
名称 実施期間 一般参加 問い合わせ先

介護事業者・労働者の相談 11月5日（月） ・相談無料

「介護ウインド」の設置 ～11月１6日（金） ・面談または電話による相談

9:00～17:00 （面談希望の場合は事前予約必要）

<場所> （土日は除く）

<対象>

公益財団法人介護労働安定センター

【津公共職業安定所主催】 <内容> 三重支所

・介護就職デイ 11月8日（木） 参加無料 電話：059-225-5623

（就職相談・事前面接会） 13:30～15:00 FAX：059-225-5633

・就職支援及びブースの設置 <場所>

<対象> 詳細はHPをご覧ください。

<内容> ・介護ロボット・福祉機器の実演・働きやすい介護職場事例発表　　　

介護について学ぶ学生・留学生による座談会 ・介護技術コンテスト

・紙芝居「認知症にやさしいまちづくり」・介護相談、就労相談コーナー 11月11日（日）

みえ介護フェア　2018 を通して楽しみながら介護を知ることのできるイベント 10:30～16:30 無料

<場所> 鈴鹿市　イオンモール鈴鹿

<対象> 介護関係者、市民

<定員> 無し

<内容>

受講料無料

11月14日（水） （事前申込必要）

<場所> 13時30分～16時30分

<対象> 事業主、管理者、人事担当者

<定員> 30名

第2回能力開発啓発セミナー <内容>

～介護事業所の人が集まり、 11月27日（火） 受講料無料

モチベーションの上がる 13:30～16:00 （事前申込必要）

研修計画の立て方と <場所>

助成金の活用 <対象>

<定員>

<内容> 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頂く機会 11月27日（火） 受講料無料

第2回介護技術講習会 としてもうけました。 13:30～16:30 （事前申込必要）

「口腔ケアの目的と重要性」 <場所>

<対象>

<定員> 40名

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

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等

卒業予定者及び介護労働講習受講者

介護事業者の雇用管理・人材育成等、また労働者の相談・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

介護事業者・人事労務担当者及び介護労働者等

ための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

・責任者・リーダー・その他

40名

三重県勤労者福祉会館

管理者・リーダー・その他

三重県補助事業として、県下三会場で、6回のセミナーを開催します。

「豊かな人材が揃う魅力ある
職場づくり」セミナー

第2回「働き方改革に対応するための労働時間管理」

松阪市産業振興センター

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人材育成の



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。

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 ○

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

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。

公益財団法人介護労働安定センター

滋賀支所

<内容> ○ 電話：077-527-2029

介護技術等講習 <対象> 11月1日（日） 有料 FAX：077-527-2039

<場所> 13:20～16:10

詳細はHPをご覧ください。

<定員>

<内容> ○

<対象> 11月20日（火） 有料

<場所> 10:00～16:00

<定員>

短期専門コース

<内容> ○

<対象> 11月28日（水） 有料

<場所> 10:00～16:00

<定員>

<内容> 11月14日（水） ○

<対象> 11月29日（木） 有料

<場所> 各日9:30～16:00

<定員>

<内容> ○

能力開発啓発セミナー <対象> 11月16日（金） 無料

<場所> 11月16日（金） 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

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①基礎編

介護業務従事者等

アドバイスを受けることもできます。

部下育成とリーダーシップの発揮　　【怒りとうまくつきあう方法】

介護事業所の指導者、管理者等

（介護労働安定センター滋賀支所内）

40人

介護福祉士模擬試験実施

介護福祉士試験受験予定者等

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）

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実践編

介護業務従事者等

大津第一生命ビル2階

40人

40人

マネージメント能力向上

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）



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～11月31日 無料

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。 8:30～17:00 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

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） 京都支部

電話：075-802-3237

FAX：075-822-3238

<内容>

能力開発啓発セミナー <対象> 11月14日（水） 無料

<場所> 9:30～12:30 問い合わせ先までご連絡ください。 ※講習は全て事前申込が必要です。

　詳細はHPをご覧ください。

<定員>

<内容> 「介護職リーダーのための腰痛予防対策」 ○

能力開発啓発セミナー <対象> 11月14日（水） 無料

<場所> 13:30～16:30 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

※2日間の講習です

<内容> 「介護技術の総点検」 ①11月3日（土） ○

短期専門講習 <対象>    ②11月4日（日） 有料

<場所> 両日とも 問い合わせ先までご連絡ください。

10:00～16:00

<定員>

<内容>

就職面接会 <対象> 11月 7日（水） 無料 　京都府福祉人材・研修センター

<場所> 14:30～17:30まで 問い合わせ先までご連絡ください。 （きょうと介護・福祉ジョブネット事務局)

    TEL. 075-252-6298

詳細は、京都府福祉人材・研修センター

南部地域福祉職場就職フェア <内容> 11月10日（土） ○ のHP：「FUKUJOB」をご覧ください。

<対象> 13:00～16:00まで 無料

<場所> 問い合わせ先までご連絡ください。

<内容>

（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>

アドバイスを受けることもできます。

「職場内教育方法の理解と実践」

介護業務従事者等

京都府中小企業会館8階　709会議室

介護業務従事者等

京都保育福祉専門学院（介護実習室）

京都市西京区樫原百々ケ池3

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

福祉業界への就職を希望される方

京都市右京区西院東中水町17

40人

介護業務従事者等

京都府中小企業会館8階　709会議室

京都市右京区西院東中水町17

40人

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

協働戦略チーム構成メンバー

（調整中）

ハートピア京都3階　大会議室

京都市中京区清水町375

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

福祉業界への就職を希望される方

文化パルク城陽　東館4階大会議室・地下市民プラザ

京都府城陽市寺田今堀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

<内容> ○

11月1日～11月30日 無料

介護ウインドの設置 8:30～17:00 事前申し込みが必要

（土・日・祝日を除く） 右記問い合わせ先まで 公益財団法人介護労働安定センター

ご連絡ください。 大阪支部

電話：06-4791-4165

FAX：06-4791-4166

<内容>

雇用管理コンサルタント相談 11月1日～11月30日 ○ 詳細はHPをご覧ください。

（個別相談・出張講話） 8:30～17:00 無料

（土・日・祝日を除く） 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） 8:30～17:00 事前申し込みが必要

（土・日・祝日を除く） 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） 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13日（火） 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。

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）就業規則の見直し、労務管理、処遇改善加算取得等に関する相談

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、

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を

実施します。

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。

障がい者の支援にかかわる介護職員

エル・おおさか南館　南734

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

障がい福祉サービスにかかわる介護職員のための

「気持ちに寄り添う支援」



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月の研修 11月15日(木） 無料 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 午前 事前申し込みが必要 大阪支部

