働安定センター　長崎支部

介護ウインドの設置 ～ 専門家による相談は 電話：095-828-6549
11月30日（木） 事前申込が必要です FAX：095-828-6589
9：00～17：00 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

長崎県介護人材確保対策事業 <内容> 事務局：長崎県社会福祉協議会
11月3日（祝） ○ 　　　　　福祉人材研修センター

「ながさき介護 12：00～16：00（予定） 無料 電話：095-846-8656
　　ありがとうフェア2017」 <場所> FAX：095-846-8798

能力開発啓発セミナー <内容> ○ （公財）介護労働安定センター　長崎支部
11月15日（水） 無料 電話：095-828-6549

人財育成にはお金がかかる 13：30～15：30 事前申込が必要です FAX：095-828-6589
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

<場所>

長崎労働局協賛 <内容> ○
無料

働き方改革で人材確保！ 11月15日（水） 事前申込が必要です
<対象> 13：00～16：00 問い合わせ先までご連絡ください

<場所>

<内容>

明日から実践！ ○
セルフコントロールと 11月16日（木） 無料

コミュニケーション（仮） 18：00～19：30 事前申込が必要です
<対象> 問い合わせ先までご連絡ください

<場所>

<内容>
長崎県労働基準協会共催

11月21日（火） ○
介護事業所の 第1部　13：30～15：00 無料

基盤強化セミナー 第2部　15：15～16：45 事前申込が必要です
問い合わせ先までご連絡ください

<対象>

<場所>

介護技術等に関する講習会 <内容>
○

利用者を危険から 11月24日（金） 無料
守るＰＥＡＰ 13：00～15：00 事前申込が必要です

<場所> 問い合わせ先までご連絡ください

環境課題を捉えて目標設定をする、環境作りの計画策定、
振り返りなど詳しく解説します。

大久保大黒町ビル　新館2階　（長崎市大黒町9-22）

事業所における管理者、労務管理担当者　等

ＮＢＣ別館　3階　（長崎市上町1-35）

認知症高齢者への環境支援について、基本的な考え方、

高い転職率と慢性的な人材不足の中で、介護業界の労働
時間や休日・休暇、安全衛生などをはじめとする就労環境を
整えることは急務です。このような状況から、第1部では労務
管理等について、第2部では管理者自身のストレスコントロール
部下の抱えるストレスに気づき対処する方法を解説します。

介護のお仕事をしている方

福江総合福祉保健センター　1階　研修室

コミュニケーションが取れない要因としては、その技法だけで
はなく、怒りや不安、ストレスなど、様々な感情が関係している
場合もあります。まずは、自分ができることを学び、明日から
のコミュニケーションに活かしましょう！

働き方改革の解説から導入に伴う労務管理のポイント、また
実際に導入されている事例をもとに詳しくご説明します。

～良い人材を定着させるために今
やっておくこと～

介護事業所において雇用管理を担当する方、またはそのご予定の方

住友生命長崎ビル　8階　（長崎労働局　会議室）

人財育成は「量的」のみならず「質的」確保を生み出すための
一体的な取組を進めていくことがとても重要です。
助成金を活用して、働きがいのある職場を目指しましょう。

～キャリアパス制度と助成金の活
用～ 大久保大黒町ビル　新館2階　（長崎市大黒町9-22）

介護について知っていただくために、11月11日の介護の日に
合わせてイベントを開催します。

長崎市浜町商店街「ベルナード観光通り」

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
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等が対
応いたします。また、内容に応じて当センターの雇用管理コンサル
タントやヘルスカウンセラー、キャリアコンサルタントなどの専門家
からアドバイスを受けることも可能です。



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

介護ウィンド開設 介護労働相談窓口として「介護ウィンド」を開設します 11月1日～11月30日 ○
・雇用管理相談 無料 公益財団法人介護労働安定センター
・健康管理、メンタルヘルス相談 8：30～17：00 問合せ先まで 熊本支部
・研修、能力開発 （土・日・祝日除く） ご連絡ください

