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介護のお仕事に興味のある方、介護職の皆様へ

一般社団法人 埼玉県老人福祉施設協議会
【イベント名称】第11回埼玉県高齢者福祉研究大会
【内容】基調講演
介護現場の職員や学生の研究発表
介護用品等紹介展示コーナー等
【日程】平成 30 年 12 月 11 日 ( 火 )
【会場】ソニックシティ

介護労働懇談会は
介護事業をサポートします

【イベント名称】埼玉県老人ホーム入園者
創作品展

【内容】県内老人ホーム入園者の創作品
（書、絵画、工芸、手芸など）を展示
【日程】平成 30 年 12 月 11 日 ( 火 )
【会場】ソニックシティ

【イベント名称】彩の国 中学生
高齢者施設でのふれあい体験事業
【内容】中学生が老人福祉施設の利用者との交流や
介護体験を通じ、高齢者に対する理解やボ
ランティアの心を育てる
【HP】http://saitama-rsk.or.jp/

有限会社 プログレ総合研究所
【イベント】介護福祉士実務者研修

【内容】介護福祉士受験要件の一つになっている資
格です。シフトに合わせて受講できます。
【日程】毎月開講
【会場】大宮、池袋、南浦和、熊谷、横浜、高崎、
太田

【イベント】強度行動障害支援者養成研修

【内容】行動障害のある方を支援するための新資格
です。
【日程】HP でご確認下さい。
【会場】大宮、南浦和、熊谷

【イベント】藤花会

【内容】修了生の方を対象とした無料セミナーを毎
月実施しています。
【日程】HP でご確認下さい。
【会場】大宮、池袋、南浦和、熊谷、横浜、高崎、
太田
【HP】http://www.omiya-fukushi.co.jp/

株式会社 学研ココファンスタッフ
【イベント】介護福祉士実務者研修通信課程

【内容】実務者研修資格取得
【日程】学研アカデミー介護士養成センター
東大宮校：平成 30 年 4 月、10 月開講
春日部校：平成 30 年 5 月、11 月開講

公益社団法人 埼玉県介護老人保健施設協会
【イベント】第 29 回全国介護老人保健施設大会 埼玉

【日程】平成 30 年 10 月 17 日 ( 水 ) ～ 19 日 ( 金 )
【会場】ソニックシティ、大宮パレスホテル
【HP】https://conﬁt.atlas.jp/guide/event/
roken2018saitama/top

埼玉県マスコット
「コバトン」

埼玉県立誠和福祉高等学校
【イベント】体験入学

【内容】学校説明、授業体験、施設見学等
【日程】平成 30 年 7 月 28 日 ( 土 ) 予定
平成 30 年 8 月 21 日 ( 火 ) 予定
平成 30 年 10 月 27 日 ( 土 ) 予定

【イベント名称】文化祭

【日程】平成 30 年 9 月 8 日 ( 土 ) 予定

【イベント名称】学校説明会

【日程】平成 30 年 11 月 17 日 ( 土 ) 予定
平成 30 年 12 月 8 日 ( 土 ) 予定
平成 31 年 1 月 12 日 ( 土 ) 予定
【HP】http://www.fukushi-h.spec.ed.jp/

埼玉県介護労働懇談会
公益財団法人介護労働安定センター

TEL 048-813-2551
〒330-0055

埼玉支部

FAX 048-813-2552

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 2-5 NBF 浦和ビル 4F

Email：saitama@kaigo-center.or.jp

URL：http://kaigo-center.or.jp

公益財団法人介護労働安定センター埼玉支部は埼玉県介護労働懇談会の事務局です

埼玉県介護労働懇談会とは

無料支援サービスのご案内
介護労働安定センターが委嘱する専門家が介護従事者（従業員）の雇用管理改善・人材育成
（能力開発）
・健康について各種相談を無料で実施いたします。

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。

埼玉県介護労働懇談会の仲間たち
埼玉労働局職業安定部職業安定課

雇用の確保と安定に関する国家事務
県内 15 カ所のハローワークの上部機関
〒330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2
ランド・アクシス･タワー 15 階
TEL 048-600-6208