<対象> 右記問い合わせ先まで 電話：06-4791-4165

<場所> ご連絡ください。 FAX：06-4791-4166

○

11月の研修 <内容> 11月15日(木） 無料 詳細はHPをご覧ください。

介護技術等 に関する講習会 午後 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。

11月の研修 <内容> 11月16日(金） ○

組織管理者研修 研修です。 9:30～16:30 有料

生産性向上支援訓練として実施します。 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。

「人材育成と個別相談」

特別企画　助成金活用セミナー

エル・おおさか　本館　研修室２

介護事業所における、業務効率向上と組織力強化に向けた

＜介護事業の生産性分析と
向上＞ 介護事業所の事業主・施設長・管理者等

エル・おおさか南館　南７５

※内容は変更する場合がございます。

介護事業所の事業主・施設長・管理者等

エル・おおさか　本館　研修室2

「医療的ケアの現状と課題」

※内容は変更する場合がございます。

介護事業所の事業主・施設長・管理者等



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 ○

介護ウインドの設置 9:00～17:30 無料

（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。

公益財団法人介護労働安定センター

兵庫支所

<内容> 電話：（078）-242-5321

介護能力開発啓発セミナー ○ FAX：（078）242-5322

「人材育成のためのセミナー 11月27日（火） 無料

～組織におけるメンバーシップの 13:30～16:00 詳細はHPをご覧ください。

築き方」 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> 管理者・中間管理職者・リーダー　等

<定員> 50名

<内容> ○

11月1日（木） 無料

介護就職デイ 13:30～16:30 詳細はハローワークへ

お問合せください

<場所>

<対象> 介護業界への就職をお考えの方

<主催> 兵庫労働局・ハローワーク神戸

雇用管理集団コンサルタント <内容> ○

（セミナー） <場所> 11月20日（火） 無料

「介護事業所における <対象> 13:30～15:30 事前申込が必要のため、

採用と定着及び 問い合わせ先までご連絡ください。

働き方改革への対応」 <定員>

<内容>

○

第1回11月15日（木） 無料

介護職再就職支援講習 第2回11月26日（月）

<場所> 第3回11月30日（金） 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>

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

大切ですが、それ以上に「メンバーシップがどれだけ浸透しているか？

が鍵を握ります。リーダーとしての自己覚知を深めメンバーシップを

育てる講習です。

三宮コンベンションセンター

当センターの介護労働サービスインストラクター及び

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。

よりよいチーム、よりよい組織づくりにはリーダーシップの発揮が

定着のための具体的な方法

三宮コンベンションセンター

介護事業主、管理者、採用担当、人事管理担当、等

50名

資格は持っているけれど介護職復帰への不安や迷いが

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

採用や人材定着がうまく行っている事業所の事例や

あるという方に、介護技術（実技）・基本介護知識を再び

習得し、再就職を目指していただく講習です。

西宮市民会館大会議室101

介護に関する資格（介護福祉士やヘルパー2級、初任者研修等）を

お持ちで、介護職復帰を目指す方

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

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） 問合せ先までご連絡ください

<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 11月6日（火） × 公益財団法人介護労働安定センター

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。 14:00～16:00 「介護労働懇談会構成員」のみ 奈良支所

<対象> 介護労働懇談会構成員 電話：　0742-35-2701

<場所> リガーレ春日野 FAX：　0742-35-2707

<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 詳細はHPをご覧ください。

拡げ、就職の機会を増大させる取組です。 ①11月7日(水）　時間未定

②11月14日(水）　時間未定 ○

「介護就職デイ」イベント <内容> ①11月7日（水）「介護職セミナー」「事業所PRセミナー（5事業所）」 ③11月28日(水）　13:00～ 無料

（HW奈良、HW大和高田） ②11月14日（水）13:00～「ミニ面接会（5事業所）」 ④11月29日(木）　10:00～

③11月28日（水）13:00～「医療福祉分野合同面接会（10社）」

④11月29日（木）10；00～「介護職セミナー」

<場所> ①、②　HW奈良　地下会議室

　 ③王寺町地域交流センター

④HW大和高田2F会議室

<趣旨> 奈良県で就職を希望する一般求職者に対する面接会（既卒者、

福祉分野面接会 平成31年3月大学等卒業予定者を含む） 11月21日（水） ○

(奈良県労働局委託事業） <内容> 参加事業所のプレゼンテーション、及び面接の場です。 11:00～16:00 無料

20事業所が参加します。

<場所> 奈良県産業会館

<定員> 制限なし

<趣旨> どうしたら目標管理しながら部下の育成が出来るのか？

リーダーを育成したいがうまくいかないとお悩みの経営者・ 11月6日（火） ○

事業者支援セミナー 管理者・リーダーにお勧めの研修です。 10:00～16:00 有料（一般5,000円、賛助会員4,500円）

<テーマ> 「中間管理職・リーダーの育成！」

<講師> （株）ストラテジ＆システムズコンサルタント

 　専務取締役　門脇敏弘氏

<場所> 社会福祉総合センター

<定員> 60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

<趣旨> 事業主・管理者・リーダーを対象とする働き方改革対応！

職員育成・定着率アップのための研修です。 11月29日（木） ○

能力開発啓発セミナー <テーマ> 「モチベーション向上研修」 13:30～16:00 無料

<講師> キャリアモチベーター　山田真由子氏

公益財団法人介護労働安定センター

<場所> 社会福祉総合センター 奈良支所

<定員> 40名 電話：　0742-35-2701

<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、 FAX：　0742-35-2707

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12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 詳細はHPをご覧ください。

<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

<内容> ①「同行援護従業者養成研修（一般課程）」視覚障碍者の外出を

支援するための資格を取得する研修です。　　　 ①「同行援護」 ①「同行援護」

11月13日（火）、21日(水）、27日(火） 有料（15,000円（ﾃｷｽﾄ代2,592円別））

障害者総合支援法 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

関連研修 著しい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 ②「行動援護」 ②「行動援護」

するために必要な援護等に関する知識・技術を習得し、資格を 11月22日(木）、28日(水） 有料（20,000円（ﾃｷｽﾄ代含む））

取得する研修です。　　　　　　　　　　　　　　　　　 12月4日(火）、13日(木）

<場所> ①②共に、介護労働安定センター奈良支所

<定員> ①②各40名

<趣旨> 記録の目的・役割から、何をどのように書くのか等の書き方、

観察のポイント、そして事例を通して見えてくる事象を解説し、 11月16日(金） ○

サービス向上につなぐ視点も学びます。 9:30～16:30 有料

短期専門コース 一般（5,000円（ﾃｷｽﾄ代1,620円別））

<テーマ> 「介護記録の書き方」 賛助会員（4,500円（ﾃｷｽﾄ代1,458円別））

<講師> 京都保育福祉専門学院学院長　岡本匡弘氏

<場所> 介護労働安定センター奈良支所　　　　

<定員> 40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4日～11月17日 ○

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 公益財団法人介護労働安定センター

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 （土・日・祝日を除く） 問い合わせ先までご連絡ください。 和歌山支部