・人材確保、定着促進の方策
電話：096-351-3726

<内容> FAX：096-351-3756
介護の日inくまもと2017 11月11日 ○

「未来に繋ぐ介護のたすき」 無料 詳細はHPをご覧ください。
<会場> 12：00～16：00
<主催>

<内容> 福祉人材合
福祉の就職 11月7日 ○

総合フェア2017 無料
－ 介護就職デイ － <会場> 14：00～16：00

<主催>

<内容> 介護福祉士試験準備講習
介護福祉士 <会場> 10月26日 ○

試験準備講習 11月17日 有料
12月5日 事前申し込み必要
12月14日

<定員>

短期専門コース <内容> 11月15日 ○
「介護報酬請求」 <会場> 有料

基礎編 <定員> 10：00～16：00 事前申し込み必要

短期専門コース <内容> 2017/11/22 ○
「介護報酬請求」 <会場> 有料

実践編 <定員> 10：00～16：00 事前申し込み必要

介護報酬請求　実践編
三井生命熊本ビル（予定）
60名

介護報酬請求　基礎編
三井生命熊本ビル（予定）
60名

10/26 熊本県総合福祉センター
11/17 熊本市総合体育館。青年会館
12/5 熊本県総合福祉センター
12/14 熊本県総合福祉センター
20名

福祉の仕事ガイダンス（各種相談コーナー）
　・資格相談コーナー ・就職登録コーナー ・資料提供コーナー
ＫＫＲホテル熊本　2階「五峯」「城彩」
熊本県社会福祉協議会 熊本県 熊本労働局 ﾊﾛｰﾜｰｸ熊本
熊本県看護協会 介護労働安定ｾﾝﾀｰ熊本支部

高校生福祉体験発表
ＲＵＮ伴プレゼン
メイン講演（未定）
くまもと県民交流館パレア
介護の日ｉｎくまもと実行委員会



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。 11月1日～11月30日
介護ウインドの設置 当センターの介護労働サービスインストラクター及び ○ 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御相談に応じます。 8:30～17：00 無料 大分支部
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） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：097-538-1481
FAX：097-538-1486

<内容> 11月9日 ○
～介護って実は素晴らしい～ 12:30～13:30 無料 詳細はHPをご覧ください。

<講師>     （受付12:15～）
<対象> 求職者　他 当日でも参加可能

<場所>

<内容> 11月9日 ハローワーク大分オアシス庁舎
14:00～15:30 電話：097-538-8622

（受付13:30～）
主催：大分労働局、 ハローワーク別府
　　　　ハローワーク別府 電話：0977-23-8609
  　　　大分県福祉人材センター
後援：介護労働安定センター
        　　　　　　　　大分支部
　　　　大分県看護協会 <場所> トキハ会館5階　ローズ・カトレアの間
　　　　大分県保育連合会 <対象> ○介護、看護等　福祉関係職種に就職を希望している方、

 　興味のある方
○平成30年3月卒業見込みの学生

<目的> 11月22日 公益財団法人介護労働安定センター
能力開発啓発セミナー ○ 大分支部

＆ ・能力開発啓発セミナー 無料
介護技術等に関する講習会

○能力開発啓発セミナー 「介護職の感情マネージメント」  9：30～12:00 事前申込が必要のため、

<内容> ～アンガーマネージメント～ 問い合わせ先までご連絡ください 電話：097-538-1481
FAX：097-538-1486

<対象>
<定員> 50名 詳細はHPをご覧ください。

○介護技術講習会 「介護におけるフットケア技術の習得」 ・介護技術講習会 

<内容>  13：00～16:00

<対象>
<定員> 50名

<内容> ○
介護福祉士国家試験 ・講義 11月27日、28日 有料

対策講座 ・模擬試験 12月18日 事前申込が必要のため、

<受講対象者> 第30回介護福祉士国家試験受験予定者等 問い合わせ先までご連絡ください

<定員> 50名

魅力的な職場環境を実現し、能力開発の視点から介護分野にお
ける体系的な人材育成や実践的な知識・技能を修得することを目
的に、効果的に支援するため実施します。

「アンガーマネジメント」の習得も人材育成の重要なポイント。体系
的な人材育成の一環として「アンガーマネジメントのスキル」を習
得し、怒りのエネルギーをポジティブに使うことの重要性を学びま
しょう
事業所等の教育担当及び管理者の方等

爪の役割とはなんでしょうか？
高齢になっていくと爪はどうなっていくのでしょうか？
フットケアが必要な理由はなんでしょうか？
そのような疑問を解いていきます
介護事業所の管理職・リーダー・介護職等

介護福祉士国家試験対策講座

介護職は3K『感謝、感動、感激』
大分労働局

大分県介護労働懇談会 三浦　晃史

トキハ会館　カトレアの間

○
無　料

求職者は当日でも参加可能

介護就職デイ2017年秋
福祉の就職フェア

○就職面接会
　 社会福祉施設・事業所等と面談
　 ※応募を決めていない方も事業所の方からお話が聞けます
　 ※面接希望の場合は、求人票に明記している応募書類を用意
　　してください
　 ※大分、別府所管内の60社程度の事業所が参加
○各種相談コーナー
   資格取得や仕事の内容等について相談

