
介護のお仕事に興味のある方、介護職の皆様へ

i n f o r m a t i o n

助成金
の情報

介護事業対象の助成金を
ご活用ください

♦職場定着支援助成金【個別企業助成コース】

労働者が働きやすい職場づくりに取り組む環境・健康等の重点分野関連事業主や介護事業
主が、労働者の身体的負担の軽減、賃金体系など評価・処遇の改善、能力開発、健康管理な
ど労働者の労働環境向上を図った場合に利用できます。改善内容によって以下の２種類の助
成金が対象になります。

雇用管理制度の導入と離職率を目標値以上に低下させた場合に、それぞれ以下の金額が支
給されます。
■支給額

※全ての制度を導入・実施し、目標を達成した場合は総額１００万円の受給となります。
※目標達成時の６０万円は定額です（複数の制度を導入した場合も変わりません。）

介護事情主のみが助成の対象となります。
■支給額
対象となる介護福祉機器は次のもので、１つの機器が１０万円以上のものに対し、導入費
用の１／２が支給されます（上限３００万円）。
１． 移動・昇降用リフト ２． 自動車用車いすリフト
３． エアーマット ４． 特殊浴槽 ５． ストレッチャー
６． 自動排泄処理機 ７． 車いす体重計

※対象となる介護福祉機器の詳細については、各都道府県労働局にお問い合わせください。

介護の仕事ってこんな仕事
魅力いっぱいの仕事です！

◎感謝される仕事です
◎人の役にたつ仕事です
◎人と接するのが楽しい仕事です
◎失業がない仕事です（介護ニーズはなくならない）

その他にも
・看護師
・理学療法士
・作業療法士
・栄養士
・福祉用具専門員

などの職種があり
ます

介護の仕事は専門職
資格が生涯生かせます

◎現場で働きたいなら
・初任者研修（ヘルパー２級相当）
・実務者研修
・介護福祉士

◎相談や支援者として働きたいなら
・社会福祉主事
・社会福祉士
・介護支援専門員（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

介護の仕事をしたいなら
介護の仕事は今一番求められています

◎施設サービスで働きたいなら
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護老人保健施設

◎在宅サービスで働きたいなら
・訪問介護、訪問看護
・通所介護（デイサービス）など

◎地域密着型サービスで働きたいなら
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）など

１２月９日に県社会福祉協議
会、県老人福祉施設協議会な
どは、介護の魅力を広く発信す
ることが重要として、小中高校
生へ進学や就職先として福祉・
介護を選択してもらえるよう教
員や保護者への理解及び介
護人材育成・確保への
協力に関する要望書
を県教育委員会へ提
出した

制度導入時 目標達成時

①評価・処遇制度
（ｷｬﾘｱﾊﾟｽ等）

１０万円

６０万円
②研修制度 １０万円

③健康づくり制度 １０万円

④メンター制度 １０万円

１ 雇用管理制度助成

２ 介護福祉機器等助成

ハローワーク松山では、庁舎正面入り口付
近に掲示板を設置し、福祉分野の就職支
援セミナー、職場説明会等の情報を随時発
信しています。

介護の情報発信！！

ニ ュ ー ス



愛媛県介護労働懇談会とは
安心して働くことができる介護事業所の職場作り、介護分野の人材確保及び定着を図るため、
地域において、介護労働関係機関等から構成されるネットワークを設置しています。

相互の施策、事業に対する理解の促進、情報交換・共有等、地域の実情に応じた役割を担うこ
とを主な活動内容としています。

※変更されることがありますので最新情報を主催団体にご確認ください。

名称 内容 日にち・場所 主催・問い合わせ先

就
職
支
援

福祉への就職・転職説明会＆応援セミナー
①求人事業所面談コーナー
②就職・転職希望社相談コーナー
③応援セミナー（採用・就活）

１月２８日（水） １３：３０～１６：３０
ひめぎんホール真珠の間

♦愛媛県福祉人材センター
（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
福祉人材無料職業紹介所）

介護就職デイ就職面接会
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

１１月１１日（水） １３：３０～１６：３０
アイテムえひめ

♦ハローワーク松山
問い合わせ先
（公財）介護労働安定ｾﾝﾀｰ愛媛支部

介護就職支援セミナー
介護業務について、介護職務の理解（ＤＶＤ視聴）
資格取得について

毎週水曜日（１０：００～１１：００）
ハローワーク松山会議室（３Ｆ）

♦ハローワーク松山

イ
ベ
ン
ト

平成27年度高齢・障害者雇用フェスタinえひめ
第一部 表彰式
第二部 雇用事例発表

１０月２１日（水） １３：３０ 開会
ひめぎんホール真珠の間

♦独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構愛媛支部

第４回 えひめ福祉用具フェア

①福祉用具の展示
②各種セミナー
③体験コーナー
④体力測定・血管年齢測定
⑤車いすの選定相談 など
詳細はHP参照 http://ehime-shakyo.or.jp