電話 ：  073-436-9160

FAX ：   073-436-9170

「チーム力を向上させる報告・連絡・相談」 詳細はHPをご覧ください。

<内容> ○　田辺市　　11月14日 ○

13:30～16:30 （有料　4,000円）

<対象> ○和歌山市　11月16日

<場所> 13:30～16:30

専門家による介護セミナー開催

「やさしい！2018年改訂対応実地指導と事前準備と対策」

「2021年改正に向けた保険外サービス／混合介護入門」

11月22日（木） ○

<内容> 10:30～16:30 （有料　5,000円）

<対象>

<場所>

アドバイスを受けることもできます。

（質の高い）仕事の上手なすすめ方（＝報連相）が自然にできる

やり方をグループ形式で学びます。

介護事業者の職員・主任・リーダー・管理者の方　及び

報連相を学びたい方

和歌山市プラザホープ／田辺市ビッグ・Ｕ

介護事業者が熟知すべき早急な対策と将来に向けての

最新の動向を解説します。

介護事業に関わる経営者・管理者・職員

和歌山市プラザホープ



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

公益財団法人介護労働安定センター

鳥取支部

<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 電話：0857-21-6571

第2回介護労働懇談会 11月27日（火） FAX：0857-21-6572

<場所> 13:30～15:00

<対象>

<内容>

福祉関係就職面接会 　職業相談 11月8日（目）

（西部地区介護就職デイ） 14:00～16:00～16:00

<対象>

<場所>

11月1日～11月31日 ○

介護ウインドの設置 9:00～17:30 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） 問い合わせ先までご連絡ください。 島根支部

電話：0852-25-8302

FAX：0852-25-8303

<内容> 11月26日（月） × 詳細はHPをご覧ください。

短期専門コース <場所> 10:00～16:00 有料

<対象> （5時間） 詳細はHPをご覧ください。

<内容>

島根県介護の日 11月3日（土）～4日（日） ○ 詳細は、島根県のホームページ等を

ブースの出展 <場所> 無料 ご覧ください。

<対象>

○
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。

11月1日～11月30日
9:00～17:30

（土・日・祝日を除く）

・鳥取県ナースセンターによる求職登録・職業相談

・ハローワーク就職支援サービスコーナーによる職業相談

就職希望者

米子公共職業安定所会議室

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

×
（介護労働懇談会構成員）

情報交換等

介護労働懇談会構成員及び福祉人材確保推進協議会構成員

鳥取労働局4階会議室

・個別事業所ブースでの事業所説明及び面接

○
無料

問い合わせ先まで
ご連絡ください。

・鳥取県社会福祉協議会による福祉人材バンクへの登録・

・介護労働安定センターによる介護資格取得相談・事業所向け

雇用管理改善相談

介護に従事する者等

介護の魅力を広く県民に伝えるための啓発イベントにブースを

出展します。

出雲ドーム及び健康センター

介護能力開発アドバイザーが御相談に応じます。

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。

介護職のための薬の知識

いきいきプラザ島根　403研修室

一般



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> 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。 11月1日（木） 無料 岡山支部

介護ウインドの設置 ～11月30日（金） 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>

介護就職デイ

無料 ハローワーク岡山

11月14日（水） 予約不要

13:00～16:00 詳細は、問い合わせ先までお電話で

お願いします

<場所> 岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール

<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> 『福祉リクリエーション研修』

介護施設では、身体機能の維持・回復などを目的に目的に

リクリエーションが行われていますが、レパートリー不足に

短期専門講習 悩む施設が多いのが現状です。日々の介護業務むで精一杯の 11月21日（水） 有料

職員の方に提案する「南波式！進化系レク材アレンジ術」で、 13:00～16:00 事前申込必要

ご利用者の笑顔を引き出し、レクを効果的に展開する技を

身につけましょう。 公益財団法人介護労働安定センター

講師：福祉レクワーカー　南波　紀子氏 岡山支部

<場所> 岡山ふれあいセンター　　岡山市中区桑野７１５－２ 電話：086-221-4565

<対象> 介護職員等 FAX：086-221-4572

<定員> 残席僅か

<内容> ～部下を持つ人のためのコミュニケーションセミナー～ 詳細はHPをご覧ください。

『モチベーションアップする言葉かけ』

①自分自身のふりかえり 11月15日（木） 有料

事業者支援セミナー ②ストローク（存在認識）理論 13:30～16:30 事前申込必要

③言葉かけの前に大切なこと

④相手に合わせた言葉かけ

講師：コミュニケーショントレーナー　中谷　優子氏

<場所> コンベックス岡山　　岡山市北区大内田６７５

<対象> 事業主、施設長、管理者等

<定員> 残席あり

福祉人材コーナー
電話：086-241-3701

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　岡山支部

事業主、管理者、介護労働者、介護職を目指す者　
　「介護職はお得がいっぱい」
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。
④看護師相談コーナー　14:00～16:00
　・看護師の方を対象とした就職相談、情報提供を行います。
⑤各種相談コーナー　14:00～16:00

合同面接会
ハローワーク岡山



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。 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（木）～11月30日（金） ○ 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） 問い合わせ先までご連絡ください。 電話：082-222-3063

FAX：082-222-3703

<場所> 詳細はHPをご覧ください。

<対象>

<内容>

ハローワーク広島東

福山エリア　介護事業所　8事業 11月6日（火） ○ ふくまや人材確保コーナー

介護就職デイ 11:30～16:00 無料 電話：082-261-0176

主催：ハローワーク福山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問い合わせ先までご連絡ください。

共催：介護労働安定センター・福山市社会福祉協議会 公益財団法人介護労働安定センター

広島支部

<場所> まなびの館　ローズコム　4Ｆ小会議室 電話：082-222-3063

<対象> ①介護職未経験者

②再就職支援研修受講者　

<内容> ①　「同行援護従事者研修一般課程」20時間 ①11月18日（日）19日（月）20日（火）

9:00～17:00 ○ 公益財団法人介護労働安定センター

同行援護従事者養成研修 有　料 広島支部

<場所> ②11月25日（日）・11月26日（月） 事前申込必要 電話：082-222-3063

<対象> 9:00～17:00 FAX：082-222-3703

詳細はHPをご覧ください。

<定員>

<内容>

○

介護技術講習の開催 11月22日（水） 無　料

13:30～16:30 事前申込必要

<場所>

<対象>

<定員>

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日の「介護の日」にちなみ、介護分野の仕事の啓発を推進するた
めの取組として、福祉関係就職面接会・相談会を開催する。

