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１ 団塊の世代が後期高齢者になる2025年までに、必要となる介護人材数は、約245万人。今後、毎年６万人程
度の介護人材を確保していく必要があり、介護人材確保対策は喫緊の課題です。(別紙1)

２ 国においては、介護職員の処遇改善等（給与の状況は別紙３，４）様々な介護人材確保対策に取り組んでい
ますが（別紙2）、高齢者の生活を支える介護の仕事は大切な仕事であり、小・中・高の学生を中心とした若
年世代等にその理解促進を図ることが重要と考えています。

３ こうしたことから、厚生労働省では、地域医療介護総合確保基金の活用により、高校生や大学生等の介護事
業所でのインターンシップの実施に係る経費や、小中学生等の夏休み等を活用した職場体験の実施にかかる経
費を助成し、導入を促進しています。さらに、インターンシップや職場体験活動の実施に当たり、介護事業所
と教育委員会等が連携して、学校がインターンシップ・職場体験に対する事前・事後指導等の働きかけができ
るよう、各教育委員会等への周知について、文部科学省に対し協力を依頼しました。(別紙5・6)

４ 平成30年度においては、介護業務の入門的な知識・技術を習得するための研修「入門的研修」を創設、各都
道府県・市町村で取り組んでいます。（別紙7～12）
介護に関する内容が充実した新学習指導要領の適用を迎える中、「入門的研修」を受講していただくことは、

教員の皆様が介護の仕事について理解を深めていただく絶好の機会となります。受講された教員の皆様からの
声を是非ご覧ください。（別紙11）
「入門的研修」の実施予定については、別紙12のほか、厚生労働省のHPに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02977.html
※ 都道府県の福祉担当部局に対して、上記４の取り組みを実施する際、教育委員会との連携を図るよう平成30年7月12日に周知。

５ 介護福祉士養成施設で就学する際の返済免除付きの奨学金（介護福祉士修学資金貸付制度）を各都道府県で
実施しており、こうした制度の活用についても進路指導の際に助言していただければと思います。

６ 本日、参加されている家庭科担当指導主事の皆様におかれましては、配布させていただく資料についてご理
解いただき、各都道府県管内で実施する家庭科教員向け会議などで、これらについて周知いただくとともに、
各都道府県の介護人材確保対策担当（※別紙14の連絡先を参照してください。）に管内の介護分野の状況に
関する説明の機会を設けていただくなど、特段の配慮をお願いいたします。 1

(別紙13)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02977.html


２０１６年度
（平成２８年度）

第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について

２０２０年度
（平成３２年度）

２０２５年度
（平成３７年度）

○ 第７期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要を見ると、２０

２０年度末には約２１６万人、２０２５年度末には約２４５万人が必要。

○ ２０１６年度の約１９０万人に加え、２０２０年度末までに約２６万人、２０２５年度末までに約５５万人、年間

６万人程度の介護人材を確保する必要がある。

※ 介護人材数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員数に、介護予防・日常生活支援総合事業の

うち従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を加えたもの。

○ 国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護

職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。

注１）需要見込み（約216万人・245万人）については、市町村により第７期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量（総合事業を含む）等に基づ

く都道府県による推計値を集計したもの。

注２）2016年度の約190万人は、「介護サービス施設・事業所調査」の介護職員数（回収率等による補正後）に、総合事業のうち従前の介護予防訪問介護等に相

当するサービスに従事する介護職員数（推計値：約6.6万人）を加えたもの。

約
26
万
人

第７期計画期間（2018～2020） 第８期計画期間（2021～2023） 第９期計画期間（2024～2026）

約１９０万人

約２１６万人
（需要）

約２４５万人
（需要）

約
55
万
人

～～ ～～

別紙１
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総合的な介護人材確保対策（主な取組）
これまでの主な対策

（実績）月額平均５．７万円の改善
月額平均１.4万円の改善（29年度～）
月額平均1.3万円の改善（27年度～）
月額平均0.6万円の改善（24年度～）
月額平均2.4万円の改善（21年度～）

○ 介護福祉士修学資金貸付、再就職準
備金貸付による支援

○ 中高年齢者等の介護未経験者に対す
る入門的研修の実施から、研修受講後の
マッチングまでを一体的に支援

○ 介護ロボット・ＩＣＴの活用推進
○ 介護施設・事業所内の保育施設の設
置・運営の支援

○ キャリアアップのための研修受講負担軽
減や代替職員の確保支援

◎ リーダー級の介護職員について他産業と遜
色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある
介護職員に重点化しつつ、更なる処遇改善
を2019年10月より実施予定