１１月７日（土） １０：００～１７：００
１１月８日（日） ９：３０～１６：００
愛媛県総合社会福祉会館
託児室（保育士配備）あります！

♦愛媛県社会福祉協議会

福祉・介護の魅力発見セミナー
映画「空と海のあいだ」（ダイジェスト版）上映
認知症サポーター養成講座
福祉・介護の魅力を伝えるブース設置等

１２月２０日（日）
松山市総合コミュニティーセンター
企画展示ホール

♦愛媛県福祉人材センター

介護の日啓発イベント
介護人材の育成を図る啓発イベント。
介護に関する講座や相談コーナーの設置等。

毎年１１月１１日前後
東・中・南予でそれぞれ開催

♦愛媛県老人福祉施設協議会

第１７回日本認知症グループホーム大会（徳島県）
今後のグループホームの実践およびグループホームの
あり方について大会参加者の皆様とともに考えることを
目的とする。

１０月１１日（日）・１０月１２日（月・祝）
アスティとくしま
（徳島市山城町東浜傍示1番地1）

♦公益社団法人日本認知症
グループホーム協会愛媛支部

研
修
会

社会福祉施設新任施設長等研修会
評議員会、理事会、幹事、会計監査人の位置づけと定
義変更社会福祉法の改正について学びます。

１１月２７日（金）
メルパルク松山

♦愛媛県社会福祉法人経営者協議会

四国地区社会福祉法人経営者協議会実践報告介
四国４県の社会福祉法人経営者等が一堂に会し、実践
報告を通して社会福祉法人の地域貢献活動について考
えます。

１１月２７日（金）
メルパルク松山

♦愛媛県社会福祉法人経営者協議会

愛媛県ホームヘルパー研修会 講演「介護保険制度の改正について」
６月２８日（日）
エスポワール愛媛文教会館

♦愛媛県ホームヘルパー協議会

愛媛県ホームヘルパー基礎研修会
講義「ヘルパーの職業倫理」
講義「ヘルパーに必要な対人援助技術」

９月 ５日（土）
松前町総合福祉センター

♦愛媛県ホームヘルパー協議会

医療介護士養成講座 たんの吸引等の実施のための研修
１０月１７日～２３日 講義
１１月 ５日～ ６日 演習
メディス関西本部 研修センター

♦一般社団法人日本慢性期医療協会

スキルアップ研修 「二人称のケア」
講師 井上一弘氏をお招きし、対人援助を学ぶ。
その後「交流会」を実施

１１月２８日（土）
愛媛県総合社会福祉会館

♦一般社団法人愛媛県介護福祉士会

介護福祉士初任者研修
介護福祉士取得1年～3年の人を主に、それ以外の人
でも、基礎の力をつける学習

１２月１９日（土）・２０日（日）
１月１６日（土）・１７日（日）
老人保健施設にぎたつ苑

♦一般社団法人愛媛県介護福祉士会

介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修
実習生を受けいれる施設が受講する必要が研修となり
ます

１月２３日（土）・２４日（日）
２月２０日（土）・２１日（日）
聖カタリナ大学

♦一般社団法人愛媛県介護福祉士会

愛媛県ホームヘルパーテーマ別研修会 講義・演習「周囲の人を大切にする接遇」
１２月２０日（日）
エスポワール愛媛文教会館

♦愛媛県ホームヘルパー協議会

介護現場の成功事例発表会
介護現場の成功事例発表会
http://minkaikyo.info/（全国組織のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）

２月２０日（土）１２：００～
TKP東京駅大手町カンファレンスセンター

♦一般社団法人
全国介護事業者協議会 四国担当
（株式会社ｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ）

「災害に備えた介護事業者の自助・互助の
あり方を考える」

災害時に備えた介護事業者の自助・互助のあり方に
ついて調査研究の成果発表
※参加費 無料

３月１９日（土）１３：００から１６：００
マイドームおおさか（第１・第２会議室）
大阪市中央区本町橋2番5号

♦一般社団法人
全国介護事業者協議会 四国担当
（株式会社ｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ）

愛媛県ホームヘルパーブロック別研修会 講義・調理実習「特別食について」
２月１４日（日）三間保健福祉センター
２月２０日（土）東温市農村環境改善センター

２月２１日（日）新居浜市総合福祉センター
♦愛媛県ホームヘルパー協議

無
料

相
談

無料相談会
社会保険労務士による対面での労働問題・年金等
無料相談会

１０月２５日（日） １１：００～１７：００
イオンモール新居浜 ・ フジグラン今治
イオン松山店 ・ フジグラン松山
オズメッセ２１

♦愛媛県社会保険労務士会

※各機関では介護の事業運営や介護に役立つセミナーやイベントを数多く開催しています。詳しくは、各機関のホームページをご覧ください。

♦愛媛労働局 職業安定部 職業安定課
職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの推進、若
者の雇用対策の推進により雇用の安定・就職支援に取り組み、
総合的・効果的な施策を推進しています。

