
名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

<内容>

　　「介護分野での新たな期待～介護外国人技能実習生の未来～」

　　　　　　医療法人社団　富家会　富家病院理事・院長

第24回 11月9日（金） ○

　介護事業等の精通した者をお招きし、介護分野への外国人労働者の 無料

介護労働シンポジウム 13:00～16:00 事前申込必要

（開場12:30)

<対象> 介護事業者、介護労働者、介護に関心のある方 お問い合せください

<場所> 東京ウｲメンズプラザ

東京都渋谷区神宮前5-53-67

<定員> 240名（先着順）

<主催> （公財）介護労働安定センター

<後援> 

公益財団法人介護労働安定センター

本　部

　　電話 03(5901)3041(代表）

<内容> 　　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』の設置 <担当> 各支部・支所へお問い合せください。 支所にお問い合せください。

9:00～17:00

（土・日・祝日除）

<対象>

<場所>

平成30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≫

　講演者：富家　隆樹

（公財）介護労働安定センター
各支部・支所の詳細はホームページを

ご覧ください。
《パネルディスカッション》

　　「外国人労働者を受け入れるための体制づくり」

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、

受入れについて、ディスカッションを行います。

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

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

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

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


名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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

9:00～17:30 問い合わせ先までご連絡ください。

（土・日・祝日を除く）

公益財団法人介護労働安定センター

<内容> 介護・看護業務における求人希望の企業と、介護・看護職 ○ 北海道支部

介護・看護就職デイ への就職を希望する求職者が一堂に会する合同面接会。 11月6日（火） 無料 電話：011－219－3157

北海道労働局主催で当センターは相談窓口として参加します。 13:00～16:00 当日自由参加 FAX：011－219－3158

<対象> 介護業界への就職希望者

<場所> 札幌市：札幌パークホテル 詳細はHPをご覧ください。

<内容> 北海道委託事業「介護従事者定着支援事業」 ○

雇用管理改善セミナー 「明日」から定着率を高める介護事業所実践セミナー 11月13日（火） 無料

全道6都市で開催の第4回目 13:30～16:30 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象> 介護事業所の管理者等

<場所> 釧路：まなぽっと幣舞（生涯学習センター）

<内容> 北海道委託事業「介護従事者定着支援事業」 11月6日（火） ○

介護職員健康確保セミナー メンタルヘルスセミナー（函館）と腰痛対策セミナー（帯広） 函館 無料

全道6都市で開催の第4回目と第5回目 11月14日（水） 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象> 介護従事者 帯広

<場所> 函館：サンリフレ函館　帯広：とかちプラザ

<内容> 介護福祉士国家試験合格を目指した、筆記対策の説明と ○

介護福祉士試験準備講習 11月23日（金） コース受講料　15，300円

模擬試験代　2，500円

<対象> 事前申込が必要です。

<場所>

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。

模擬試験による本試験の予行練習

介護従事者、及び今後、介護の仕事に就く予定の方

札幌市：旭川信金ビル5階



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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

（土・日・祝日を除く） 公益財団法人介護労働安定センター

9:00～17:30 青森支部

<対象> 電話：017-777-4331

<内容> FAX：017-777-4335

○

無料 詳細はHPをご覧ください。

事前申込みが必要なため、

<場所> はまなす会館（青森市） 問い合わせ先までご連絡ください

<対象> 介護事業所にお勤めの方

<定員> 午前・午後共に30名

介護基本技術講習 <場所> サンライフ弘前（弘前市）

<対象> 介護現場への就労意欲のある青森県内の中高年齢者及び主婦層

<定員> 30名

11月9日（金）

介護福祉就職デイ 11月16日（金）

<対象> 介護・福祉分野へ就職を希望している求職者の方 11月19日（月）

<場所> ハローワーク青森2階会議室 いずれも14:00～16:00

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。 公益財団法人介護労働安定センター

岩手支部

電話：019-652-9036

FAX：019-652-9037

〈内容〉 ○

「ケアニン」 11月9日（金） 無料 詳細はHPをご覧ください。

無料上映会 開始時間未定 事前申込が必要です。

〈会場〉 【2回上映予定】 詳細が確定次第、

HPでお知らせします。

〈定員〉

○
無料

問い合わせ先までご連絡ください

介護労働に関する相談窓口を設置し、当センターの介護労働サービスイ
ンストラクター及び能力開発アドバイザーがお話をお伺いします。また、
専門家による労務関係の相談をはじめ、人材育成、メンタルヘルスにつ
いてのご相談をお受けいただくこともできます。

介護事業所にお勤めの方

介護事業所のキャリア開発、キャリア形成の取組を推進する事を目指し
開催します。
（午前の部）質問力を身につける！
（午後の部）コミュニケーション力を向上させる！

11月15日（木）
午前の部:

10:00～12:00
午後の部:

13:00～15:00

介護技術講習・
能力開発セミナー

<内容> 介護業務について未経験者又は無資格者を対象として開催します。介
護現場で必要とされる基本的な知識・技術を習得していただけます。 11月27日（火）～11月30日（金）

の4日間
いずれも10:00～17:00

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。

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。

介護業界の方、介護業界に関心のない方にも、介護の仕事の

魅力を伝えるため、介護映画「ケアニン」の無料上映会を開催します。

○
無料

事前申込みが必要なため、
問い合わせ先までご連絡ください

<内容> 事業者と求職者の就職相談・面接機会の確保、雇用管理改善に関する
情報交換の場の提供を図る目的で、就職相談会（介護・福祉就職デイ）
を開催します。

○
無料

事前申込み不要です。
直接会場へお越しください

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

アイーナ いわて県民情報交流センター

小田島組☆ほ～る

200名



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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4日（土） ○ 公益財団法人介護労働安定センター