○ 学生やその保護者、進路指導担当者
等への介護の仕事の理解促進

○ 介護を知るための体験型イベントの開催

◎ 入門的研修受講者等への更なるステップ
アップ支援（介護の周辺業務等の体験支援）

◎ 介護職機能分化・多職種チームケア等の
推進

◎ 介護ロボット・ＩＣＴ活用推進の加速化
◎ 生産性向上ガイドラインの策定・普及
◎ 認証評価制度ガイドラインの策定・普及

◎ 若者、子育て層、アクティブシニア層に対す
る介護職の魅力などの発信

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

今後、さらに講じる主な対策

外国人材の受
入れ環境整備

○ 介護福祉士を目指す留学生等の支援
（介護福祉士修学資金の貸付推進、日
常生活面での相談支援等）

◎ 「特定技能」等外国人介護人材の受入環
境整備（介護技能向上のための集合研修、
介護の日本語学習支援、介護業務等の相
談支援・巡回訪問の実施等）

別紙２
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月額 ＋ ９，０００円

月額 ＋１５，０００円

（実績）

（実績）施
設
・事
業
所
に
お
け
る

賃
上
げ
処
遇
改
善

月額 ＋ ６，０００円

（実績）

※ 実績は全て「介護従事者処遇状況等調査」によるが、それぞれ調査客体等は異なる。

介護職員の処遇改善についての取組

月額 ＋１３，０００円
（実績）

平成21年４月
平成21年度介護報酬改定 ＋３％改定

● 処遇改善を進めてきており実績を合計すると、月額５万７千円となる。
● 全産業平均の賃金とそん色ない賃水準を目指し、本年10月より更なる処遇改善を実施予定

月額 ＋１４，０００円

（実績）

全産業平均の賃金と遜色ない水準を目指し、

本年10月より、総額2000億円（年）を活用し、更なる賃上げを実施

平成24年４月
平成24年度介護報酬改定

処遇改善交付金を介護報酬に単純に組み込む

平成21年度補正予算

処遇改善交付金を措置（１．５万円相当）

平成27年４月
平成27年度介護報酬改定

処遇改善加算の拡充（１．２万円相当）

平成29年４月
平成29年度介護報酬改定（臨時）

ニッポン一億総活躍プラン等に基づき、
処遇改善加算を拡充 （１万円相当）

別紙３
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【出典】厚生労働省「平成29年度介護従事者処遇状況等調査」
注１）「実務者研修」とは、実務者研修、介護職員基礎研修及びヘルパー１級をいう。
注２）「介護職員初任者研修」とは、介護職員初任者研修及びヘルパー２級をいう。
注３）平成２８年と平成２９年ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注４）平均給与額は、基本給（月額）＋手当＋一時金（４～９月支給金額の１／６）
注５）平均給与額は１０円未満を四捨五入している。
注６）勤続年数は平成２９年９月までに勤続した年数であり、同一法人の経営する施設・事業所における勤続年数は通算して計上している。
注７）処遇改善加算Ⅰ～Ⅴの取得事業所

平成２９年９月 平均勤続年数

全 体 293,450円 7.3年
介護福祉士の資格あり 307,100円 8.2年
常勤・正規職員 297,460円 7.3年
うち特養職員 325,760円 7.6年

介護職員の平均給与額の状況（介護職員処遇改善加算の取得事業所）

○ 介護職員のうち、介護福祉士の資格を有する人の給与は高くなっているとともに、常勤・正規職員の給与は高い傾向。

別紙４

※ 全産業平均の賃金 36.6万円（平均勤続年数10.7万円
厚生労働省「平成２９年賃金構造基本統計調査」に基づき老健局老人保健課において作成）
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高校生・大学生等

インターンシップ

 事業所までの交通費
 インターンや職場体験で受け入れる学生に

かかる被服費（クリーニング代等）
 インターンや職場体験で受け入れる学生の

ための保険料 等

小中学生等
職場体験

都道府県（福祉部局）

事業実施団体

介
護
事
業
所

学
校

協
力
依
頼

インターシップ・職業体験の実施の働き
かけや事前指導に係る協力など

事前指導・事後指導

事前指導・事後指導

※事前指導：就業体験の目的確認、マナー指
導、体験内容に関する事前学習等

※事後指導：レポート作成、訪問先へのお礼
状作成、個人面談等

教育委員会

介護事業所でのインターンシップ・職場体験の導入促進（事業実施イメージ）
【地域医療介護総合確保基金のメニュー】

文部科学省

交付

厚生労働省

委託

協力依頼

連携

連携

連
携

費
用
助
成

別紙５
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（参考）介護事業所でのインターンシップ・職場体験導入促進に関する取組
○ 介護事業所でのインターンシップ・職場体験については、地域医療介護総合確保基金の活用により、高校生や大学生等の介護事業所で

のインターンシップの実施に係る経費や、小中学生等の夏休み等を活用した職場体験の実施にかかる経費を助成し、導入を促進。

○ さらに、介護事業所でのインターンシップや職場体験活動の実施に当たり、介護事業所と教育委員会等が連携して、学校がインターンシッ

プ・職場体験に対する事前・事後指導等の働きかけができるよう、各教育委員会等への周知について、文部科学省に対し協力を依頼。

「介護事業所でのインターンシップ・職場体験の導入促進事業に係る協力依頼について」（平成30年８月17日文部科学省初等中等教育局

児童生徒課事務連絡）（各都道府県教育委員会指導事務主管課・各指定都市教育委員会指導事務主管課・各都道府県知事部局私立学校

主管課等宛て）

平素より、中学生の職場体験活動や高校生のインターンシップをはじめとするキャリア教育の推進に御尽力いただき感謝申し上げます。

この度、標記の件について厚生労働省から、別紙のとおり周知の依頼がありました。

本事業は、介護分野への介護未経験者の参入を促進するため、都道府県に設置している地域医療介護総合確保基金の活用によりイン

ターンシップや職場体験活動の実施に係る経費を助成し、介護事務所でのインターンシップ・職場体験の導入促進事業の実施を推進して

いるものです。

ついては、介護事業所でのインターンシップや職場体験活動の実施に当たり、本事業の活用や事前・事後指導等に係る事業実施団体と

の連携について、御配慮くださいますようお願いします。併せて、域内の中学校又は高等学校等を設置する市町村教育委員会、所管又は

所轄の中学校及び高等学校等並びに学校法人に対して、御周知くださいますようお願いします。

「介護事業所でのインターンシップ・職場体験の導入促進事業に係る協力依頼について」（平成30年８月２日厚生労働省社会・援護局福
祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡）（文部科学省初等中等教育局児童生徒課宛て）

平素より、社会福祉行政の推進にご協力賜り、感謝申し上げます。
厚生労働省では、多様な人材の確保に向けて、介護分野への介護未経験者の参入を促進するため、都道府県に設置している地域医療介

護総合確保基金の活用により、高校生や大学生等の介護事業所へのインターンシップの実施に係る経費や小中学生等の夏休み等を活用し
た職場体験の実施にかかる経費を助成し、介護事業所でのインターンシップ・職場体験の導入促進事業の実施を推進しているところで
す。
本事業の実施に当たり、就業体験の目的確認や、マナー指導、体験内容に関する事前学習等の事前指導や、レポート作成、訪問先への

お礼状作成、個人面談等の事後指導を教員の皆様に行っていただくことにより、介護への理解がより深まることが期待されます。
つきましては、本事業にご理解いただきますとともに、事業実施団体が教育委員会等と連携して、学校がインターンシップ・職場体験