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

40名

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。

各20名程度

テーマ　『災害時の対応』
・福祉施設では様々な方が集団で生活しています。災害による土砂災
害・地震・津波など、自然災害が増えている昨今。利用者様の安全を職
員様お一人お一人がいち早く考え講習会では災害に対する備え、発生
時の対応について学びます。

まなびの館　ローズコム　4Ｆ小会議室

管理者、介護職員等



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> 「介護の日実行委員」

11月25日（日） 無料

10:00～16:00 問い合わせ先までご連絡ください。 ＴＥＬ：082-254-3415

in広島 <場所> ご連絡ください。

<主催> 広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会 公益財団法人介護労働安定センター

<対象> 一般市民　（昨年度実績　入場者数　6,100人） 広島支部

<行事> イベント内容　福祉・介護職場の魅力自慢コンテスト　他　 電話：082-222-3063

FAX：082-222-3703

<内容>

○ 公益財団法人介護労働安定センター

11月29日（木） 無　料 広島支部

介護技術講習の開催 13:30～16:30 事前申込必要 電話：082-222-3063

FAX：082-222-3703

<場所> ＪＤＳ八丁堀ビル6階　会議室 詳細はHPをご覧ください。

<対象> 管理者、介護職員等

<定員>

「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的としたイベント開催

広島県福祉・介護人材確保等総合支援
協議会平成30年度「介護の日」フェスタ

広島県県立体育館（グリーンアリーナー）

テーマ　『災害時の対応』
・福祉施設では様々な方が集団で生活しています。災害による土砂災
害・地震・津波など、自然災害が増えている昨今。利用者様の安全を職
員様お一人お一人がいち早く考え講習会では災害に対する備え、発生
時の対応について学びます。

40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 ○

      当センターの介護労働サービスインストラクター及び 無料

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。 9:00～17:30 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 （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。

公益財団法人介護労働安定センター

<内容> 11月15・16・20・22日 ○ 山口支部

スキルアップ講習 （4日間） 有料 電話：083-920-0926

「同行援護従事者養成研修」 15日(木）・22日(水） 事前申込が必要のため FAX：083-920-0930

<一般課程> <場所> 10:00～15:00 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象> 16日(金)・20日（火） 詳細はHPをご覧ください。

<定員> 9:30～16:30

山口県委託事業 <内容>

雇用管理セミナー 11月19日（月） ○

 「メンタルヘルスケアから考える 13:00～16:30 無料

　　　　　職場環境の改善を <場所> 事前申込が必要のため

　　　　　　　　　　試みましょう！」 <対象> 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

<内容>

第２回山口県介護労働懇談会 11月27日（火） ×

<場所> 13:30～16:00 （介護労働懇談会構成員）

<対象>

山口職業能力開発促進センター <内容> ○

委託事業 11月26日（月） 有料

　「介護現場のための体験的に 9:30～16:30 （※賛助会員無料）

　　　　　学ぶリスクマネジメント」 <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ください。

<定員> 30名

<内容>

『介護就職デイ』の会場において 期日未定 ○

情報提供及び相談 （11月に開催） 無料

<対象> 問い合わせ先までご連絡ください。

同行援護に従事する方、または従事することを希望される方

30名

職場環境の改善に向け、メンタルヘルスケアの観点から

リーダー的立場の方が取り組むべき課題について一緒に

考えていきます。

視覚障がい者が外出する際に必要な援助に関する一般的な

知識および技術を有する同行援護従事者の養成を図ることを

目的としています。(同行援護従事者の資格要件）

山口県身体障害者福祉センター　研修室

山口県介護労働懇談会構成員

企業の生産性を向上させるための職業訓練です。リスクと

リスクマネジメント、リスクの予測、信頼関係の築き方など

演習も交えながら体験的に学んでいただきます。

山口県総合保健会館　第３研修室

賛助会員、一般

山口県セミナーパーク　206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

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

山口県教育会館　第2研修室

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



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 公益財団法人介護労働安定センター

ご連絡ください。 徳島支所

電話：088-655-0471

FAX：088-655-0463

<内容> 11月2日(金） ×

資格取得支援講座 9:00～受付開始 有料 詳細はHPをご覧ください。

<対象> 9:30～16:30 受講料6,000円

<場所>

<内容>

11月3日（土） ○

やりがいセミナー 17:00～受付開始 無料

<対象> 18:00～19:30

<場所>

<内容> 11月7日(水） ○

  13:00～受付開始 無料

<対象>   13:30～

<場所>

<内容>

第2回介護労働懇談会 11月11日（日） ×

<対象> 13:00～16:00まで （介護労働懇談会構成員）

<場所> （当センター賛助会員）

<内容> 11月11日（日） ○

介護フェスタ 10:00～16:00まで 無料

<対象>

<場所>

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。

介護福祉士準備講習

介護労働相談窓口として、「介護ウインド」を設置します。

介護職員処遇改善加算取得促進
セミナー

処遇改善加算を取るための資料等の提案

個別相談

現在申請されていない事業所・ランクアップを検討中の方

国家試験に向けて必要な知識を習得し、合格を目指します。

介護福祉士国家試験受験対象者

ふれあい健康館（徳島市生涯福祉センター）

介護職仕事へのやりがいを感じ、ポジティブな人間関係の構築を

図り仕事の効率化や生産性を高めます。

吉野川市文化研修センター

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

情報交換及び防災体験・介護フェスタ取組視察等

介護労働懇談会構成員

徳島県立防災センター等

介護に携わる方・介護職を目指している方

医療法人いちえ会「カメリア」

介護の魅力を伝えるイベントや体験コーナー

　