介護労働問題相談窓口 ～ 無　料 　宮城支部

「介護ウインド」の設置 11月17日（土） 電話相談は開催期間中随時 電話 022(291)9301

9:30～17:00 ＦＡＸ 022(291)9302

<場所> （土・日・祝日を除く） 担当：小山、大野

詳細はＨＰをご覧下さい。

<内容> 11月4日（土） ○ 公益財団法人介護労働安定センター

『雇用管理コンサルタント』 ～ 無　料 　宮城支部

相談援助 11月1７日（土） 電話 022(291)9301

9:30～17:00 ＦＡＸ 022(291)9302

<場所> （土・日・祝日を除く） 担当：長谷部、小山

<対象>

11月4日（土） ○ 公益財団法人介護労働安定センター

『ヘルスカウンセラー（健康問題）』 ～ 無　料 　宮城支部

相談援助 <場所> 11月1７日（土） 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

介護就職デイ 11月13日（火） 無　料 　宮城支部

11月14日（水） 電話 022(291)9301

<場所> 10:00～16:00 ＦＡＸ 022(291)9302

<対象> 担当：山川、大野、長谷部、小山

<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又は介護事業所

雇用管理の改善に取組む介護事業所の責任者等

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。

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

<内容>
介護現場におけるメンタル面・腰痛対策問題等について、専門のヘルス
カウンセラー（臨床心理士・看護師、産業カウンセラー等）がご相談に応
じます。

（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。介護に関連する仕事をされている方

<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。ハローワーク仙台人材総合支援コーナー

介護労働に関して興味・関心を示す来場者の方



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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

「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

<対象> 介護事業所事業主、介護労働者など 秋田支部

<場所> 電話：018-853-5177

FAX：018-853-5178

詳細はHPをご覧ください。

<内容>

<場所> ハローワーク秋田　　2大会議室

<対象> 介護分野への就職希望者

<内容> 11月27日（火） 無料

<場所> 13：30～16：30 （事前申し込みが必要です）

<対象> 40名

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 11月中旬
無料

（事前申し込みは不要です）

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。

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（木）～11月16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

能力開発セミナー

人材育成に関するテーマで実施予定

秋田テルサ



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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。

介護ウインドの設置 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 11月1日～11月30日 ○

①センター職員による相談 サービスインストラクターが相談時応じます。 9:00～17:30 無料

また、自身のキャリア形成や資格取得等については、 （土・日・祝日を除く） 問い合わせ先までご連絡下さい

能力開発アドバイザーが支援させていただきます。

公益財団法人介護労働安定センター

<内容> ○ 山形支所

介護ウインドの設置 うえでの悩み、職場の人間関係、ハラスメント等の相談を 11月13日（火） 無料 電話：023-634-9301

②ヘルスカウンセラーによる相談 受けることが出来ます。 13:30～15:30 問い合わせ先までご連絡ください。 FAX：023-634-9300

<対象> 介護事業所にお勤めの方ならどなたでも

<場所> 山形ビッグウイング（山形市平久保100番） 詳細はHPをご覧ください。

<内容> ○

介護ウインドの設置 疑問に専門家（社会保険労務士）が答え、助言いたします 11月9日（金） 無料

③労務トラブル解消相談 事業所、来場者どちらでも気軽に相談ください 12:30～15:30 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象>

<場所>

第2回能力開発啓発セミナー <内容> ○

職員の成長のための 11月27日（火） 無料　

キャリア・コンサルティング <対象> 9:30～12:30 申込期間　10/1～11/5

<場所> ※定員になり次第〆切

<定員>

<内容> ○

第２回介護技術講習 11月27日（火） 無料　

施設における終末期ケア <対象> 13:30～16:30 申込期間　10/1～11/5

<場所> ※定員になり次第〆切

<定員>

<内容> 11月13日（火） ○

福祉のしごとフェア2018 ●講演会 無料

～介護就職デイ就職面談会～ 12:30～13:30 就職面談を希望する方はハローワーク

（山形、寒河江、村山） ●面接会 または当センターへご連絡下さい

<対象> 13:30～16:00 その他のイベント参加は直接会場へ

<場所> お越し下さい

福祉のしごと就職フェア（米沢）において、労使関係トラブル、

当日会場にお越しの方ならどなたでも

グランドホクヨウ（米沢市金池2-3-7）

介護人材育成コンサルタントによる「目標に向けた面談」を考える。

評価面談、タイプ別指導法等学ぶ

管理者対象

福祉のしごとフェア2018（山形会場）において、仕事をする

山形ビッグウイング　研修室

40名

・介護・福祉分野への就職面接会、78社と面談可能

・講演：日本一かっこいい介護福祉士杉本浩司氏が語る

　「介護のimageを変える」講演会

山形ビッグウイング　研修室

40名

施設で最期を迎える方をその人らしく看取るためには、

看取りのあり方、取り組み、職員の役割を学ぶ

介護職員対象

・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



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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」を設置する。 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介護 10:00～16:30 無料

　能力開発アドバイザーが相談に応じる。 （土・日・祝日を除く） 問い合わせ先までご連絡ください。

　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。

<主催> 福島労働局・ハローワーク福島・ハローワーク郡山　 福島市11月8日(木) ○ 公益財団法人　介護労働安定センター

 介護就職デイ <共催> 当センター福島支所 等 13:30～15:30 参加無料 福島支所

　福祉関係就職面接会 <内容> 介護等福祉関係職種への求職者を対象にした就職面接会 郡山市11月14日(水) 問い合わせ先までご連絡ください。 電話：024-523-1871

<会場> 福島市／ウェデング・エルティ　  13:30～16:00 FAX：024-523-1876

　　　 　 郡山市／ビックパレットふくしま　 　　　　

詳細はHPをご覧ください。

介護技術等に関する講習会 <内容> 11月13日(火) ○

「中間管理者のマネジメント テーマ ①チームが機能するための目標と戦略の具現化 ① 9:30～12:30 参加無料

　能力向上のカギ」 　　　　 ②人材育成を意識したリーダーとして成長する ②13:30～16::30 問い合わせ先までご連絡ください。

<場所> 安積総合学習センター　集会室

<対象> 管理者等

さすけねぇ新聞 介護事業所に役立つ情報等を提供するほか、県内の介護 無料配布

第34号発刊 事業所を紹介する福島支所発行の会報 11月1日発刊 ご希望の方は問い合わせまで

県内の介護事業所、各ハローワーク等に配布 ご連絡ください。

きらり健康生活（協）常務理事･柿沼 充 氏による講話。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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