に対する指導の働きかけができるよう、各教育委員会等への周知についてご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。

別紙６
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介護に関する入門的研修の実施からマッチングまでの一体的支援事業の創設
【地域医療介護総合確保基金の平成30年度新規メニュー】

＜ 事業イメージ ＞ ※各主体が協力して実施

＜ 実施主体 ＞
福祉人材センター、事業者団体、

介護福祉士養成施設、市町村社協 等

事業の周知・広報

研修への参加

※地域の中高年齢者や子育てが一段
落した主婦層へ参加を呼びかけ

介護職やボランティアとして従事

特養やデイサービスなど

退職前セミナーの実施

ハローワーク
老人クラブ

公民館
図書館 等

地域の企業
自治体の関係機関 等 研修への参加

研修受講者と事業所とのマッチング

※退職前セミナーを実施し、退
職を控えた方へ参加を呼びか
け

※各府省庁や都道府県・市町村
からも退職を控えた方に対する
事業の周知

入門研修の実施

○ 介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作るとともに、参入障壁となっている介護に関する
様々な不安を払拭するため、介護業務の入門的な知識・技術の修得のための研修を導入し、介護人材の
すそ野を拡げ、中高年齢者など多様な人材の参入を促進する。

○ 具体的には、事業実施団体において、求職者や退職を控えた方などへの研修の参加を呼びかけるとと
もに、入門的研修の実施から研修受講後の介護施設・事業所とのマッチングを行い、介護分野での雇用
につなげていく。

別紙７
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入門的研修の概要

 介護に関する基礎講座として、介護に関する基
礎知識（1.5時間）と介護の基本（１.5時間）の
みを実施

実施例①：１日で実施する場合

実施例②：３日程度で実施する場合

実施例③：６日程度で実施する場合

日数 項目 時間

１日目
・介護に関する基礎知識
・介護の基本
・認知症の理解

1.5時間
1.5時間
4時間

２日目 ・基本的な介護の方法 7時間

３日目
・基本的な介護の方法
・障害の理解
・介護における安全確保

3時間
2時間
2時間

合計 21時間

日数 項目 時間

１日目
・介護に関する基礎知識
・介護の基本

1.5時間
1.5時間

２日目 ・基本的な介護の方法 3時間

３日目 ・基本的な介護の方法 3時間

４日目 ・基本的な介護の方法 4時間

５日目 ・認知症の理解 4時間

６日目
・障害の理解
・介護における安全確保

2時間
2時間

合計 21時間

 １日３～４時間で研修を実施

 １日７時間で研修を実施

介護に関心を持つ介護未経験者に対して、
介護の業務に携わる上での不安を払拭する
ため、基本的な知識を研修することにより、
介護分野への参入を促進する。

入門的研修の実施主体は、都道府県及び市
区町村。（民間団体への委託も可）
実施主体は、研修修了者に対して、修了証

明書を発行する。

目 的 実施主体

9
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入門的研修と各種研修等との関係

介護福祉士

実務者研修
（４５０時間）

介護職員初任者研修
（１３０時間）

生活援助従事者研修
（５９時間）

制度的に位置付けられた研修等

入門的研修
1日（３時間）や１週間（２１時間）

※「介護に関する入門的研修の実施について（平成30年3月
30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）」

訪問系サービス
通所・居住・施設系

サービス

訪問介護
（身体介護中心型）

夜間対応型訪問介護

定期巡回随時対応型
訪問介護・看護

訪問介護
（生活援助中心型）

通所介護

短期入所生活介護

認知症対応型共同
生活介護

小規模多機能型
居宅介護

特養

老健
等

入門的研修を受講しても訪問介護員として
従事することはできない

受講者は通所・居住・
施設系サービスの介護
職員として従事可能

生活援助中心型のみ

訪問介護員として
従事可

無資格者
無資格者も通所・居住・施設系サービス

の介護職員として従事可能無資格者は訪問介護員として従事することはできない

一
部
免
除

一
部
免
除

一
部
免
除 ステップアップしやすいよう科目の読み替えが可能

訪
問
介
護
員

と
し
て
従
事

介
護
職
員
と
し
て
従
事
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（参考）入門的研修の周知に関する取組

○ 2021年度から施行される新中学校学習指導要領及び2022年度から施行される新高等学校学習指導要領において、介護に

関する内容がそれぞれ充実されたことを踏まえ、教員の介護現場への理解の推進や介護に関する指導力の向上等のため、介護

に関する入門的研修が活用されるよう、文部科学省に対し、教育委員会等に本研修の周知を図るための協力依頼を通知。

「介護に関する入門的研修について」（平成30年7月12日文部科学省初等中等教育局教育課程課・児童生徒課産業教育振興室事務連絡）

（各都道府県教育委員会指導事務主管課・各指定都市教育委員会指導事務主管課・各都道府県私立学校事務主管課等宛て）

平素より、介護に関する教育の充実に御協力をいただき、感謝申し上げます。

このたび、厚生労働省から、中学校及び高等学校等の教員に対する介護に関する入門的研修の周知について、別紙のとおり依頼がありました。

学校教育における介護に関する教育については、学習指導要領に基づき、中学校技術・家庭科家庭分野、高等学校家庭科及び福祉科等において指導

が行われているところですが、平成２９年３月３１日に公示された新しい中学校学習指導要領及び平成３０年３月３０日に公示された新しい高等学校

学習指導要領においても、介護に関する内容がそれぞれ充実されたことを踏まえ、教員の介護現場への理解の推進や介護に関する指導力の向上等のた

め、当該研修を御活用いただくことができますので、お知らせします。

また、都道府県教育委員会指導事務主管課におかれては、中・高等学校を設置する市町村教育委員会に対し、都道府県私立学校事務主管課及び構造

改革特別特区法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社事務主管課におかれては、所轄の学校法人等に対し、本件について周知い

ただくようお願いします。

なお、当該研修に係る問合せについては、各都道府県民生主管部局へお問い合わせください。

「介護に関する入門的研修に係る協力依頼について」（平成30年7月12日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連
絡）（文部科学省初等中等教育局教育課程課・同局児童生徒課産業教育振興室宛て）