介護労働懇談会構成員及び一般の方

フジグラン北島



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12日（月） ○

介護就職デイ～20１8～   13:00～受付開始 無料

<対象>   13:30～16:00

<場所>

<内容> 11月12日（月） 公益財団法人介護労働安定センター

  12:30～受付開始 ○ 徳島支所

<対象>   13:00～16:00 無料 電話：088-655-0471

<場所> FAX：088-655-0463

詳細はHPをご覧ください。

<内容> 11月12日（月） ○

  13:45～受付開始 無料

<対象>   14:00～16:00

<場所>

<内容> 11月16日（金）

介護就職面接会   9:30～受付開始 ○

<対象>   10:00～16:00 無料

<場所>

<内容> 11月16日（金） ○

資格取得支援講座 　 11月20日(火） 有料

<対象> 11月26日（月） 受講料17,000円

<場所> 9:00～17:00まで 別途テキスト代2,592円

<内容> ○

資格取得支援講座 11月16日（金） 有料

<対象> 10:00～17:00まで 受講料5,000円

<場所> 別途テキスト代2,592円

<内容> 11月17日（土） ×

資格取得支援講座   9:00～受付開始 有料

<対象> 9:20～16:30 全国統一模擬試験代4,860円

<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

処遇改善加算を取るための資料等の提案

介護就職面接会&事業所訪問
ガイドツアー

福祉（介護職・看護職）お仕事相談窓口開設、介護職就職希望者に

対する事業所訪問を行います。

介護・看護への就職を希望される方

ハローワーク阿南及び介護事業所

介護職員処遇改善加算取得促進
セミナー

個別相談

現在申請されていない事業所・ランクアップを検討中の方

ハローワーク阿南会議室

同行援護に従事することを希望する方・現に従事されている方

ふれあい健康館（徳島市生涯福祉センター）

同行援護従業者養成研修（一般課程免除）

同行援護に従事することを希望する方・現に従事されている方

福祉（介護職・看護職）お仕事相談窓口開設、介護職

　

介護・看護への就職を希望される方

ハローワーク鳴門

同行援護従業者養成研修（一般課程）

ふれあい健康館（徳島市生涯福祉センター）

視覚障がい者移動支援従業者研修課程修了者又は修了予定者

ふれあい健康館（徳島市生涯福祉センター）

介護福祉士準備講習

全国統一模擬試験+解説

介護福祉士国家試験受験対象者



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 ○

『介護ウインド』の設置 9:00～17:30 無料

<場所> （土、日、祝日除く） 事前申込必要

<対象> お問い合わせください

<内容>

○

　11月2日（金） 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> ○

短期専門コース 　11月7日（水） 有料

「感染症の予防と対策」 <場所> 　10:00～15:00 事前申込必要

<対象> お問い合わせください

<定員>

　11月14日（水） ○

9:30～16:30 有料

事前申込必要

「全身性障害者」 <場所> 　11月18日（日） お問い合わせください

<対象> 9:30～14:30

　 <定員>

<内容>

能力開発啓発セミナー 　11月16日（金） ○

「介護現場の人材育成」 　13:30～16:00 無料

事前申込必要

〈場所〉 高松テルサ お問い合わせください

〈対象〉

〈定員〉

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。

介護労働安定センター香川支部　他

介護事業者等

介護技術等に関する講習会
「介護現場でのコーチング」

組織として介護サービスの質の向上を目指す手法としてコーチングを学
びます。「指導」とは違う、自己決定、自己解決、自立支援を促す具体的
な援助技術を演習を通じて習得しましょう。

事業主・管理者・介護職員等

30名（先着順）

<内容> 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。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

公益財団法人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。

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。

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）

職場にありがちな日常の一場面での部下の指導方法や指示のポイント
を事例検討を通して学びます。意見交換による他者の違った視点や意
見から、部下育成に必要な新たな視点を習得していただきます。部下育
成に必要不可欠なフィードバックの仕方などロールプレイングを通して体
得していただきます。

事業主、管理者、人事・労務担当者、介護職員等

30名（先着順）



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22日（木）

　14:00～16:30 関係機関

（一般参加応相談）

〈場所〉

〈対象〉

　

〈内容〉 ○

　11月27日（火） 有料

　10:00～15:00 事前申込必要

お問い合わせください

〈場所〉 香川県社会福祉総合センター

〈対象〉 事業主・管理者・介護職員等

〈定員〉 30名（先着順）

平成30年度
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
　　香川支部

電話：087-826-3907
FAX：087-826-3908

詳細はＨＰをご覧下さい。

サンポートホール会議室

介護労働懇談会構成団体、介護関係団体、関係機関

「怒りの感情と上手に付き合う」「怒りの感情をコントロールする」ための
心理トレーニングです。イラッとした時、ムッとした時などの、習慣的な怒
りを抑える対処法を学びます。短期専門コース

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、介護の人材確保及び定着を図るため、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。

「介護職のための
アンガーマネジメント」



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。 ○

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 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。 9:00～17:30 問い合わせ先までご連絡ください。 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）

電話：089-921-1461

FAX：089-921-1477

<内容> 介護に役立つ医学の知識を習得するための研修を実施します。 11月22日（木）新居浜市 有料 詳細はHPをご覧ください。

介護職員研修 <場所> ・新居浜市、宇和島市 11月27日（火）宇和島市 4,000円（税込）

<対象> 介護職員 何れも10:00～16:00 問い合わせ先までご連絡ください。

<内容>

介護職員研修 11月19日（月） 無料

<場所> 松山市 10:00～15:20 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象> 介護職員

<内容> 介護福祉士試験準備講座を実施します。 有料

資格取得支援講座 11月17日（土） 5,000円（税込）

<場所> 松山市 9:00～17:20 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象> 介護職員

11月1日～11月30日

アドバイスを受けることもできます。

介護職員の能力開発及び介護技術を身につけるための研修を実施しま
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>

11月1日～11月30日 ○ 公益財団法人介護労働安定センター

9:00～16:30 無料 高知支部

介護ウインドの設置 （土・日・祝日を除く） 電話： 088-871-6234

問い合わせ先までご連絡ください。 ＦＡＸ： 088-871-6248

<場所> 詳細はHPをご覧ください。

<対象>

<内容> 「介護の日啓発事業部」

○ 高知県福祉・介護人材確保推進協議会

「第9回 こうち 介護の日」 <行事> 「介護の日」ポスター作文・コンテスト表彰式 11月11日（日） 無料

フォーラム ゲストによる講演 電話： 088-823-9631

フォーラムへ参加する子どもの保護者にもＰＲ 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

<場所> 高新文化ホール 高知支部

<主催> 電話： 088-871-6234

<対象> ＦＡＸ： 088-871-6248

<内容> 11月5日（月）

かいごＷｅｅｋ面接会 ～ ○ ハローワーク高知

（介護就職デイ） <場所> ハローワーク高知　2階　大会議室 11月9日（金） 無料 ふくし人材コーナー

<対象> 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 問い合わせ先までご連絡ください。 電話： 088-878-5327