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

介護ウインドの設置 11月14日～11月17日 ○
無料 公益財団法人介護労働安定センター

問い合わせ先までご連絡下さい。 宮崎支部

電話：0985-31-0261
FAX：0985-31-0335

第6回 介護のお仕事 <内容> ○
　　　　　「基本講習」 <場所> 11月14日 無料 詳細はHPをご覧ください。

<対象> 9:25～15:30まで 事前申込が必要なため
問い合わせ先までご連絡下さい。

<定員>

介護労働講習 <内容> 11月15日 ○
  「認知症と 9:30～14:20まで 有料

           作業療法」 <場所> 事前申込が必要なため
<対象> 問い合わせ先までご連絡下さい。
<定員>

第１回 <内容> 11月21日 ○
介護技術等に関する講習会 9:50～11:50まで 無料

「介護ロボットの <場所> 事前申込が必要なため
現状と未来」を知る <対象> 問い合わせ先までご連絡下さい。

<定員> 40名

事業者支援セミナー <内容> 11月21日 ○
「部下を持つ人の 13:30～16:30まで 有料

　感情マネジメント」 <場所> 事前申込が必要なため
<対象> 問い合わせ先までご連絡下さい。
<定員>

第7回 介護のお仕事 <内容> ○
　　　　　「基本講習」 <場所> 11月27日 無料

<対象> 9:25～15:30まで 事前申込が必要なため
問い合わせ先までご連絡下さい。

<定員> 20名

希望されている方

ＪＡ・ＡＺＭホール　別館201研修室
介護事業主・介護従事者
30名（定員に達した為、12月5日に追加講習を実施します。）

介護の基本的な知識・技術を学びます。
都城市総合社会福祉センター
介護の仕事に従事することを希望されている方や、再就労を

介護ロボットによる高度な技術を理解し未来につなげる
をサブテーマに学びます。
ＪＡ・ＡＺＭホール　別館202研修室
介護事業主・介護従事者

円滑なコミュニケーションのために、中堅の立場に役立つ
感情コントロールを学びます。

病気、環境、生活史の側面から考え、生活の視点を
大切にすることなどを学びます。
ＪＡ・ＡＺＭホール　別館302研修室
介護事業主・介護従事者
60名

介護の基本的な知識・技術を学びます。
宮崎県福祉総合センター　人材研修館2Ｆ　介護研修室
介護の仕事に従事することを希望されている方や、再就労を
希望されている方
20名

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、ご相談に応じます。
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

介護ウインドの設置 11月1日～11月30日 ○ 公益財団法人介護労働安定センター
8：30～17：00 無料 鹿児島支部

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで

ご連絡ください。 電話：099-255-6360
FAX：099-255-6361

<内容> ○ 詳細はHPをご覧ください。
11月5日 無料

<対象> 10：00～17：00 問い合わせ先まで
<場所> ご連絡ください。
<内容> ○

鹿児島県主催　介護 11月5日 無料
ふれあいフェスタ2017 10：00～17：00 問い合わせ先まで

<対象> ご連絡ください。
<場所>

平成29年度 <内容>
鹿児島労働局委託 11月6日 ×

事業委員会 <対象> 10：00～12：00 （企画委員構成員）
<場所>

平成29年度
鹿児島県委託事業 ＜内容＞
「キャリアパス構築 11月8日 ×

支援事業」 <対象> 10：00～16：00 （事前申込み事業所のみ）
霧島地区研修会 <場所>

平成29年度 <内容>
介護労働講習 11月10日 ×

（実務者研修含む） 10：00～ （受講生のみ）
修了式 <対象>

<場所>

平成29年度
鹿児島県委託事業 <内容>
「キャリアパス構築 11月13日 ×

支援事業」 <対象> 10：00～16：00 （事前申込み事業所のみ）
川内地区研修会 <場所>

ハローワーク鹿児島 <内容> ○
福祉就職フェア <対象> 11月15日 無料

<場所> 10：00～16：00 問い合わせ先まで
ご連絡ください。

平成29年度 <内容> ○
第2回能力開発啓発セミナー 11月16日 無料

<対象> 13：30～16：00 問い合わせ先まで
<場所> ご連絡ください。

事業主、管理者、職場改善に興味のある方
マリンパレスかごしま

鹿児島市サンロイヤルホテル

個人の能力を最大限に活かすためにキャリアコンサルティ
ングの実践を学びます。

処遇改善加算Ⅰを未取得の事業所
川内文化ホール

HW鹿児島主催の職場面接会
介護職に就業する予定の方

事業所への就職を目的としています。
雇用保険受給資格者で公共職業安定所長の受講指示者等
鴨池南国ビル地階第4会議室

鹿児島県委託事業において、介護職員のキャリアパス
構築を支援するための研修会を開催します。

構築を支援するための研修会を開催します。
処遇改善加算Ⅰを未取得の事業所
人材育成センター

6月1日から開講した介護労働講習（実務者研修含む）の
625時間カリキュラムを全て修了し有資格者として、介護

企画委員会を開催し、状況確認をします。
雇用管理改善サポーター、企画委員等
鴨池南国ビル地階会議室

鹿児島県委託事業において、介護職員のキャリアパス

に介護する側、される側、それぞれの立場からの「介護」
について理解を深めてもらうことを目的としています。
鹿児島県民
かごしま県民交流センター

平成29年度労働局受託事業の進捗状況について

鹿児島市主催
　わくわく福祉交流フェア

福祉関係団体としての日頃の活動内容の紹介や健康・
福祉に関する事項等についてご相談に応じます。
鹿児島市民
鹿児島市　上町ふれあい広場
県民、介護従業者、関係団体及び行政機関等、職員等