平素より、社会福祉行政の推進にご協力賜り、感謝申し上げます。
厚生労働省では、多様な人材の確保に向けて、介護分野への介護未経験者の参入を促進するため、平成３０年度より、より多くの方が介護を知る機

会とするとともに、介護分野で働く際の不安を払拭できるよう、別添の「介護に関する入門的研修の実施について」（平成30年３月30日社援基発
0330第１号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）において、介護に関する入門的研修の実施に関する基本的な事項を定め、研修実施を推進し
ているところです。
このような中、学校教育においては、平成29年３月31日に公示された新しい中学校学習指導要領の技術・家庭科及び平成30年３月30日に公示され

た新しい高等学校学習指導要領の家庭科において、「介護」に関する内容がそれぞれ充実されたことを踏まえ、教員の介護現場への理解の推進や介護
に関する指導力の向上等のため、本研修をご活用いただきたいと考えています。
つきましては、本研修にご理解いただきますとともに、中学校及び高等学校等の教員が本研修を受講できるよう、各教育委員会等への周知について

ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。

別紙１０
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教員を対象とした介護に関する入門的研修受講者の声
Q：本日の研修会の感想を教えてください。
・ 現場の方の声を聞くことができる貴重な機会
だった。

・ 自分が知りたかった基本的な知識を知ること
ができた。

・ 入門編なのでさらに詳しく知りたいと思った。
・ 何故教員がこのような研修を受ける必要が出
てきたのか触れて欲しい。

・ 強い思いをうかがえ、授業（家庭科）内で
エッセンスと活用したい。

※自治体が実施した教員を対象とした入門的研修受講者アンケート結果（平成３０年度）に基づき、厚生労働省福祉人材確保対策室において作成。

Q：本研修を受講し、今後どのように活用してい
きたいか教えてください。

・ 授業（家庭科）での活用。
・ 生徒へのキャリア教育、指導のベースとして
活用したい。

・ 職場体験等に活用したい。

Q：本研修を受講し、介護に関するイメージに変化
はありましたか。

・ （介護は）大変なイメージが強かったが、やり
がいのある仕事だということを強く感じた。

・ 研修や資格などのしくみで専門性の向上などが
図られていることが分かった。

・ 利用者の望みを叶えることを手伝うという考え
方に非常に共感を覚えた。

・ まだ歴史が浅いのでこれからではあるが、確実
に前進していると感じた。

・ 一人の人を尊敬して関わっていくことの大切さ
などが分かった。

・ 介護の具体的な仕事内容を聞けて、マイナスイ
メージが少し払拭した。

・ （介護職員は）ボランティアではないので、有
能な方々が続けられる環境が整えば良いと思った。

Q：本事業について、ご意見、ご要望がございましたらお聞かせください。
・ 入門的研修の上も受講してみたい。
・ こういう研修を増やしてほしい。
・ 今回のような内容をぜひ子どもたちに聞かせたいと思った。