大宮公共職業安定所
（ハローワーク大宮）

求人･求職の受理や職業相談・職業紹介のほか、雇用
保険、雇用関係の助成・給付金等に関する相談と情報
提供
〒330-0852 さいたま市大宮区大成町 1-525
TEL 048-667-8609

さいたま市保健福祉局長寿応援部
介護保険課

事業所及び施設の指定許可、指導等の介護サービス事
業者に関連する業務や老人福祉法の施行、介護保険事
業の運営 等
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4
TEL 048-829-1265
HP http://www.city.saitama.jp/006/015/041/
006/p007085.html

公益社団法人
埼玉県介護老人保健施設協会

埼玉県内の老人保健施設が一致協力して老健施設の質
や機能の向上･発展と社会福祉の向上･増進を目的とし
て設立された組織。
〒350-2213 鶴ヶ島市脚折 1877
TEL 049-285-5055
HP http://www.saitamaroken.jp/index.html

埼玉県慢性期医療協会

国民のニーズに応えるため慢性期医療の質をさらに向
上させ、地域医療の中核を支えていく活動を展開。
【事務局】医療法人社団富家会 富家病院
〒356-0051 ふじみ野市亀久保 2197
TEL 049-264-8811

一般社団法人 埼玉県介護福祉士会

介護福祉士の職業倫理の向上、介護福祉に関する専門
的教育及び実践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と介護に関する知識、技術の普及
を図り、もって埼玉県民の福祉の増進に寄与すること
を目的として活動。
〒330-0056 さいたま市浦和区東仲町 4-16
ベルゾーネ K･M 1-D 号室
TEL 048-871-2504

埼玉労働局職業安定部職業対策課

高齢者・障害者の雇用対策、職業指導及び各種助成金
の事務
〒330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2
ランド・アクシス･タワー 15 階
TEL 048-600-6209

埼玉県福祉部高齢者福祉課

･社会福祉法の施行に関すること（主として老人福祉
施設を運営する法人の認可等に関するものに限る。）。
･老人福祉法の施行に関すること（他の機関において
所掌するものを除く。
）。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1
TEL 048-830-3245
HP http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0603/

独立行政法人 高齢･障害･求職者
雇用支援機構 埼玉支部
埼玉職業能力開発促進センター

求職者の早期再就職を支援するための職業訓練、中小
企業等で働く方を対象とした職業訓練や人材育成等の
支援
〒330-0931 さいたま市緑区原山 2-18-8
TEL 048-882-4079

一般社団法人
埼玉県老人福祉施設協議会

･老人福祉施設の運営並びに老人福祉事業の調査研究。
･施設職員の資質向上のための研修 他。
〒330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65
彩の国すこやかプラザ内 3 階
TEL 048-762-3934
HP http://www.saitama-rsk.or.jp

公益社団法人 日本認知症グループ
ホーム協会 埼玉県支部

グループホームにおけるケアの質向上や職員の労働環
境の整備改善、介護保険制度の充実などを目指す全国
全ての都道府県に会員を擁する事業者団体。
〒347-0063 加須市久下 1625-1
TEL 0480-67-0069

埼玉県ホームヘルパー協会

ヘルパーの育成・質の向上を目的とした研修・調査活
動等
〒344-0065 埼玉県春日部市谷原 1-18-1
ドルミ春日部 111 和の輪内
TEL 048-754-9755

埼玉県マスコット
「コバトン」

埼玉労働局職業安定部 訓練室
求職者支援制度･公共職業訓練に関する業務
〒330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2
ランド・アクシス･タワー 14 階
TEL 048-600-6288

埼玉県産業労働部産業人材育成課
職業能力の開発の促進及び産業人材の育成
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1
TEL 048-830-4607

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
福祉人材センター
保育士･保育園支援センター

埼玉県社会福祉協議会が運営する福祉専門の無料職業
紹介所。介護や保育士など福祉分野への就職希望者の
支援をするとともに、福祉施設・事業所の人材確保を
サポートするため、合同面接会をはじめ様々な事業を
実施。
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65
彩の国すこやかプラザ内
TEL 048-833-8033

埼玉県社会福祉法人
経営者協議会

社会福祉法人の経営者が連絡提携して、法人にかかわ
る基本的課題を調査し、かつ、その実践をはかり広く
成果を関係者に供し、社会福祉の発展に寄与すること
を目的として各種事業を実施。
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65
彩の国すこやかプラザ内
TEL 048-822-1191
HP http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama13
/fukushi/index.htm