13:30～15:30

<内容>

×

生産性向上支援訓練 <場所> 11月16日（金） 有料（賛助会員無料）

<対象> 事前申込必要 公益財団法人介護労働安定センター

<定員> 高知支部

電話： 088-871-6234

<内容> × ＦＡＸ： 088-871-6248

障害者自立支援法 <場所> 11月27日（火） 有料

関連研修 ～ 事前申込必要 詳細はHPをご覧ください。

11月29日（木）

<対象>

<定員>

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

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。

職場体験会場（介護・看護体験）

高知県福祉・介護人材確保推進協議会

学生や保護者

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。

修了予定の方

（公財）介護労働安定センター　高知支部

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・介護の仕事に対する

学生の理解促進（担い手の確保）を行います。

高知県立ふくし交流プラザ

福祉牧場　おおなろ園

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）

成果を上げる業務改善

ポリテクセンター高知　研修室Ⅱ

県下介護事業所

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



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

公益財団法人介護労働安定センター

<内容> ○ 福岡支部

介護職員研修会 11月12日（月） 有料

<場所> 11月19日（月） （10,000円　テキスト代別途2,592円） 電話：092-414-8221

<対象> 9:30～16:40 事前申し込みが必要なため FAX：092-414-8222

<定員> 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。

<内容> ○

資格取得講座 <場所> 11月16日（金） 有料（10,000円）

<対象> 10:00～16:00 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員>

<内容> 11月21日（水） ○

介護職員研修会 <場所> 午前:10:00～12:30 無料

<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> ×

介護の職場環境改善セミナー 11月29日（木） 有料（1,000円）

<場所> 13:30～16:00 （北九州市内の介護事業所限定）

<対象>

<定員>

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

介護福祉士筆記試験対策講座

はかた近代ビル

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。

11月1日（木）～11月17日（土）
　9:00～17:30

　（土・日・祝日を除く）

○
無料

問い合せ先までご連絡ください。

同行援護従業者養成研修　応用課程

介護事業所の職員

各回30名

ノーリフトⓇ腰痛予防とケアの質を考える

～看護・介護職のノーリフトを通して伝える～

介護福祉士受験予定者

30名

地域づくりは人づくり

福智町コスモス保健センター内研修室

ウェルとばた

北九州市内の介護事業所の職員

40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1日（木）

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。 ～ ○ 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30日（金） 無料 佐賀支所

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 （土・日・祝日を除く） 電話：0952-28-0326

アドバイスを受けることもできます。 FAX：0952-28-0328

<内容>

第9回　短期専門講習 11月9日（金） × 詳細はHPをご覧ください。

(認知症ケア) 10:30～15:30 有料

<場所>

<対象>

<定員>

<内容>

啓発用のチラシを配布して、「介護の日」の周知を図ります。 11月11日（日） × 一般社団法人

「介護の日」 17:00～19:00 佐賀県介護福祉士会

街頭啓発活動の実施 <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>

佐賀県健康福祉部

「さが介護・健康・福祉フェア2018」 11月11日（日） ○ 長寿社会課

（イベント） <対象> 10:00～16:00 無料

<場所> 電話：0952-25-7105

<主催> FAX：0952-25-7265

<後援>

「介護就職デイ」 <内容> 11月21日（水） ○ 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>

<内容> （第1回）

医療介護総合確保基金事業 11月15日（木） ○ 公益財団法人介護労働安定センター

「介護職場環境改善セミナー」 13:30～16:30 無料 佐賀支所

電話：0952-28-0326

第1回　、第2回　　　 <場所> （第2回） 事前申込が必要のため、 FAX：0952-28-0328

<対象> 11月26日（月） 問い合わせ先までご連絡ください。

<定員> 各回　50名 13:30～16:30

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

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共催により、

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

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、実践を学びます。

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

職場におけるハラスメント対策

職場環境の改善を通じ、離職防止、定着促進を目指し、働きやすい職場
作りを考える。

佐賀市「アバンセ」（第1回）、武雄市文化会館（第2回）

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

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。

介護事業所事業主又は管理者等

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/saga/index.html
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> ○ 公益財団法人介護労働安定センター

11月1日（水） 無料 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

イメージアップ事業 11月3日（土・祝） ○ 　　　　　福祉人材研修センター

「いいね、いいまち、いい介護 12:00～16:00 無料 電話：095-846-8656

inながさき」 <場所> FAX：095-846-8798

長崎県労働基準協会共催 <内容> 公益財団法人介護労働安定センター

11月20日（火） ○ 長崎支部

介護事業所の基盤強化 第1部　13:00～14:30 無料 電話：095-828-6549

第2部　14:45～16:15 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

<対象>

<会場>

<内容> ハローワーク長崎

○ 電話：095-862-8609

福祉の職場ミニ面談会 11月21日（水） 無料

<対象> 14:00～16:00 求職者の方は事前申込不要です （公財）介護労働安定センター　長崎支部

電話：095-828-6549

<場所>

<内容> ○ 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 無料 長崎支部

11月22日（木） 事前申込が必要です 電話：095-828-6549

研修体系及び計画の策定方法 13:30～15:30 問い合わせ先までご連絡ください FAX：095-828-6589

　

<場所> 詳細はＨＰをご覧ください

長崎市浜町商店街「ベルナード観光通り」

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部では管理者自身のストレス

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。

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。

ハローワーク長崎と連携し福祉・介護の合同面接会場にて

相談援助、情報提供を実施します。

求職者・介護関係事業主、管理者等

ハローワーク長崎

セミナー
コントロールと部下の「心のＳＯＳ」、第2部では介護事業所の労務管理

上の問題点と労務・安全衛生の基本を実施します。

事業所における管理者、労務管理担当者　等

アルカスＳＡＳＥＢＯ　（佐世保市三浦町2-3）

大久保大黒町ビル　新館4階　（長崎市大黒町9-22）

求める人材像や一人ひとりが進むべき道を見つけ、そのため

の研修計画を策定し、実施する。働きがいを持ち、将来への

夢を持つ人材を育てることでサービスの質の向上、定着率

向上へつなげましょう



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

○

介護ウィンド開設 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・祝日除く） 公益財団法人介護労働安定センター

熊本支部

電話：096-351-3726

<内容> FAX：096-351-3756

○

11月21日（水） 有料 詳細はHPをご覧ください。

<会場> 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> 50名

<内容> ○

11月29日(木） 有料

<会場> 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）会議室 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> 60名

<内容> ○

11月18日（日） 有料

事前申込が必要のため、

<会場> 問い合わせ先までご連絡ください。

<対象>

<定員> 60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。

介護労働者等

ご利用者の尊厳ある幸せな生活を支えるために

４大原因疾患別認知症の
ケアとリスク

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。

介護記録の意義、目的とは

記録の書式とその役割

介護記録の書き方・書かせ方の
基本を知ろう

記録の書き方の基本　他

熊本市流通情報会館　会議室

押さえておきたい重要項目や、法改正を踏まえた最新のデータ等、

介護福祉士試験
準備講習

合格するために必要な知識を、テキストを使って網羅して

いきます。

市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）会議室

介護労働者等



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。 8:30～17:00 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 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。 ご連絡ください。 大分支部