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

平成29年度 <内容>
短期専門コース 11月24日 ×

「エンドオブライフケア」 <対象> 10：00～16：00 （事前申込み事業所のみ）
<場所>

平成29年度
鹿児島県委託事業 <内容>
「キャリアパス構築 11月28日 ×

支援事業」霧島 <対象> 10：00～16：00 （事前申込み事業所のみ）
地区研修会 <場所> 公益財団法人介護労働安定センター

鹿児島支部

平成29年度 <内容> 電話：099-255-6360
管理者リーダー研修 <対象> 11月16日 × FAX：099-255-6361

<場所> 13：30～16：00 （事前申込み事業所のみ）
詳細はHPをご覧ください。

平成29年度 <内容>
鹿児島労働局委託 11月20日 ×

地域ネットワーク研修会 <対象> 19：00～20：30 （事前申込み事業所のみ）
（郡山Gr） <場所>

平成29年度 <内容>
ストレス対策支援セミナ- ー 11月15日 ×

<場所> 13：30～17：00 （事前申込み事業所のみ）

平成29年度 <内容> 11月14日
喀痰吸引等研修会 <対象> ～28日 ×

（鹿児島会場） <場所> 9：30～17：00 （事前申込みの方のみ）

介護福祉士 <内容>
国家試験準備講習 <対象> 11月14日 ×

<場所> 9：30～15：30 （事前申込みの方のみ）

介護福祉士取得に向けた試験準備対策講座
介護福祉士国家試験受験予定者等
鴨池南国ビル地階会議室

喀痰吸引及び経管栄養を行える介護職員の養成研修
事業管理者が推薦し、自施設での実地研修が可能な方
鴨池南国ビル地下会議室

郡山公民館

ストレスマネジメントを学ぶ
介護事業者の職員
鴨池南国ビル地下会議室

鴨池南国ビル地下会議室

介護職員の意識向上を図り、仕事に対するモチベーション
向上の為の研修会の開催
地域ネットワーク郡山Gr

処遇改善加算Ⅰを未取得の事業所
人材育成センター

部下の意識を変える手法を学びます
介護事業所のリーダー等

介護職員等
マリンパレスかごしま

鹿児島県委託事業において、介護職員のキャリアパス
構築を支援するための研修会を開催します。

介護現場でのエンド・オブ・ライフケア（人生を終える時期に必要
とされるケア）について理解を深めます。



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 11月1日～11月30日 ○ 公益財団法人介護労働安定センター
8：30～17：00 無料 沖縄支部

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで
ご連絡ください。

電話：098-869-5617
　雇用管理改善セミナー <内容> FAX：098-869-5618

健康確保に関する集団相談 ○
「介護職員のための知っておき 11月14日 無料 詳細はHPをご覧ください。

たいメンタルケア」（予定） <場所> 13：30～16：30まで 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> 40名

<内容>
能力開発啓発セミナー 11月29日 ○

<場所> 10:00～12:00 無料
<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。

<内容>
介護技術等に関する講習会 11月29日 ○

<場所> 13:30～15:30 無料
<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。

平成29年度「介護の日」 <内容> 11月9日(木） ○ 沖縄県社会福祉協議会
講演会 無料 介護実習・普及センター

（当センター後援） <対象> 14：00～16：00 問い合わせ先まで 電話：098-882-1482
<場所> 開場13：00 ご連絡ください。 FAX：098-882-1486

一般県民(介護従事者含む）
パレット市民劇場（那覇市久茂地1-1-1)

沖縄県総合福祉センター
事業主、管理者及び能力開発担当者等
40名

演目：認知症の私は記憶より記録
沖縄トヨペット株式会社　大城勝史さんが講師

～職場環境向上の必要性について～
沖縄県総合福祉センター
事業主、管理者及び能力開発担当者等
40名

介護現場におけるタイムマネジメント
～人を育てるための時間の使い方～

介護労働者が抱えている悩みについて当センターが
委嘱するヘルスカウンセラーが事例をもとに
お話致します。

沖縄県総合福祉センター
介護労働者等

魅力的な職場作りのために今できる事

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。