一般社団法人
埼玉県介護支援専門員協会

①主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更
新研修等
②ネットワーク構築･支援等事業
③情報提供･相談等事業
④調査･研究･提言･評価等事業
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町 2-13-8
ほまれ会館
TEL 048-835-4343
HP http://www.saitama-cm.com/

雇用管理等に関する相談

健康管理やメンタルヘルス等の相談

介護事業所の事業主や管理者の方を対象に社会保険労

介護の職場で働く方の働きやすい職場環境づくりをお

などが雇用管理等に関する相談に応じます。

スカウンセラーが相談に応じます。

務士・行政書士・労働基準法専門家・中小企業診断士
・人事制度
・賃金体系
・就業規則
・教育訓練
・その他

手伝いするため、看護師や介護現場の経験があるヘル

勤務体系・職務基準・人事考課など

・健康管理

労働基準法・就業規則見直しなど

・ストレス対策／メンタルヘルス／ハラスメント

昇給・各種手当・賃金規定など
研修体系の整備など
助成金活用について

腰痛予防や感染症予防など

職場でのコミュニケーション・ストレスの軽減方法
や精神衛生の確保など

諸規定の見直しやサービスの
追加などの時に！

・介護に関すること
・その他

新人研修・配置転換後の
研修などに！

研修に関する相談
（研修コーディネート事業）
職業能力（介護職員の研修・スキル）の向上のために、介護事業主の抱える課題や希望を専門家がお伺いしな
がら研修計画策定等のお手伝いをします。

“職業能力の向上”って何なの？ 研修を受けさせたいけど、何から始めるの？
効果的な、モチベーションのあがる研修を計画したいけど・・

資格取得や研修計画策定などに！
○従業員の方を集めての事業所内での研修、事業者の方の集まりの場でのレクチャーも承ります。
○相談場所は、当センター事務所または、貴事業所にて行うこともできます。

公益財団法人介護労働安定センター埼玉支部にお問い合わせください！

TEL 048-813-2551

FAX 048-813-2552

公益社団法人
日本介護福祉士養成施設協会

埼玉県立誠和福祉高等学校

株式会社
学研ココファンスタッフ

学校法人埼玉福祉学園
埼玉福祉･保育専門学校

介護福祉士養成施設の教育の内容充実及び振興を図る
とともに、介護に関する研究開発及び知識の普及に努
め、もって国民福祉の増進に寄与することを目的とし
て活動。
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-6-14
三久ビル 7 階
TEL 03-5512-4745

「私たち学研グループはすべての人が心ゆたかに生き
ることを願い今日の感動・満足・安心と明日への夢・
希望を提供します」という学研理念のもと、学研アカ
デミー介護士養成センターを運営しており、質の高い
介護士の養成を行っている。
〒141-8420 東京都品川区西五反田 2-11-8
学研ビル
TEL 03-6431-1862

県内唯一の「福祉科」では全員が介護職員初任者研修
を修了する他、介護福祉士国家試験受験資格が得られ
るコースを設置。
「総合学科」では福祉や看護、保育
等の専門科目が学べる。また、校外での実習やボラン
ティア活動等を通じた実践的教育を実施。
〒348-0024 羽生市大字神戸 706
TEL 048-561-6651
HP http://www.fukushi-h.spec.ed.jp/

福祉・医療・保育の分野で、人が自立して健康で幸せ
に生きられるように援助する専門家（対人援助職）を
養成し、地域の活力につながっていくことを目指す専
門学校。「実学教育」「人間教育」
「国際教育」という
3 つの教育理念を掲げ、学校を運営。
〒330-0845 さいたま市大宮区仲町 3-88-2
TEL 048-649-2331

有限会社 プログレ総合研究所

介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、福祉用
具専門相談員、行動援護従業者養成研修、同行援護従
業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修、喀痰吸
引等研修 等指定研修
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネ
ジャー受験対策講座 等の運営
〒330-0846 さいたま市大宮区大門町 3-88
TEL 048-640-4401
HP http://www.omiya-fukushi.co.jp/