<内容> ポスター展示

①11月2日(金）15:00～ 電話：097-538-1481

大分県介護労働懇談会主催 <場所> ①　J:COMホルトホール大分　１階エントランスホール 11日5日(月）10:30まで ○ FAX：097-538-1486

第1回「介護の日」   ②11月11日(日） 無料

ポスターコンクール 10:00～15:00 詳細はHPをご覧ください。

<内容> 表彰

<対象> 入賞者　※見学は自由 　11月11日（日）

<場所> 12:30～

<内容>

介護事業所における管理・監督者、 11月14日（水） ○

リーダーのための講習会 <対象> 介護事業所の管理者等 13:00～15:30 無料

<場所> 中津教育福祉センター　中会議室A・B 事前申込が必要のため、

※10月に大分、津久見、日出会場にて同様の講習を開催します。
　 問い合わせ先までご連絡ください

会場、日時はお問い合わせください

<内容>

能力開発啓発セミナー 11月29日（木） ○

＆ 無料

介護技術講習会 ○能力開発啓発セミナー ○能力開発啓発セミナー 事前申込が必要のため、

10:00～12:00 問い合わせ先までご連絡ください

<対象>

<場所> 三井生命大分ビル　9階会議室

<定員> 50名

○介護技術講習会

○介護技術講習会 13:00～15:00

専門職としての人材育成について

<対象>

<場所> 三井生命大分ビル　9階会議室

<定員> 50名

ポスター展示

②　大分県社会福祉介護研修センター

　　※②は当日「センターまつり＆げんきフェア2018」開催

ポスターコンクール表彰

大分県社会福祉介護研修センター3階　大ホール

※当日「センターまつり＆げんきフェア2018」開催

職員のストレスを減らし生きがいのある快適な職場を
実現するために

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。

介護職としての人材育成の在り方

事業所等の教育担当及び管理者の方等

介護事業所の管理職・リーダー等



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5日～11月8日 無料

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

事業者支援セミナー 〈内容〉 ○ 宮崎支部

〈場所〉 11月12日（月） 有料 電話：0985-31-0261

〈対象〉 13:30～16:30まで 事前申込みが必要なため FAX：0985-31-0335

〈定員〉 問い合わせ先までご連絡下さい。

詳細はHPをご覧ください。

地域ネットワーク構築支援事業 <内容> ○

職場リーダー養成講座 11月13日（火） 無料

「人間関係を良くするために <場所> 13:30～15:30まで 事前申込みが必要なため

（アサーションを習得する）」 <対象> 問い合わせ先までご連絡下さい。

<定員>

介護労働講習 <内容> ○

「音楽療法の効果と実践」 11月16日（火） 有料

＜午前の部＞ <場所> 9:30～12:30まで 事前申込みが必要なため

<対象> 問い合わせ先までご連絡下さい。

<定員> 30名

介護労働講習 <内容> ○

「音楽療法の効果と実践」 11月16日（火） 有料

＜午後の部＞ <場所> 13:30～16:30まで 事前申込みが必要なため

<対象> 問い合わせ先までご連絡下さい。

<定員> 30名

職場環境改善セミナー 〈内容〉 ○
「介護職員の定着率アップのため

に
11月19日（月） 無料

今できること」 〈場所〉 13:30～16:00まで 事前申込みが必要なため

〈対象〉 問い合わせ先までご連絡下さい。

〈定員〉

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

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。

人間関係を良くするためのコミュニケーションの技法である

「アサーション」を学びます。

日南市生涯学習センター　まなびピア　視聴覚室

地域ネットワーク参加事業所の職場リーダー、管理者

介護現場での事故、そのリスクマネジメントを学びます。

「介護現場の事故リスクマネジメン
ト」

ＪＡ・ＡＺＭホール　別館302研修室

介護事業所の経営者、管理者等、および介護労働者

30名

どのような効果がでるかを学びます。

宮崎日赤会館4階　講習室

介護業務従事者

介護職員の離職防止のために、働きやすい魅力的な職場環境づくりを

分かりやすく解説します。

ＪＡ・ＡＺＭホール　本館2階　大研修室

30名

音楽療法を体験し、音楽がどのような可能性を引き出せるのか、

どのような効果がでるかを学びます。

宮崎日赤会館4階　講習室

介護業務従事者

音楽療法を体験し、音楽がどのような可能性を引き出せるのか、

事業主・管理者・責任者・人事担当者

120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

地域ネットワーク構築支援事業 〈内容〉 ○

職場リーダー養成講座 11月20日(火） 無料

「『理念』を基本とした 〈場所〉 13:30～15:30まで 事前申込みが必要なため 公益財団法人介護労働安定センター

年度計画の作り方」 〈対象〉 問い合わせ先までご連絡下さい。 宮崎支部

〈定員〉 電話：0985-31-0261

FAX：0985-31-0335

介護労働講習 〈内容〉 ○

「感染症対策」 11月27日（火） 有料 詳細はHPをご覧ください。

〈場所〉 9:30～14:20まで 事前申込みが必要なため

〈対象〉 問い合わせ先までご連絡下さい。

〈定員〉

地域ネットワーク構築支援事業 〈内容〉 ○

職場リーダー養成講座 11月28日（水） 無料

「労務管理（結婚・出産・育児での 〈場所〉 13:30～15:30まで 事前申込みが必要なため

離職を防ぐには）」 〈対象〉 問い合わせ先までご連絡下さい。

〈定員〉 30名

30名

冬に向けて施設内における感染症、インフルエンザ、ノロウィルス等

予防と対策を学びます。

ＪＡ・ＡＺＭホール　別館302研修室

介護業務従事者

60名

それぞれの事業所が掲げる「理念」に基づいた年度計画の

作り方を学びます。

小林市八幡原市民総合センター

地域ネットワーク参加事業所の職場リーダー、管理者

結婚や出産、育児での離職を防ぐために必要な

労務管理を学びます。

都城圏域地場産業振興センター　研修室

地域ネットワーク参加事業所の職場リーダー、管理者



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

○ 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 無料 鹿児島支部

8:30～17:00 問い合わせ先までご連絡ください。

（土・日・祝日を除く） 電話：099-255-6360

FAX：099-255-6361

ハローワーク鹿児島 <内容> HW鹿児島主催の職場面接会 11月2日(金） ○ ハローワークかごしま

福祉就職フェア <対象> 介護職に就業する予定の方 13:30～16:00 無料 電話：099-250-6065

<場所> 鹿児島市サンロイヤルホテル 問い合わせ先までご連絡ください。

<内容> ○

11月4日(日） 無料 わくわく福祉交流フェア実行委員会事務局

<対象> 10:00～17:00 問い合わせ先までご連絡ください。 電話：099-216-1245

<場所>

平成30年度 <内容> 公益財団法人介護労働安定センター

鹿児島県委託事業 11月8日(木） × 鹿児島支部

「キャリアパス構築支援事業」 <対象> 10:00～16:00 （事前申込み事業所のみ） 電話：099-255-6360

鹿屋地区研修会 <場所> FAX：099-255-6361

<内容>

鹿児島県主催　介護 ○ 鹿児島県くらし保健福祉部

ふれあいフェスタ2018 11月11日（日） 無料 高齢者生き生き推進課長寿企画係

10:00～17:00

<対象> 問い合わせ先までご連絡ください。 電話：099-826-2696

<場所>