介護ウィンドの設置 ○

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。

公益財団法人介護労働安定センター

<内容> ボディメカニクス 茨城支部

いつもの「？」を解決しよう 電話：029-227-1215

短期専門講習 最小限の力で最大限の効果を挙げるコツが満載！ 11月2日（金） 有料 FAX：029-227-1216

<講師> 國谷　千春氏、　大内　千秋氏 10:30～16:30 事前申し込みが必要

<場所> 第一中央ビル６階 詳細は、HPをご覧下さい。

<定員> 40名　

<受講料> 4,000円（一般、賛助会員とも）

<内容> 技能実習生受け入れの雇用管理を理解する

事業者支援セミナー <講師> 特定社会保険労務士　鈴木　正人氏 11月14日（水） 有料

<場所> 土浦市勤労者総合福祉センター 13:30～15:30 事前申し込みが必要

<定員> 40名

<受講料> 4,000円（一般）　3,600円（賛助会員）　

<内容> 「なるな寝たきり　つくるな寝たきり」 ○

介護の日講演会 シルバーリハビリ体操の考案者でもある大田仁史氏の講演会です 11月22日（木） 無料

<講師> 茨城県立健康プラザ管理者　大田　仁史氏 13:30～15:30 問い合わせ先までご連絡ください。

<場所> 茨城県立健康プラザ

<定員> 100名　

<内容> 茨城県が主催するイベントに参加して、当センターの事業内容を 10月26日（金） ○

介護の日 　県民に広く周知する ～ 無料 茨城県保健福祉部　健康長寿福祉課

パネル展示事業 11月12日（月） 問い合わせ先までご連絡ください。 電話：029-301-3321

<場所> 茨城県庁2階　県民情報センター

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。

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30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 9:00～17:00 無料

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先までご連絡ください。

内容によっては、専門家によるアドバイスへ、お取次ぎ

いたします。

<内容> 施設内でのインフルエンザやノロウィルスが流行する前に ○

短期専門講習 対策を学びましょう。正しい手洗いや方法でウィルスを 11月16日（金） 有料 公益財団法人介護労働安定センター

「感染防止対策」 撃退しましょう 10:00～16:00 事前にお申込下さい。定員があり　　　 栃木支所

<場所> 自治医科大学メディカルシュミレーションセンター ますので、事前にご確認下さい。 電話：028-643-6445

<対象> 介護職員等 FAX：028-643-6448

<定員> 50名

詳細はHPをご覧ください。

<内容> 平成29年度介護労働実態調査報告等

第2回介護労働懇談会 講話：資質向上のための取組・労働環境、処遇改善のための取組 11月22日（木） ×

講師：社会福祉法人美明会　特別養護老人ホーム義明苑 14:00～16:00 介護労働懇談会構成員

事務長　吉田　和敬　様（予定）　　　

<対象> 介護労働懇談会構成員

<場所> とちぎ福祉プラザ　403会議室

<内容> 「ハラスメントについて相談をしよう！」 11月29日（木） ○

個別雇用管理コンサルタント相談 <場所> 足利不動産ビル3階会議室 10:00～　11:00～ 無料

<対象> 介護事業所 13:00～　14:00～ 事前にお申込下さい。

<定員> 相談希望事業所　5社 　　　　　　　　15:00～ 先着順になります。

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。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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 9:00～17:30 無料

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先まで 公益財団法人介護労働安定センター

ご連絡ください。 群馬支所

電話：027-235-3013

FAX：027-235-3014

<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15日（木） ×

<対象> 14:00～16:00 （介護労働懇談会構成員他）

<場所>

群馬介護フェス2018 <内容> 11月10日（土） ○

（主催：県　後援） <対象> 一般 10:00～17:00 無料

<場所>

第2回介護技術等に <内容> 11月8日（木） ×

関する講習会 <対象> 13:30～16:30 無料

<場所>

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

介護労働懇談会構成員

群馬県公社ビル

介護の仕事ＰＲイベントを行います

けやウオーク前橋　けやきコート

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。

各機関の活動報告、事業所の事例発表

「サービス提供責任者の役割」講習会

介護事業所の経営者、管理者、サービス提供責任者

前橋市総合福祉会館　第一会議室



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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 ○

介護ウインドﾞの設置 当センターの介護労働サービスインストラクター及び 9:00～17:30 無料

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） 問い合わせ先までご連絡ください

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。

公益財団法人介護労働安定ｾﾝﾀｰ

ハローワーク大宮 <内容> 11月8日(木） ○ 埼玉支部

就職面接会 13:00～16:00 無料 電話：048-813-2551

<場所> （就職希望者） FAX：048-813-2552

詳細はHPをご覧ください。

<内容> テーマ：　新時代の介護福祉 ○

介護の学校ｉｎ埼玉 「次世代の介護業界に必要な学び」に視点を当てて開催。 11月11日（日） 無料

埼玉支部は、ブースを設置して、介護業界を目指す方への相談に 9:20～16:55 申し込み不要　当日参加ＯＫ

応じます。

<場所> 東洋大学　朝霞キャンパス

ハローワーク川越 <内容> 11月16日(金） ○

就職面接会 13:00～16:00 無料

<場所> （就職希望者）

<内容> 平成29年度介護労働実態調査結果紹介

介護労働人材を巡る動き 11月19日(月) ☓

介護労働懇談会 イメージアップ活動の紹介 13:30～17:00 (介護労働懇談会構成員)