別紙１１
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令和元年度介護に関する入門的研修実施予定①

13

実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

1 北海道
保健福祉部 福祉局地域福

祉課 福祉人材グループ
011-204-5268

2 青森県 青森県
公益社団法人

介護労働安定センター青
森支部

未定
県内6圏域で7回以上

（東青、中南、三八、西北、上十三、下北）
180名 無料

公益財団法人
介護労働安定センター青森

支部
TEL:017－777－4331

健康福祉部
高齢福祉保険課

介護人材支援グループ
017-734-9298

3 岩手県 岩手県
社会福祉法人岩手県社

会福祉協議会
①8月下旬
②11月初旬

①ふれあいランド岩手（盛岡市三本柳）
②ふれあいランド岩手（盛岡市三本柳）

各10名程度 無料
岩手県社会福祉協議会福祉

人材センター
019-601-6201

保健福祉部長寿社会
課

019-629-5435

4 宮城県
保健福祉部長寿社会政策課

介護人材確保推進班
022-211-2554

5 秋田県 秋田県
社会福祉法人

秋田県社会福祉協議会
未定 未定 未定 なし

社会福祉法人
秋田県社会福祉協議会

福祉保健人材・研修セ
ンター　人材確保担当

018-864-2880

6 山形県 山形県
公益財団法人介護労働
安定センター山形支所

10月頃 未定
健康福祉部長寿社会

政策課
023-630-2273

7 福島県 福島県 今後決定 今後決定 今後決定 100名 なし 今後決定
保健福祉部生活福祉
総室社会福祉課福祉・

介護人材担当
024-521-7322

8 茨城県 茨城県 研修実施団体 未定 未定 100名予定 無料
茨城県保健福祉部福祉指導

課福祉人材確保室
保健福祉部福祉指導
課福祉人材確保室

029-301-3197

9 栃木県
栃木県保健福祉部高齢
対策課事業者指導班

028-623-3057

前橋市 学校法人　昌賢学園 5/11～6/1
前橋市川曲町１９１－１

群馬医療福祉大学前橋キャンパス
35名

2,000円+

税
（テキスト

代）

前橋市 未定 9～10月頃 未定 35名

2,000円+

税
（テキスト

代）

前橋市 未定 2月頃 未定 35名

2,000円+

税
（テキスト

代）

伊勢崎市 未定
8/2～8
未定

伊勢崎市今泉町二丁目410
伊勢崎市役所内会議室

25名 無料 伊勢崎市役所介護保険課 介護保険課 0270-27-2743

11 埼玉県 埼玉県 株式会社シグマスタッフ 7月～2月 全県 無料
（株）シグマスタッフ

048-647-6851
高齢者福祉課介護人

材担当
048-830-3232

都道府県名

10 群馬県

前橋市長寿包括ケア課 長寿包括ケア課 027-898-6274

検討中

調査中

検討中

令和元年５月３１日現在

別紙１２



令和元年度介護に関する入門的研修実施予定②

14

実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

千葉県 未定 未定 未定 未定
健康福祉指導課福祉

人材確保対策室
043-223-2606

鴨川市
鴨川市介護サービス事

業所協議会
7月～9月

鴨川市総合保健福祉会館
（鴨川市八色887番地1）

30名予定
無料

（予定）
福祉総合相談センター

04-7093-1200
福祉総合相談センター 04-7093-1200

御宿町 未定 未定 未定 10名 無料
保健福祉課福祉介護班

介護保険係
0470-68-6716

東京都　
社会福祉法人

東京都社会福祉協議会
未定 未定 未定 無料

東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター研修室

福祉保健局高齢社会
対策部介護保険課介

護人材担当
03-5320-4267

新宿区 未定

１０月～１１
月開催予定

６日間（計２４
時間）

区内地域センター（予定） 50名 無料 未定 介護保険課推進係 03-5273-4212

墨田区 未定（プロポーザル予定） 10月ごろ 未定（墨田区内） 30名 無料
介護保険課給付・事業者担

当（予定）
介護保険課給付・事業

者担当
03-5608-6544

世田谷区
社会福祉法人

世田谷区社会福祉事業団
未定 未定 未定 未定

世田谷区福祉人材育成・研
修センター

高齢福祉部 高齢福祉
課

03-5432-2397

練馬区
共創未来メディカルケア

（株）
１１月（予定） 未定 未定 無料 共創未来メディカルケア（株）

高齢施策担当部高齢
社会対策課計画係

03-5984-4584

5/28～31
葛飾区立石5-27-1

男女平等推進センター　洋室A・D

6/17～20
葛飾区亀有3-26-1　リリオ館7階
亀有地区センター　第一会議室

9/24～27
葛飾区新小岩2-17-1

新小岩地区センター　第二会議室

10/28～31
葛飾区東金町1-22-1

金町地区センター　会議室

11/26～29
葛飾区堀切3-8-5

堀切地区センター　第一会議室

1/27～30
葛飾区立石5-27-1

男女平等推進センター　洋室A・D

北区 未定 未定 未定 未定 未定 介護保険課給付調整係 介護保険課給付調整係 03-3908-1286

江戸川区
学校法人滋慶学園
東京福祉専門学校

未定 未定 未定 未定 未定
介護保険課

事業者調整係
03-5662-0032

葛飾区
一般社団法人　葛飾区
介護サービス事業者協

働組合

都道府県名

03-5654-8598各回20名 無料
委託先

電話：03-5654-9517
FAX：03-5654-9518

福祉部高齢者支援課
介護予防係

12 千葉県

13 東京都

令和元年５月３１日現在



令和元年度介護に関する入門的研修実施予定③

15

実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

八王子市 未定

①9～10月、
②1～2月の
計2回開催予

定

未定（八王子市内） 各50名 無料 未定（受託者）
福祉部高齢者いきいき

課
042-620-7243

町田市
一般社団法人　町田市
介護サービスネットワー

ク

2019年10月
2020年2月

町田市中町1-4-2
町田市新産業創造センター （予定）

60名 無料
一般社団法人　町田市介護

サービスネットワーク
町田市介護人材開発センター

いきいき生活部いきい
き総務課企画総務係

042-724-2916

神奈川県
社会福祉法人神奈川県

社会福祉協議会
未定 県内各地域で合計８回程度実施予定

合計160名
程度

無料
社会福祉法人神奈川県社会

福祉協議会
045-311-1429

福祉子どもみらい局
福祉部地域福祉課

045-210-4755

横浜市
公益社団法人　横浜市

福祉事業経営者会
未定（年２

回）
ウィリング横浜（港南区上大岡西1–6–1

ゆめおおおかオフィスタワー内）他を予定
40名×２コー

ス
無料

公益社団法人　横浜市福祉
事業経営者会

840–5815

健康福祉局高齢健康
福祉課

045-671-2406

川崎市 株式会社　シグマスタッフ 未定
川崎市中原区新城５－１０－６

新堀ギタービル新城３０２
36名 無料

株式会社シグマスタッフ
044-789-5546

健康福祉局長寿社会部
高齢者事業推進課

044-200-2652

15 新潟県 新潟県
公益社団法人新潟県介

護福祉士会
９月～10月

（予定）
新潟市、長岡市、上越市、佐渡市

200名
（50名×４）

無料
高齢福祉保健課介護人材確

保係
025-280-5272

高齢福祉保健課
介護人材確保係 025-280-5272

16 富山県 富山県
（公財）介護労働安定セ

ンター富山支所
未定 未定（県内２会場（富山・高岡）） 各会場30名 無料

（公財）介護労働安定セン
ター富山支所

076－444-0481
厚生企画課 076-444-3197

17 石川県 石川県
社会福祉法人

石川県社会福祉協議会
未定 未定 20名 無料

石川県福祉の仕事マッチン
グサポートセンター（石川県

社会福祉協議会）

健康福祉部厚生政策
課

076-225-1419

18 福井県 福井県 福井県社会福祉協議会 6,7月
県内5地区（福井、坂井、奥越、丹南、嶺

南）
30名程度 無料

福井県福祉人材センター
TEL：0776-21-2294

健康福祉部長寿福祉
課

0776-20-0331

19 山梨県
福祉保健部健康長寿推
進課介護基盤整備担当

055-223-1451

20 長野県 長野県 長野県社会福祉協議会 調整中 調整中 調整中 無料 長野県社会福祉協議会
健康福祉部地域福祉

課福祉人材係
026-235-7129

21 岐阜県 岐阜県 現在、一般競争入札中
5回開催
日程未定

未定 各30名 無料 未定
高齢福祉課長寿社会

推進係
058-272-8289

静岡県
民間事業者に委託して実

施（予定）
８月～12月

（予定）
県内賀茂・東部・中部・西部で計15回（予

定）
各10名程度 無料 未定

健康福祉部福祉長寿
局介護保険課介護人

材班
054-221-2084

焼津市 未定 未定（年2回） 未定（焼津市内） 20名 未定
健康福祉部介護保険課保険
給付担当　　054-626-1159

健康福祉部介護保険
課

054-626-1159

牧之原市 未定 未定
市の公共施設

    ＊詳細は未定
未定 未定 長寿介護課 長寿介護課 0548-23-0076

都道府県名

13

静岡県

14 神奈川県

22

東京都

実施予定なし

令和元年５月３１日現在



令和元年度介護に関する入門的研修実施予定④
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実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