松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5階
ＴＥＬ089-943-5221
ＨＰ http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

♦ハローワーク松山（松山職業安定所）
就職相談や職業の紹介、雇用保険の支給、職業訓練などに関し
ての総合的なサービスをご提供する厚生労働省の出先機関で、
愛媛県内８カ所のハローワークにて業務を行っています。

松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎
ＴＥＬ089-917-8618

♦愛媛県 保健福祉部生きがい推進局長寿介護課
高齢者が健やかに長寿を楽しみ、住み慣れた地域で、愛顔（えが
お）で暮らせる「健康長寿えひめ」の実現のため、必要なときに必
要な介護サービスが提供されるよう、介護サービスを担う介護人
材の確保、資質の向上に取り組んでいます。

松山市一番町四丁目4番地2
ＴＥＬ089-912-2446
ＨＰ http://www.pref.ehime.jp/kenko/koresha/index.html

♦愛媛県 経済労働部 産業雇用局労政雇用課
離職・転職等により求職中の方を対象に、県下4校ある県立高等
技術専門校（新居浜、今治、松山、宇和島）では介護職員向けの
公共職業訓練を設定し、就職の支援を行っています。

松山市一番町四丁目4番地2
ＴＥＬ089-912-2503
ＨＰ http://www.pref.ehime.jp/kenko/koresha/index.html

♦社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会
地域の中にあるさまざまな福祉課題に住民のみなさんと一緒に取
り組み、すべての人が豊かで快適な暮らしを営める社会の実現を
目指して活動している団体です。

松山市持田町三丁目8番15号愛媛県社会福祉館内
ＴＥＬ089-921-8344
ＨＰ http://www.ehime-shakyo.or.jp/

♦愛媛県福祉人材センター
愛媛県福祉人材センターは、福祉の仕事を専門に取扱う無料職
業紹介所として、福祉関係の就職をあっせんしたり、相談・研修等
を通じて、資格取得や職場への定着をサポートしています。

松山市持田町三丁目8番15号 県総合社会福祉会館内
ＴＥＬ089-921-5344
ＨＰ http://www.11294.net

♦愛媛県社会福祉法人経営者協議会
社会福祉法人の経営基盤及び機能強化とその健全な施設運営
を目的とし、様々な経営感覚、知識、技術の向上を図るために、
諸会議、研修会の開催、広報活動等の実施に取り組んでいます。

松山市持田町三丁目8番15号愛媛県社会福祉館内
ＴＥＬ089-921-8344
ＨＰ http://www.ehime-shakyo.or.jp/shubetsu/shubetsu-keiei.html

♦愛媛県ホームヘルパー協議会
ホームヘルパーは「住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けることを支える」
専門職として、より一層の質の向上をはかるとともに、地域住民やボランティア
等、多様な担い手との役割分担についても、積極的な提案を行っていくことが
大切です。本会では、研修会等を通じて、会員事業所の強化及び連携並びに
会員の知識や技術の向上に努めることを目的に事業を実施しています。

松山市持田町三丁目8番15号
ＴＥＬ089-921-8912
ＨＰ http://www.ehime-shakyo.or.jp/

♦愛媛県老人福祉施設協議会
県内の老人福祉施設および併設する居宅サービス事業所を会員とする団体で、
高齢者及びそのご家族の生活を支援するため、関係機関・団体と連携しながら、
高齢者福祉に関する調査研究・情報提供、施設職員の研修・育成等を行い、高
齢者福祉事業の充実発展、施設機能の向上に取り組んでいます。

松山市持田町三丁目8番15号 県総合社会福祉会館内
ＴＥＬ089-921-8566
ＨＰ http://www.e-roushi.jp/

♦独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部
誰もが、能力を発揮し、意欲を持って安心して働ける社会の実現に向け、高齢
者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求職者をはじめとする労働者
の職業能力の開発及び向上の促進のために、高齢者、障害者、求職者、事業
主等の方々に対して総合的な支援を行っています。

松山市西垣生町2184
ＴＥＬ089-972-0325
ＨＰ http://www.jeed.or.jp/location/sibu/ehime

♦公益社団法人日本認知症グループ協会 愛媛支部
住み慣れた町にグループホームを～その人らしく最後まで～を合言葉に認知症
の方々が本当に安心して暮らせるよう、グループホームケアの質の確保と技術
の向上や家族及び地域住民並びに認知症のグループホーム事業をめぐる環境
の改善と健全な発展に取り組んでいます。