質疑応答

尊厳ある看取り

<場所> 浦和コミュニテイセンター

<対象> 介護労働懇談会構成員

面接会場にて、就職希望者の相談等に応じます。

鴻巣文化センター

面接会場にて、就職希望者の相談等に応ます。

ウエスタ川越



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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 介護事業所における労務管理・就業規則作成・人材育成 11月1日（木）～11月30日(金） 無料

「介護ウインド」 ・メンタルヘルス等の問題に対して、専門家（社会保険労務士等）が 平日 事前申し込みが必要 公益財団法人介護労働安定センター

相談援助を行います。 9:00～17:00 お問い合わせ先までお電話下さい 千葉支所

　電話：043-202-1717

　FAX：043-202-1833

<内容>

11月13日（火） ○ 　詳細はHPをご覧ください。

本来の介護技術の習得 10:00～16:00 有料

<主催> 介護労働安定センター千葉支所

<場所> 　千葉センタースクエアビル

<内容> 合同就職面接会において、介護労働安定センター千葉

第2回福祉のしごと 支所が介護職に就職を希望する方々に対し、介護職の 11月17日（土） ○ 千葉県福祉人材センター

就職フェアinちば 就職やキャリアアップの相談援助を行います。 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

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

福祉人材就職面接会 介護職に就職を希望する方々に対し、介護職の就職や 11月16日（金） ○ ハローワーク千葉

～介護就職デイ～ キャリアアップの相談援助を行います。 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

●寝返りから移乗介助まで教育関係で習得した知識・技術の不足分を
補い、本来の技術を習得。
●対象者への接触の技術等、対象者の動きをより引き出すための考え
方や技術を学びます。
●介護職員の腰痛予防につながる技術を学びます。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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東京支部内に「介護ウィンド」を設置する。 11月1日～11月30日 ○

介護ウインドの設置 9:00～17:30 無料

（除く土日祝日） 問い合わせ先　要・連絡

<内容> 公益財団法人介護労働安定センター

H30年度第1回 東京支部

介護労働懇談会 <対象> 介護労働懇談会構成員 11月12日（月） ×

<場所> 中野サンプラザ 13:30～16:00 無料 電話：03-5901-3061

<定員> 総勢約30名 FAX：03-5901-3062

詳細はHPをご覧ください。

<内容>

介護技術等に関する 業務について 11月13日（火） ○

講習会 <対象> 介護事業者 9:30～11:30 無料

<場所> 中野サンプラザ

<定員> 約100名

<内容> 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

個別相談会を実施します。 11月17日(土） ○

めぐろ福祉しごと相談会 <対象> 介護業種求職者 13:00～16:30 無料

<場所> 目黒区総合庁舎 申込不要

<定員> 約50名

<内容>

11月15日（木） ○

特別セミナー <対象> 9:30～11:30 無料

<場所>

<定員>

東京支部の介護労働サービスインストラクターおよび

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します。

介護事業におけるＩＣＴ活用事例研究

中野サンプラザ

約50名

導入運用実績ある事業者の現状報告と課題検討

看取り介護

ケアカンファレンスと看取り介護計画の実施、一連の流れと

ストレスマネジメント（管理者および業務従事者双方の視点から

職場におけるストレスのコントロール方法を解説する。

介護事業者



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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

8:30～17:00 事前申込が必要です。

（土・日・祝日を除く） 右記問い合わせ先まで

ご連絡ください。 公益財団法人介護労働安定センター

神奈川支所

<内容> ○ 電話：045-212-0015

11月1日（木） 無料 FAX：045-212-0016

～ 事前申込が必要です。

11月30日（金） 右記問い合わせ先まで 詳細はHPをご覧ください。

ご連絡ください。

<対象>

<場所>

<内容> 11月1日（木） ○

～ 無料

11月30日（金） 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（木） 無料

～ 事前申込が必要です。

〈対象〉　 11月30日（金） 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（木） 無料

<対象> ～ 事前申込が必要です。

<場所> 11月30日（金） 右記問い合わせ先まで

ご連絡ください。

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。

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）

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、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



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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（木） ○

～ 無料

11月30日（金） 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> 公益財団法人介護労働安定センター

<内容> 神奈川支所

横浜公共職業安定所主催 11月8日〈木） ○ 電話：045-212-0015

『2018　よこはま介護就職デイ』 　 13:00～15:30 無料 FAX：045-212-0016

<場所> （受付　12:30～） 事前申込の必要はありません。

<対象> 直接、会場にお越し下さい。 詳細はHPをご覧ください。

○

短期専門コース 　 11月14日〈水） 受講料　7,000円

10:00～16:00 （テキスト代1,620円含む）

事前申込が必要です。

<講師> 右記問い合わせ先まで

<場所> ご連絡ください。

<対象>

<定員>

〈内容〉

介護技術講習会 11月15日（木） ○

介護現場での「フットケア」 14:00～16:00 無料

事前申込が必要です。

〈講師〉　 鈴木　良江 右記問い合わせ先まで

〈場所〉　 ウイリング横浜 ご連絡ください。

〈対象〉　 介護事業所の事業主・管理者・指導者・介護労働者等

〈定員〉　 40名（先着順受付）定員になり次第締切

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

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

足爪のトラブルに対して、どのように手入れをしたら良いのかわからず悩
みながらケアしてませんか？きちんとした足の手入れで、介護予防にも
役立ちます。つめの役割と重要性、そしてその効果について、高齢者の
フットケアの基礎知識・介護技術を学び、ぜひ現場で活かしましょう!!