23 愛知県 愛知県 株式会社　パソナ 7月～1月 県内市町村（10回） 600名 無料

株式会社パソナ
あいち介護サポーターバンク

運営事務局
052-564-5763

福祉局
福祉部地域福祉課

0582-954-6814

24 三重県
医療保健部　長寿介護

課　居宅サービス班
059-224-2262

25 滋賀県 滋賀県
社会福祉法人

滋賀県社会福祉協議会
未定

健康医療福祉部　医療
福祉推進課　介護・福

祉人材確保係
077-528-3597

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
6/12～22
（4日間）

亀岡市安町野々神８番地
亀岡市役所　別館３階会議室

20名 無料
京都府社会福祉協議会

京都府福祉人材・研修センター
電話：075-252-6297

介護・地域福祉課 075-414-4561

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
7/30～8/7
（4日間）

京都市中京区竹屋町通烏丸上ル375
ハートピア京都　第4・5会議室

20名 無料
京都府社会福祉協議会

京都府福祉人材・研修センター
電話：075-252-6297

介護・地域福祉課 075-414-4561

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
9/11～19
（4日間）

宇治市宇治琵琶45-14
宇治市生涯学習センター　第２ホール

20名 無料
京都府社会福祉協議会

京都府福祉人材・研修センター
電話：075-252-6297

介護・地域福祉課 075-414-4561

京都府
社会福祉法人

京都府社会福祉協議会
10/23～31
（4日間）

福知山市字堀3370　福知山公立大学2号
館２階

介護・福祉人材養成センター
20名 無料

京都府社会福祉協議会
京都府福祉人材・研修センター

電話：075-252-6297
介護・地域福祉課 075-414-4561

長岡京市
長岡京市東地域包括支援
センター基幹・強化担当

随時 長岡京市内 20名 無料
長岡京市東地域包括支援セ

ンター基幹・強化担当
075-963-5508

高齢介護課 075-955-9713

京都府
社会福祉法人京都府社会
福祉協議会  京都府福祉

人材・研修センター
9月(4日間) 宇治市生涯学習センター 第2ホール 20名 無料

社会福祉法人京都府社会福祉
協議会  京都府福祉人材・研
修センター   075-252-6297

健康長寿部介護保険
課

0774-22-3141

大阪府 検討中 検討中 府内全域 年間1,050人 1000円 検討中
福祉部地域福祉推進
室福祉人材・法人指導
課人材確保グループ

06-6944-9165

堺市 検討中 検討中

28 兵庫県 伊丹市 なし 6/5、10/16
伊丹市　東リ　いたみホール　多目的ホー

ル
20~30人 無料 伊丹市介護保険課 介護保険課 072-784-8037

29 奈良県 奈良県 未定 12月予定 未定 30人予定 無料 未定
福祉医療部　長寿・福

祉人材確保対策課
0742-27-8041

30 和歌山県
福祉保健部　福祉保健
政策局　長寿社会課

073-441-2519

31 鳥取県
福祉保健部　ささえあい福祉
局　長寿社会課　地域包括

ケア推進担当
0857-21-7176

都道府県名

大阪府

京都府26

27

検討中

実施予定なし

実施予定なし

令和元年５月３１日現在



令和元年度介護に関する入門的研修実施予定⑤
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実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材セン

ター）
7/15～7/17 パルメイト出雲 20名

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材セン

ター）
7/27～7/29 三刀屋健康福祉センター 20名

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材セン

ター）
7/30～8/1 大田市民会館　中ホール 20名

島根県社会福祉協議会
（島根県福祉人材セン

ター）
8/6～8/8

益田市総合福祉センター研修室　大集会
室

20名

松江市 未定 未定 未定 未定 未定 未定 健康部健康政策課 0852-55-5250

安来市 安来市社会福祉法人連絡会 未定 未定 20名 無料 安来市社会福祉法人連絡会
健康福祉部介護保険

課
0854-23-3293

隠岐広域
連合

島根総合福祉専門学校 未定 未定 未定 無料 隠岐広域連合　介護保険課
隠岐広域連合　介護保

険課
08512-6-9151

浜田地区
広域行政

組合
介護労働安定センター 未定 いわみーる　等 20名×3回 無料

介護労働安定センター
（委託先）

浜田地区広域行政組
合

介護保険課
0855-25-1520

33 岡山県
保健福祉部　保健福祉

課
086-226-7317

34 広島県 広島県
社会福祉法人

広島県社会福祉協議会
6/1～ 県内複数個所（5地域） 60名(5回) 未定 広島市南区比治山本町12-2 福祉人材課 082-254-3415

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
11/7,8,11,12

下関市富任町６－１８－８
特別養護老人ホーム富任荘

30名 無料
社会福祉法人山口県社会福
祉協議会　福祉研修センター

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
11/5,6,18,19

宇部市西岐波２２９－１０５
特別養護老人ホーム宇部あかり園

30名 無料
社会福祉法人山口県社会福
祉協議会　福祉研修センター

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
12/3,4,12,13

山口市秋穂二島１０６２
山口県セミナーパーク　社会福祉研修棟

介護実習室
30名 無料

社会福祉法人山口県社会福
祉協議会　福祉研修センター

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
8/22,28,9/3,1

2
下松市来巻９４４－１

特別養護老人ホーム松寿苑
30名 無料

社会福祉法人山口県社会福
祉協議会　福祉研修センター

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
10/15,16,22,2

3
萩市大井１７２３－６

オアシスはぎ園
30名 無料

社会福祉法人山口県社会福
祉協議会　福祉研修センター

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

無料

【東部】
島根県福祉人材センター
（松江市東津田町1741-3）

TEL 0852-32-5957
【西部】

島根県福祉人材センター
石見分室

（浜田市野原町1826-1）
TEL 0855-24-9340

都道府県名

健康福祉部　高齢者福
祉課

島根県

0852-22-5111島根県

35 山口県

32

実施予定なし

令和元年５月３１日現在
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実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