松山市南吉田町1872-2 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしょうせきあいあい内
ＴＥＬ089-974-0041
ＨＰ http://ghkyo.or.jp

♦一般社団法人全国経費老人ﾎｰﾑ協議会 四国ﾌﾞﾛｯｸ
全国経費老人ホーム協議会は、昭和58年6月沖縄で発足され、全国経費老人
ホーム（ケアハウス）施設（Ａ型・Ｂ型・ケアハウス）間の緊密な連携を保つと共
に各関係機関と協調し、情報交換、調査研修及び研修などを行っております。

利用者の立場に立脚したサービスの構築はもとより、施設経理及び運営の充
実と発展を図り、「生活支援」を基本とする総合的かつ専門的な老人福祉サー
ビスの向上に資することを目的とする一般社団法人です。

住所 新居浜市荷内町2番21号 社会福祉法人宝集会経費老人ホーム宝寿園

ＴＥＬ0897-46-2080
ＨＰ http://zenkeikyo.com./index.html

♦一般社団法人全国介護事業者協議会 四国担当（株式会社ｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ)
目的 利用者の立場に立った質の高いｻｰﾋﾞｽの提供をはかり、

介護サービスの健全な発展を目指す。
事業内容①介護事業者としての理念を構築するための支援事業

②介護サービスの質を向上させるための様々な研修会・セミナー等
の開催
③経営安定化のための経営相談事務 等

松山市中央1丁目17番35号
ＴＥＬ089-911-0002
ＨＰ http://carejapan.co.jp/

♦一般社団法人日本慢性期医療協会
♦ 愛媛県慢性期医療協会
慢性期医療に携わる医療機関、介護施設のレベルアップを目指し
ます。

東京都新宿区富久町11-5 ｼｬﾄﾚ市ヶ谷2Ｆ
松山市南高井町333
ＴＥＬ03-3355-3120 ， 089-976-7777
ＨＰ http://jamcf.jp

♦愛媛県老人保健施設協議会
全国の介護老人保健施設の一致協力によって、高齢者等が自立して生活でき
るよう、地域社会の健全な発展を図るとともに、保健医療サービス及び福祉
サービスの質の向上確保に係る調査研究等を行い、もって高齢者等の保健医
療の向上及び福祉の増進に寄与することを目的としています。

今治市末広町3-1-6
ＴＥＬ0898-23-1211
ＨＰ http://www.e-roushi.jp/

♦一般社団法人 愛媛県介護福祉士会
介護福祉士の職業倫理の向上、介護に関する専門的教育及研究を通して、そ
の専門性を高め、介護福祉士の資質の向上を介護に関する知識、技術の普及
を図るため、各研修を開催しています。また、関連機関との連携やﾏﾝﾊﾟﾜｰ促進
のための活動等の実施をしています。

松山市中一万町7-8 株式会社フェローシステム内
ＴＥＬ089-987-8123
ＨＰ工事中 工事中のためface book 愛媛県介護福祉会で各ご案内をし
ています。

♦日本介護福祉士養成施設協会（介養協）
松山東雲短期大学
河原医療福祉専門学校
介護福祉士養成施設の全国組織。介護福祉士の教育
の充実と研究及び知識の普及に努め、国民福祉に貢献
しています。養成施設が加入し、全国を7ブロックに分け、
情報交換と意見集約をしています。

♦UAゼンセン 日本介護クラフトユニオン 中国・四国総支部

日本介護クラフトユニオン（ＮＣＣＵ）は介護業界で働く仲間が集ま
り、会社（法人）の垣根を越えて横断的に組織する全国最大の介
護業界の労働組合です。ＮＣＣＵ介護従事者の労働条件の改善・
整備・向上を目的として活動しています。

広島県広島市南区金屋町1-17
ＴＥＬ082-568-6662
ＨＰ http://www.nccu.gr.jp/

♦公益社団法人 介護労働安定センター 愛媛支部
介護関係業務に従事する労働者について、雇用管理の改善、能
力の開発及び向上、労働力の需給調整に対する支援等を行うた
めに必要な事業を実施することにより、介護労働全体の向上を目
指し関係機関と連携しています。

松山市一番町１丁目14-10 井手ビル４Ｆ
ＴＥＬ089-921-1461
ＨＰ http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/ehime/index.html

♦愛媛県社会保険労務士会
会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図る
ため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

松山市萱町4丁目6番地3
ＴＥＬ089-907-4864
ＨＰ http://www.ehime-sr.or.jp/

開催日 平成２７年７月２３日（木）１４：００～

会場
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議題

愛媛県総合社会福祉会館 ４階 第１会議室

２３名

介護人材の確保・定着について 他