　

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。

～福祉・介護のしごと就職面接会
～

新都市ホール（そごう横浜店9Ｆ）

介護の仕事に就こうと考えている方等

<内容> 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30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4日(土) ○

介護労働相談窓口 ～ 無料

「介護ウインド」の設置 11月17日(金) 事前申込み必要 公益財団法人介護労働安定センター

<対象> 9:00～17:00 お問合わせ下さい 新潟支部

<場所> (土・日・祝日除く) 電話：025-247-1963

<内容> FAX：025-247-1964

11月10日(土) ○

「介護就職デイ」会場 <主催> 13:30～15:30 無料 詳細はHPをご覧ください。

にて相談援助 <対象> 事前申込み不要

<場所>

<内容> 11月19日(月) ×

第二回介護労働懇談会 13:30～15:30 (新潟県介護労働懇談会構成員)

<対象>

<場所>

<内容> 11月20日(火) ○

「人材育成セミナー」 <講師> 10:00～16:00 無料

<対象> 事前申込み必要

<場所>

<定員>

<内容>

第6回短期専門コース <講師> 11月21日(水) ○

　　　　　　　　　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

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。

介護従事者、求職者、学生等

新潟テクノスクール

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、外国人スタッフ採用の現状について発表、その他情報

　　　*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

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

介護事業所の施設長、管理者、リーダー等

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター　大会議室

50名

プレゼンテーションスキルアップ研修

株式会社マナーズ　代表取締役　山田　節子　　氏

介護事業所の施設長、管理者、リーダー、及び一般職員

交換・意見交換等。

新潟県介護労働懇談会構成員

新潟県建設会館　4階 402会議室

介護リーダー養成のためのセミナー

株式会社マナーズ　代表取締役　山田　節子　　氏

デンカビッグスワンスタジアム　会議室5

50名



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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 ○

9:00～17:00 無料

（土・日・祝日を除く） 問い合わせ先までご連絡ください。 公益財団法人介護労働安定センター

富山支所

電話：076-444-0481

<内容> FAX：076-444-0425

介護サポーター養成研修 11月2日（金） ○ 詳細はHPをご覧ください。

<場所> 9:50～15:30 無料

<対象> 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。

<定員>

<内容>

11月2日（金） ○

介護事業所の組織管理者研修 <場所> 9:30～16:20 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>

11月11日（日） ○

10:30～15:00 無料

<場所>

<対象>

<内容> 高齢者向けの調理実習、介護予防、就労支援等について学ぶ

研修です。 ○

介護サポーター養成研修 <場所> 11月13日（火） 無料

9:00～15:30 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>

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。

介護サポーターに携わる上で必要な知識、安全な介護のための基礎知
識（安全対策、尊厳、接遇等）介護保険制度等介護の現状について学ぶ
研修です。

ボルファートとやま　4F　瑪瑙の間

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

15名

・第5回「がんばる介護職員応援事業」表彰式

・LIVEコンサート：匂い蜂（河合　良）

いい日、いい日介護の日
inとやま2018

「介護の日」フェスティバル

・今すぐ使える簡単な介護技術の披露

・今話題の介護食の試食、認知症チェック

・相談コーナー（福祉・介護の仕事相談等）

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

一般の方（介護現場や地域でサポーター（助手）として働こうとお考えの
方、わずかな時間の活用を希望する方）

30名

成果を上げる業務改善について学びます。

講師：谷口　公一氏

ボルファートとやま　9F　称名の間

事業主・施設長・管理者等

富山市まちなか賑わい広場「グランドプラザ」

一般

9：00～13：00：サンフォルテ2F調理室

13：15～15：30：ボルファートとやま　8F

一般の方（介護現場や地域でサポーター（助手）として働こうとお考えの
方、わずかな時間の活用を希望する方）

30名



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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14日（水） 無料

介護職場の就職説明・面談会 14:00～15:30 ＜問い合わせ先＞

<場所> 富山県民共生センター　サンフォルテ　2Ｆホール 富山市福祉保健部介護保険課

<対象> 介護分野への就職を希望している方等 電話：076-443-2041

<定員> 20事業所参加予定 ハローワーク富山福祉人材コーナー

電話：076-431-9965 公益財団法人介護労働安定センター

<内容> 富山支所

○ 電話：076-444-0481

就労支援サポーター 11月14日（水） 無料 FAX：076-444-0425

ステップアップ研修 <場所> 10:00～16:00 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。 詳細はHPをご覧ください。

<定員>

<内容>

○

就労支援サポーター 11月15日（木） 無料

ステップアップ研修 <場所> 10:00～16:00 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>

○

<場所> 11月15日（木） 無料

<対象> 10:00～16:00 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。

<定員>

<内容> ○

賛助会交流会 11月16日（金） 無料

<場所> 14:00～17:00 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> 賛助会員の参加希望者

<内容>

○

11月19日（月） 無料

<場所> 9:50～15:30 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>

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。

介護サポータ研修に加え、介護現場での就労に役立つより実践的な生
活支援技術を学ぶ研修です（ベット・車イスを使用した移動介助、着脱介
助講習等）

ボルファートとやま　8F

一般

30名

介護サポーター養成研修
ポリテクセンター富山

介護サポータ研修に加え、介護現場での就労に役立つより実践的な生
活支援技術を学ぶ研修です（ベット・車イスを使用した移動介助、着脱介
助、食事介助講習等）

ボルファートとやま　8F

一般

30名

介護技術、認知症ケア、感染症・緊急時の対応、コミュニケーション技
術、虐待防止等を学ぶ復職支援研修です。

潜在的介護従事者等
復職支援研修

ポリテクセンター富山

一般の方（介護の資格等を持っているが学びなおしたいと考えている方
や、もう一度、介護の仕事に就きたいと考えておられる方）

一般の方（介護現場や地域でサポーター（助手）として働こうとお考えの
方、わずかな時間の活用を希望する方）

30名

30名

講演（「ハラスメントがない事業所」がしているコト/講師：蓑輪紀子氏）及
び「誰もが働きやすい職場環境づくり」についての意見交換会。

サンフォルテ3F　303号室

賛助会員事業所

介護サポーターに携わる上で必要な知識、安全な介護のための基礎知
識（安全対策、尊厳、接遇等）介護保険制度等介護の現状について学ぶ
研修です。



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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>

○

就労支援サポーター 11月20日（火） 無料

ステップアップ研修 <場所> 10:00～16:00 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>