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

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

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。

処遇改善加算Ⅰを未取得の事業所

リナシティ鹿屋

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。

県民、介護従業者、関係団体及び行政機関等、職員等に介護

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



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

平成30年度 <内容>

鹿児島労働局委託 11月14日(水） ×

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）

（鹿屋Gr） <場所>

平成30年度 <内容> 公益財団法人介護労働安定センター

鹿児島県委託事業 11月16日(金） × 鹿児島支部

障害福祉事業所 <対象> 10:00～16:00 （事前申込み事業所のみ） 電話：099-255-6360

「キャリアパス構築支援事業」 <場所> FAX：099-255-6361

霧島地区研修会

詳細はHPをご覧ください。

平成30年度 <内容> ×

第2回能力開発セミナー 11月16日(金） （事前申込み事業所のみ）

<対象> 13:30～16:00

<場所>

平成30年度 <内容>

短期専門講習in奄美 11月20日（火） ×

「基本的知識を活用した <対象> 10:00～16:00 （事前申込み事業所のみ）

認知症ケア」 <場所>

平成30年度 <内容> 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

鹿児島県委託事業 するための研修会を開催します。 11月20日（火） ×

「キャリアパス構築支援事業」 <対象> 処遇改善加算Ⅰを未取得の事業所 10:00～16:00 （事前申込み事業所のみ）

奄美大島地区研修会 <場所> 名瀬保健所研修室

平成30年度 <内容>

短期専門講習in奄美 11月21日(水） ×

「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>

介護事業所の業務改善マニュアルを使った雇用管理改善の為の

研修会の開催

地域ネットワーク鹿屋Gr

リナシティ鹿屋

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

http://www.kaigo-
center.or.jp/shibu/kagoshima/index.htmlフォーカスを学びます

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

ニーズに合わせたコミュニケーション

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

霧島市人材育成センター

問題発生の原因追及ではなく、問題解決にあたるソリューション

とされるケア）について理解を深めます。

介護職員等

奄美文化センター

症状の基本知識　尊厳とニーズ、コミュニケーショントレーニング

介護職員等

奄美市役所　大会議室

介護現場でのエンド･オブﾞ･ライフケア（人生を終える時期に必要



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

平成30年度 <内容>

短期専門講習in奄美 11月22日(木） ×

「高齢者虐待防止と身体拘束」 <対象> 13:30～16:00 （事前申込み事業所のみ） 公益財団法人介護労働安定センター

<場所> 鹿児島支部

電話：099-255-6360

FAX：099-255-6361

平成30年度 <内容> 11月22日（目）

ストレス対策支援セミナー 13:30～17:00 × 詳細はHPをご覧ください。

<場所> （事前申込み事業所のみ）

平成30年度 <内容> 11月15日（木）

喀痰吸引等研修会 <対象> 28日（水）・30日（金） ×

（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> 11月6日（火）

国家試験準備講習 <対象> 11月29日（木） ×

<場所> 9:30～15:30 （事前申込みの方のみ）

平成30年度 <内容> 11月8日（目）

同行援護従業者養成研修 <対象> 11月13日（火） ×

（一般・応用） <場所> 11月29日（木） （事前申込みの方のみ）

9:30～17:00

平成30年度 <内容>

短期専門講習 11月27日（火） ×

「エンドオブライフケア」 <対象> 10:00～16:00 （事前申込みの方のみ）

<場所>

介護現場での不適切なケアから適切なケアへ

鴨池南国ビル地下会議室 http://www.kaigo-
center.or.jp/shibu/kagoshima/index.html

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

虐待防止について考える

介護職員等

奄美文化センター

ストレスマネジメントを学ぶ

介護事業者の職員

視覚障害者の情報の伝達や移動の援助等を学びます

介護職員及び一般

鴨池南国ビル地下会議室

鴨池南国ビル地下会議室

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

介護現場でのエンド･オブﾞ･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。

介護職員等

鹿児島県自治会館



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

8:30～17:00 問い合わせ先まで

（土・日・祝日を除く） ご連絡ください。

公益財団法人介護労働安定センター

沖縄支部

<内容> 平成29年度介護労働実態調査からみえてくる 電話：098-869-5617

第2回介護労働懇談会 沖縄県介護業界のあるべき姿～パネラー2名による 11月15日（木） × FAX：098-869-5618

＜パネリスト＞　諸見里安知、渡口彦直 14:30～16:30 （介護労働懇談会構成員）

詳細はHPをご覧ください。

<対象> 介護労働懇談会構成員

<場所> 沖縄産業支援センター102

<内容>

能力開発啓発セミナー 11月中旬 ○

<講師> 11月下旬 無料

<場所>

<内容> 11月中旬 ○

介護技術等に関する講習会 <講師> 諸見里安知 11月下旬 無料

<場所> エリア別開催　中部・南部

<内容> 「介護助手」採用のための企業説明会(マッチング）

沖縄県委託事業 10事業所　上限3名を採用し、一定期間の賃金を県が補助する 11月20日(火) ○求人対象：一般求職者

「介護助手採用モデル事業」 10:00～12:00

<対象> 介護老人福祉施設（地域密着型含む）及び介護老人保健施設 対象施設：特養及び老健

<場所> 沖縄産業支援センター102

<主催> 社会福祉協議会　介護実習・普及センター

<共催> 沖縄県、西原町、社会福祉法人西原町社会福祉協議会

<後援> 介護労働安定センター他

11月9日(金) ○

「介護の日」講演会 <演題> 14:00～16:00 無料

<講師> 電話 ：098-882-1484

FAX：098-882-1486

<場所> さわふじ未来ホール

<定員> 505人

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。

社会福祉法人　社会福祉協議会
介護実習・普及センター

～介護者を地域で支えるために～

日本女子大学家政学部家政経済学科教授

日本ケアラー連盟代表理事、
さいたまＮＰＯセンター代表理事　堀越栄子

魅力的な職場作り

～キャリア開発につながるかかわり方～（仮）

平田順子

エリア別開催　中部・南部

チーム力向上のために～リーダーとしての役割～(仮)


	H30三重から沖縄