35 山口県 山口県
社会福祉法人

山口県社会福祉協議会
10/3,4,10,11

岩国市愛宕町１－５－１
特別養護老人ホーム灘海園

30名 無料
社会福祉法人山口県社会福
祉協議会　福祉研修センター

083-987-0123

厚政課地域保健福祉
班

083-933-2724

36 徳島県 徳島県 社会福祉法人健祥会

①夏休み入
門講座　２回
（７～８月）
②シルバー
大学校入門

講座　９回（１
０～２月）

③入門的研
修８回（７月

～２月）
④入門的研
修の内容に
沿った個別

講座（講師派
遣）　１０回

県内各地

①③④20名

②20名~200
名

無料

①③④社会福祉法人健祥会
０８８－６４２－５１１２

②徳島県シルバー大学校０８
８－６５５－５０８０

徳島県保健福祉部長
寿いきがい課介護支援

担当
088-621-2247

37 香川県 香川県 未定 未定 未定 各会場20名 無料 未定
健康福祉部長寿社会

対策課
087-832-3267

38 愛媛県 愛媛県
社会福祉法人

愛媛県社会福祉協議会
未定 未定 100名 無料 未定

長寿介護課
長寿政策係　藤原

介護研修係　二宮（入
門研修）

089-912-2446
089-912-2338

39 高知県
地域福祉部　地域福祉政策
課　福祉・介護人材対策室 088-823-9631

福岡県社会福祉協議会
7/28,8/4,8/1
1,8/18,8/25

サンコスモ古賀（古賀市庄205) 50名 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡県社会福祉協議会
10/1,10/2,10
/3,10/8,10/9

アクロス福岡(福岡市中央区天神1-1-1) 50名 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡県社会福祉協議会
8/10,8/31,9/
7,9/14,9/21

まいピア高田（みやま市高田町濃施14） 50名 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡県社会福祉協議会
10/15,10/16,
10/17,10/24,

10/25

久留米リサーチ・パーク（久留米市百年公
園1-1）

50名 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡県社会福祉協議会
9/1,9/8,9/15,

9/22,9/29
中間市中央公民館（中間市蓮花寺3-1-1） 50名 無料

福岡県社会福祉協議会
092-584-3310

保健医療介護部高齢
者地域包括ケア推進課

092-643-3327

都道府県名

福岡県40 福岡県

実施予定なし

令和元年５月３１日現在
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実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

福岡県社会福祉協議会
11/5,11/6,11
/7,11/8,11/1

2

直鞍産業振興センターADOX福岡別館（直
方市大字植木849-1）

50名 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡県社会福祉協議会
9/28,10/12,1
0/19,10/26,1

1/2

新小倉ビル（北九州市小倉北区米町2-2-
1）

50名 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡県社会福祉協議会
12/3,12/4,12
/5,12/10,12/

11

新小倉ビル（北九州市小倉北区米町2-2-
1）

50名 無料
福岡県社会福祉協議会

092-584-3310
保健医療介護部高齢

者地域包括ケア推進課
092-643-3327

福岡市
プロポーザル方式により
事業者を公募選定予定

未定 未定 300 未定 未定
保健福祉局高齢社会

部介護保険課
092-733-5452

41 佐賀県 佐賀県 未定 未定 県内３か所 90名 無料 委託先 長寿社会課 0952-25-7054

42 長崎県 長崎県 未定 未定 未定 未定 無料 未定
福祉保健部長寿社会課
介護人材確保推進班

095-895-2440

43 熊本県 熊本県 未定
6/1(予定)～

3/13
熊本市、各地域振興局圏域で11カ所 220名 無料 未定

健康福祉部長寿社会
局高齢者支援課

096-333-2215

44 大分県 大分県

社会福祉法人大分県社
会福祉協議会　大分県
社会福祉介護研修セン
ター

①
6/16.6/23.7/
21.7/28
②
10/27.11/3.1
1/17.12/1

大分県社会福祉介護研修センター（大分
市明野東３丁目４番１号）

30人 無料
大分県福祉人材センター
ＴＥＬ：097-552-7000
ＦＡＸ：097-552-7002

大分県福祉保健部高
齢者福祉課介護サービ
ス事業班

097-506-2686

45 宮崎県 宮崎県
介護福祉士養成機関７

校（予定）
未定 県内７箇所（予定） 210名 無料 各養成機関

長寿介護課介護人材・
高齢化対策担当

0985-26-7059

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
7/20,7/27,7/

28
霧島市国分総合福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
8/16,8/17,8/

18
西之表市老人福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
8/24,8/31,9/

1
鹿屋市社会福祉会館 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
8/31,9/7,9/8 南九州市知覧老人福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

都道府県名

福岡県

福岡県

46

40

鹿児島県

令和元年５月３１日現在



令和元年度介護に関する入門的研修実施予定⑧
令和元年５月３１日現在
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実施主体 委託先 開催日程 開催地（住所等） 受講定員
受講
料

申込窓口・連絡先
介護人材確保

担当部署
電話番号

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
10/18,10/19,

10/20
奄美市社会福祉センタ－ 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
11/9,11/16,1

1/17
かごしま県民交流センタ－ 30名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

鹿児島県
鹿児島県社会福祉協議

会
11/30,12/6,1

2/7
薩摩川内市総合福祉会館 20名 無料

鹿児島県社会福祉協議会福
祉人材研修センタ－

(TEL:099-258-
7888,FAX:099-250-9363)

社会福祉課地域福祉
支援係

099-286-2841

47 沖縄県 沖縄県
企画提案型公募により今

後選定
H31年8月中
旬頃（予定）

〔研修開催地〕
○本島地区

北部、中部及び南部圏域 において 各2回
○離島地区

宮古島及び石垣島において 各1回
北部又は中部圏域離島において 1回

南部圏域離島において 1回
宮古及び八重山圏域離島において 各1回

〔開催回数〕　 計12回

未定 無料 未定
子ども生活福祉部高齢

者福祉介護課
098-866-2214

都道府県名

46 鹿児島県



介護福祉士の「修学資金」とは

養成施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録をおこない、 貸付を受けた県内で、５年間、介護の業務
に従事した場合等に、貸付金の返還が免除されます。