公益財団法人介護労働安定センター

<内容> 富山支所

○ 電話：076-444-0481

<場所> 11月21日（水） 無料 FAX：076-444-0425

9:00～15:30 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。 詳細はHPをご覧ください。

<定員>

<内容>

○

働きやすい職場づくりセミナー <場所> 11月28日（水） 無料

<対象> 14:00～16:00 事前申込が必要のため、

<定員> 50名 問い合わせ先までご連絡ください。

<内容>

○

就労支援サポーター 11月30日（金） 無料

ステップアップ研修 <場所> 10:00～16:00 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>

介護サポータ研修に加え、介護現場での就労に役立つより実践的な生
活支援技術を学ぶ研修です（ベット・車イスを使用した移動介助、着脱介
助講習等）

ポリテクセンター富山

一般

30名

助成金を活用した職場定着と人材育成について

講師：泉　秀樹氏

ボルファートとやま　4F　瑪瑙の間

富山市内の介護分野の事業所の方

介護サポータ研修に加え、介護現場での就労に役立つより実践的な生
活支援技術を学ぶ研修です（ベット・車イスを使用した移動介助、着脱介
助、食事介助講習等）

ポリテクセンター富山

高齢者向けの調理実習、介護予防、就労支援等について学ぶ研修で
す。

介護サポーター養成研修
9：00～13：00：サンフォルテ2F調理室

13：15～15：30：ボルファートとやま　8F

一般の方（介護現場や地域でサポーター（助手）として働こうとお考えの
方、わずかな時間の活用を希望する方）

30名

一般

30名



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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5日（月）～11月16日（金）

9:00～16:30

(土日祝日は除く)

<対象>

<場所>

<内容> 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

11月21日(水) ×

<対象> 13:30～15:30

<場所>

(内容)

11月29日(木)

(対象) 13:30～16:30

(定員) 50名

(場所)

“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

公益財団法人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）

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
クターｰ及び能力開発アドバイザ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。

電話相談は、開催期間中随時

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。

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

（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）

第2回
介護労働懇談会

公益財団法人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第2会議室（金沢市鞍月2-1）

第2回
介護技術等講習会

○
無　料

受講申込書で事前にお申込み下さい。

公益財団法人介護労働安定センター
石川支部

TEL：076-260-1561
FAX：076-260-1562

担当：星野
（詳細はＨＰをご覧下さい）

腰痛予防のための福祉用具の活用

実際のリハビリテーションについて詳しい解説等を行います。

介護事業所の管理者、介護職員、その他希望者など

石川県リハビリテーションセンター（金沢市赤土町ニ13-1）



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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

介護労働に関して相談窓口を設けます。 11月4日～11月17日 ○

介護ウインドの設置 9:00～17:30 無料

（土・日・祝日を除く） 公益財団法人介護労働安定センター

福井支所

電話：0776-25-1365

<内容> １．介護に関係する団体が合同で介護イベントを盛り上げます。 FAX：0776-25-4706

介護まるかじり！ ２．専門ブースに「介護ウィンド」を設け、介護に関する 11月4（日） ○

フェスタ2018 　　多様な相談に専門職員が応じます。 10:00～16:30 無料 詳細はHPをご覧ください。

３．介護労働に関して分かりやすいパネルを掲示します。

<場所> ハピテラス

<内容> これからの魅力ある介護職場づくりについて専門家がヒントを ×

能力開発セミナー 提示します。 11月22日（木） 介護関係者対象

「職員が辞めない職場づくり」 <対象> 介護事業者等 13:30～16:00 無料

〈定員〉 60名

<場所> 県中小企業産業大学校

アドバイスを受けることもできます。

就労・メンタルヘルス・資格能力開発等、専門家による



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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1日～11月30日 ○

「介護ウインド」を 9:00～17:30 無料

設置します (土・日・祝日を除く) 問合せ先までご連絡ください

<対象>

<内容> ○ 公益財団法人介護労働安定センター

よう職場全体で意識共有できるよう出張勉強会を設けます 11月1日～11月30日 無料 山梨支部

職員の健康確保に係る ●メンタルヘルス対策、　●介護現場における腰痛対策 9:00～応談 希望実施日時等を事前に 電話：　055-255-6355

勉強会受付 (土・日・祝日を除く) 問合せ先までご連絡ください FAX：　055-255-6356

<場所> （希望日時に実施できない場合もあります）

<対象> 詳細はHPをご覧ください。

<内容>

11月14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>

<内容>

介護の日 11月9日（金） ―

街頭キャンペーン 7:30～9:00

<場所>

<内容> 山梨労働局、各ハローワーク主催で行われる就職面接会。

①11月7日（水）

介護就職デイ 14:00～16:00 ○ 　問い合わせ先

無料 各ハローワーク

②11月8日（木） 事前申込不要

14:00～16:00

<場所>

労務管理やメンタルケア、職員の能力開発に関すること

などお困りの事やご質問の相談窓口を設けました。

介護施設、事業所の職員の方

※施設、事業所の管理者の方からお申込みください

『人材育成で活用できる助成金の実践解説講習』

人材育成には助成金が活用できます。活用できるよう、

助成金申請の手順や関係書類等を易しく解説します。

センター担当者及びコンサルタント（社労士、キャリアコンサルタント等）

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

介護施設で働く職員の皆様が健康的に活き活きと働ける

申込施設に出向き、職員勉強会を実施します

介護福祉士会の活動と連携して実施します。

ＪＲ甲府駅前

当センターは、求職者の方の相談コーナーを設けます。

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

山梨県介護人材確保定着対策事業の一環として、介護職の

魅力のＰＲ活動を、山梨県及び、介護福祉士養成施設協会、

①郡内地域ハローワーク（富士吉田、都留、大月）

②国中地域ハローワーク（甲府、韮崎、塩山、鰍沢）

①会場：　富士吉田市総合市民会館

②会場：　ベルクラッシック甲府



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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。 ○

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（木）～ 無料

介護ウインドの設置 介護能力開発アドバイザーが相談に応じます。 　　　11月30日（金） 問い合わせ先まで

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 8:30～17:00 ご連絡ください。

アドバイスを受けることもできます。 （土・日・祝日を除く）

公益財団法人介護労働安定センター

<内容> ○ 長野支部

第2回ふくしの職場 行います。 11月2日（金） 無料

説明会・就職面接会 12:00～15:30 問い合せ先または 電話：026-232-0898

長野会場 <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 FAX：026-232-0906

<場所> 長野県福祉人材センター

℡026-226-7330 詳細はHPをご覧ください。

<定員> へお問合せ下さい。

<内容> これからの介護現場を担う介護福祉士養成校の先生や現場で ○

働く若手介護職員に介護の魅力を伝える講演会の実施 11月3日（土） 問い合わせ先または

「介護の日県民のつどい」 12:45～16:25 長野県「介護の日」普及委員会

<対象> 介護福祉養成校の先生、若手介護職員 （受付12:00～） 事務局　一般社団法人

<会場> 長野市ホクト文化ホール　中ホール 長野県高齢者福祉事業協会

公益社団法人　長野県介護福祉会

℡026-228-5005

へお問い合わせください。

<内容> ○

第2回ふくしの職場 行います。 11月13日（火） 無料

説明会・就職面接会 12:00～15:30 問い合せ先または

 松本会場 <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。

参加事業所が各ブースにて、事業所概要や採用予定等の説明を

各関連機関等による個別相談コーナーの設置

メルパルク長野 1階　ホール

制限なし

参加事業所が各ブースにて、事業所概要や採用予定等の説明を

各関連機関等による個別相談コーナーの設置

松本市勤労者福祉センター　1階　大会議室



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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>

　　～やる気を引き出すには～ 11月22日（木） ○

10:00～14:00 無料

問い合わせ先までご連絡ください

<対象> 公益財団法人介護労働安定センター

<場所> 長野支部

<定員> 　問い合わせ先

電話：026-232-0898

FAX：026-232-0906

<内容> 11月28日（水） ○

　　～やる気を引き出すには～ 10:00～14:00 無料 詳細はHPをご覧ください。

問い合わせ先まで

ご連絡ください。

<対象>

<場所>

第二集会室

<定員> 50名

<内容>

平成29年度第1回 11月26日（月） ×

長野県介護労働懇談会 ～いつか自分達が誰かのお世話になる 14:00～16:00 （長野県介護労働懇談会構成員）

　　だから自分たちが元気のうちに出来る事を～

<対象> 長野県介護労働懇談会構成員

<場所> JA長野県ビル13F　特別会議室Ⅱ

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 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：058-264-6846

<内容> FAX：058-264-6848

第2回介護労働懇談会 11月20日(火） ×
10:00～12:00 （岐阜県介護労働懇談会会員） ＊詳細はHPでも確認できますので

※岐阜県内の25機関・団体 ご覧ください。

<対象> 岐阜県介護労働懇談会

<場所> ワークプラザ岐阜/岐阜市

介護事業所の事業主・管理者・責任者・リーダー

長野市地域職業訓練センター　2階　視聴覚室

50名

能力啓発開発セミナー介護技術等
に関する講習

「中間管理職の能力向上」　　　　　　　　　　10:00～12:00

「介護事業所で使える助成金活用法」　　  13:00～14:00

「中間管理職の能力向上」　　　　　　　　　　10:00～12:00

能力啓発開発セミナー介護技術等
に関する講習

「介護事業所で使える助成金活用法」　　  13:00～14:00

介護労働実態調査結果の報告説明と意見交換、各機関の活動状況報
告、介護分野の人材確保に向けての情報・意見交換を実施します。ま
た、平成31年度の各機関・団体が計画する福祉及び介護関連のイベン
トや行事・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。

介護事業所の事業主・管理者・責任者・リーダー

諏訪市文化センター

平成29年度　介護労働実態調査長野県版の説明

講演「NPO法人御代田町はつらつサポーターの活動」

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。 　

公益財団法人介護労働安定センター
岐阜支所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30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>

10月～12月開催

岐阜県介護人材育成
 （10月4日
高山市、
10月17日
岐阜市）

事業者認定制度の認定制度普及

促進説明会 11月7日（水）　多治見市

（委託事業） 11月28日（水）　大垣市

（12月5日　美濃加茂市）

　　　　　事例について

<対象> 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 ※全会場

事業者 13:00～15:30

（今後、「取組宣言事業者」への応募を考えている事業者）

<場所>

<定員> 各会場とも40名程度

<内容> 平成29年度において、人材育成及び雇用管理の改善について先進的な

取組を実施している認定事業者の事例発表会です。

第1部　基調講演 11月13日（火）

　　「科学的介護経営」に基づく新たな人財確保戦略とは 13:30～16:30

　　講演：原田　匡氏　　 多治見市

（株）ケアビジネスパートナーズ代表取締役

第2部　事例発表（2事業者）

<対象> 介護事業者

<場所> セラミックパークＭＩＮＯイベントホール

<内容> 視覚障がい者の方が外出など日常生活を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。 11月26日（月）～28日（水）

同行援護従事者の養成を図る目的をもっています。 3日間

＊同行により移動に必要な情報提供、排泄や食事等の介護、 9:00～17:30

その他必要な援助

<対象> 介護職従事者、視覚障がい者の移動に携わる方

<場所> ワークプラザ岐阜/岐阜市

<定員>

<内容> 「介護職員の薬の知識」

これからは介護職員も医療的知識が必要となっていきます。 11月20日（火）

短期専門講習 今回は介護現場で求められる薬についての基礎知識の習得を 10:00～14:00

目指します。

<対象> 介護職従事者

<場所> 下呂市民会館

<定員> 20名

平成28年度より始まった制度で、28年度は62事業者、29年度にも62事
業者が認定を受けました。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
者の人材確保を支援していく制度です。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、制度の説明会を実
施するものであります。