ご利用条件について

介護福祉士養成施設に在学している方で、（１）～（３）のいずれかに該当する方が「介護福祉士修学資金」の対象です。
（１）貸付を受けようとする都道府県に住民登録をしていて、養成施設卒業後、その都道府県内において介護の仕事に就

く予定の方

（２）貸付を受けようとする都道府県内の養成施設の学生であって、卒業後、その都道府県内において介護の仕事に就く
予定の方

（３）養成施設での修学のために転居をした方で、転居する前年度の住民登録を貸付を受けようとする都道府県にしてい
て、かつ、卒業後は転居前の都道府県内（貸付を受けようとする都道府県内）において介護の仕事に就く予定の方

介護福祉士養成施設（養成校を含む。）に在学している方は、卒業後に介護福祉士国家試験に合格することで介護福

祉士の資格を取得することができます。
（※）平成29～33年度の卒業者は、試験に合格しなくても卒業年度の翌年度から5年間に限って介護福祉士の資格を有することができます。その5年間の間に試験

に合格すれば5年後以降も資格を有することができます。

現在施設に在学中又はこれから在学しようと考え、介護福祉士の資格の取得を目指す皆さまをサポートするため、下

記のような「介護福祉士修学資金貸付制度」があります。

返還の免除について

▶ 授業料、教材費、交通費、介護福祉士試験受験手数料等の費用

について、在学期間中月５万円をお貸しします。この他、入学準備金20万円、就職準備金20万円、国家試験受験対策費用年4万円、生活費加算

の加算があります。

介護福祉士を目指す方へ

のご案内

介護福祉士の資格取得後、５年間介護の業務に従事することで、貸付金の返還が全額免除されます。

別紙１３
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各都道府県介護人材確保対策担当問い合わせ先

22

都道府県 介護人材確保対策担当部署名 電話番号

1 北海道 保健福祉部 福祉局地域福祉課 福祉人材グループ 011-204-5268

2 青森県 健康福祉部 高齢福祉保険課 017-734-9298

3 岩手県 保健福祉部長寿社会課 019-629-5435

4 宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課 介護人材確保推進班 022-211-2554

5 秋田県 健康福祉部 長寿社会課 介護保険班 018-860-1363

6 山形県 健康福祉部長寿社会政策課 023-630-2273

7 福島県
保健福祉部生活福祉総室社会福祉課福祉・介護人
材担当

024-521-7322

8 茨城県 保健福祉部 福祉指導課 福祉人材確保室 029-301-3197

9 栃木県 保健福祉部高齢対策課事業者指導班 028-623-3057

10 群馬県
健康福祉部介護高齢課介護人材確保対策室人材確
保係

027-226-2564

11 埼玉県 福祉部高齢者福祉課 048-830-3232

12 千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 福祉人材確保対策室 043-223-2606

13 東京都
福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 介護人材
担当

03-5320-4267

14 神奈川県
福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課福祉介護人
材グループ

045-210-4755

15 新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課 介護人材確保係 025-280-5272

16 富山県 富山県厚生部厚生企画課 076-444-3197

17 石川県 健康福祉部厚生政策課 076-225-1419

18 福井県 健康福祉部 長寿福祉課 0776-20-0331

19 山梨県 福祉保健部健康長寿推進課介護基盤整備担当 055-223-1451

20 長野県 健康福祉部地域福祉課 026-235-7129

21 岐阜県 健康福祉部 高齢福祉課 058-272-8289

22 静岡県 健康福祉部福祉長寿局介護保険課 054-221-2084

23 愛知県 福祉局福祉部地域福祉課 052-954-6814

24 三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス班 059-224-2262

都道府県 介護人材確保対策担当部署名 電話番号

25 滋賀県 健康医療福祉部医療福祉推進課介護・福祉人材確保係 077-528-3597

26 京都府 健康福祉部地域福祉推進課福祉人材・法人指導担当 075-414-4561

27 大阪府
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 人材
確保グループ

06-6944-9165

28 兵庫県
健康福祉部少子高齢局高齢政策課
健康福祉部社会福祉局社会福祉課

078-362-9117
078-362-9121

29 奈良県 福祉医療部 長寿・福祉人材確保対策課 0742-27-8039

30 和歌山県福祉保健部 福祉保健政策局 長寿社会課 073-441-2519

31 鳥取県
福祉保健部 ささえあい福祉局 長寿社会課 地域包括
ケア推進担当

0857-21-7176

32 島根県 健康福祉部高齢者福祉課介護サービス推進グループ
0852-22-5798
0852-22-5928

33 岡山県 保健福祉部 保健福祉課 086-226-7317

34 広島県 健康福祉局 医療介護人材課 介護人材グループ 082-513-3142

35 山口県 健康福祉部厚政課 083-933-2724

36 徳島県 保健福祉部長寿いきがい課 088-621-2247

37 香川県
健康福祉部健康福祉総務課
健康福祉部長寿社会対策課

087-832-3280
087-832-3267

38 愛媛県 保健福祉部 社会福祉医療局 保健福祉課 089-912-2383

39 高知県 地域福祉部地域福祉政策課 福祉・介護人材対策室 088-823-9631

40 福岡県
保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課介護人材
確保対策室

092-643-3327

41 佐賀県 健康福祉部長寿社会課 0952-25-7105

42 長崎県 福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 095-895-2440

43 熊本県 長寿社会局 高齢者支援課 企画班 096-333-2215

44 大分県 福祉保健部高齢者福祉課 介護サービス事業班 097-506-2686

45 宮崎県
福祉保健部福祉保健課地域福祉保健・自殺対策担当
福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当

0985-26-7075
0985-26-7059

46 鹿児島県
くらし保健福祉部社会福祉課地域福祉支援係
くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課 介護保険室

099-286-2841
099-286-2687

47 沖縄県 子ども生活福祉部高齢者福祉介護課 098-866-2214
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