○
無料

事前申し込みが必要のため
問い合わせ先までご連絡下さい

　
公益財団法人介護労働安定センター

岐阜支所説明会は2部構成で実施します。

第1部　認定取得にむけた第一歩

○
有料

事前申し込みが必要のため
問い合わせ先までご連絡下さい

同行援護従事者養成研修
（一般課程）

20名

○
有料

事前申し込みが必要のため
問い合わせ先までご連絡下さい

第2部　認定制度支援コンサルタント派遣による個別支援の 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。

岐阜県下5圏域で随時開催します

○
無料

事前申し込みが必要のため
問い合わせ先までご連絡下さい

岐阜県介護人材育成
事業者認定制度の取組発表会

（委託事業）



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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 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。 公益財団法人介護労働安定センター

アドバイスを受けることもできます。 静岡支部

電話：054-252-0222

FAX：054-252-0122

介護技術講習 <内容> ①職員、利用者にダブルで魅力がＵＰする「笑う×ほめる」 11月29日（木）

及び能力開発セミナー 　コミュニケーションによる心も体も元気に！ ①9:30～12:00 ○ 詳細はHPをご覧ください。

（午前　受付9:00～） 無料

「魅力ある職場づくりと 事前申込が必要のため、

人材育成」 ②13:00～15:30 問い合わせ先までご連絡ください。

「多様性を活かす人材育成 <場所> （午後　受付12:45～）

マネジメント <対象>

<定員> 50名

<内容> 11月14日～11月16日 ○

介護就職フェア ◎9:30～11:30 センター以外の問い合わせ先

<対象> ◎13:30～15:30 浜松市福祉人材バンク

<場所> （最終日のみ午前中） ハローワーク浜松

静岡県主催： <内容> ○

職場環境改善推進事業 11月21日（水） 無料

「介護福祉機器展示・説明会」 13:00～16:00まで 事前申込が必要のため、

（西部） <場所> 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象>

<定員> 50名

<内容> 力に頼らず、心から動いていただく介護技術の基礎

人が人に触れる介助の、介護者の考え方、触り方、 11月27日（火） ○

立ち方…もう一度整理して、明日からすぐに役だつﾎﾟｲﾝﾄ 10:00～16:00まで 受講料　5,000円

「介護職のための介護技術講習」 <場所> 静岡県男女共同参画センター　あざれあ　多目的実習室 （受付9:30～） 事前申込が必要のため、

<対象> 介護労働者等 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員> 50名

静岡県主催： <内容> ○

職場環境改善推進事業 11月28日(水） 無料

「介護福祉機器展示・説明会」 <場所> 13:00～16:00まで 事前申込が必要のため、

（東部） <対象> 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員> 50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

作業療法士による
スーパートランス

ＩＣＴ・ロボットや福祉用具を活用して作業環境改善や事務処理の

11月11日の『介護の日』に合わせて

介護職の施設・事業所がハローワークに集まります

介護職に興味のある方（一般・学生問わず）

ハローワーク浜松　3階会議室

ＩＣＴ・ロボットや福祉用具を活用して作業環境改善や事務処理の

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

②エゴグラムを使った自己分析と部下指導への応用

静岡労政会館　展示室

経営者、管理者、リーダー及び介護労働者等

効率を図るための相談並びに各種機器の説明及び体験

三島商工会議所一階ＴＭＯホール

介護事業所

効率を図るための相談並びに各種機器の説明及び体験

浜松市総合産業展示館北館7・8号会議室

介護事業所



名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

平成30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(面談または電話による相談)

介護ウインドの設置 9;00～17:00 面談希望の場合は、事前にお問い

（土・日・祝日を除く） 合わせ先までご連絡ください。

<内容> ○

介護技術に関する講習会 11月14日（水〉 無料 公益財団法人介護労働安定センター

(第1回) <対象> 13:30～16:45 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。 電話：052-565-9271

<定員> FAX：052-565-9272

<内容> 詳細はHPをご覧ください。

同行援護従業者 11月13日（火）、19日（月）、21日（水） ○

養成研修の開催 3日間 有料

(一般課程) <対象> 介護職従事者 9:00～18:00 事前申込必要のため、

<場所> 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30日（金）、12月3日（月） ○

養成研修の開催 2日間 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、視覚障害者従業者 9:00～18:00 事前申込必要のため、

お問い合わせ先までご連絡ください。

<場所>

<定員> 各30名

<内容> 介護現場のリクレーション

11月20日(火) ○

短期専門講習 10:00～16:00 有料

の開催 <対象> 介護職に従事している方 事前申込必要のため、

<場所> 名古屋国際センター　3階第一会議室 お問い合わせ先までご連絡ください。

<定員> 40名

<内容>

第2回愛知県介護労働懇談会 11月21日(水) ×

の開催 <対象> 14:00～16:00 （介護労働懇談会構成員）

<場所>

<内容>

11月11日（日） ○

<対象> 幅広い世代の県民のみなさん 13:00～16:30 無料

<場所> イオンモール大高店１階グリーンコート

<内容>

介護就職面接会 11月１3日(火) ○

<対象> 13:30～15:30 無料

<場所>

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助を提供することに

関する知識及び技術を習得します。

・当支部の取り組み事業について

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。

・介護事業におけるチームワークに欠かせない情報共有と合意形成

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

愛知県
介護の日フェア2018

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

ハローワーク豊橋　6階共用大会議室

住友生命名古屋ビル　2階小会議室

現場ですぐに実践できるレクレーション技法、展開方法、ワンポイント
レッスン

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

住友生命名古屋ビル　2階小会議室

各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助を提供することに

関する知識及び技術を習得します。

養成研修課程修了者

介護事業主・管理者・責任者(人材育成・人事担当)

名古屋国際センター

35名


	H30本部から愛知

