
公益財団法人介護労働安定センター 北海道支部  

平成 30 年 3 月 

１ 団体の概要 

  介護労働力の確保と介護労働者の福祉の増進等を図ることを目的として、平成４年４月に設立された、介 

護労働者のための総合的支援機関です。（厚生労働大臣の指定法人） 

 

２ 主な事業内容 

（１）介護労働講習 

介護の仕事に就くことを希望している方、また、既に介護の仕事に携わっている方を対象として、介護 

に必要とした知識や技能を習得するための講習を実施しています。 

ア 介護労働講習 (受講料は無料、実務者研修+実践者研修+就職支援) 

     受講対象者は、ハローワークで雇用保険の給付を受けている方で、公共職業安定所長の受講支持者で 

当センターが受講生として認めた方を対象としています。 

     講習修了者は、介護福祉士国家試験の受験資格である「実務者研修」の資格が取得できます。 

イ その他の講習(受講料等は有料) 別紙：平成 30 年度介護労働講習一覧を参照してください。 

     介護職員のスキルアップと高度化・多様化する介護技術の向上を目指して、知識や技能・資格を取得 

するための講習を実施しています。 

    ・短期専門コース「認知症の理解」・「介護技術」等、平成 30 年度は、11 回開催。 

     一覧にあるように旭川では、8 月 7 日・8 日と 2 回の講習を予定しています。 

    ・受験対策コース 「介護支援専門員実務研修受講試験準備」・「介護福祉士試験準備」講習 

ウ 能力開発啓発セミナー 参加費は無料 

   介護職員の能力アップのための無料のセミナーで今年度は、4 回開催。 

    5 月 8 日・9 日に別紙２の要領で札幌で開催します。残り 2 回は 11 月以降開催。 

（２）雇用管理事業 

介護労働者の福祉の増進と魅力ある職場づくりのために 

ア 雇用管理改善相談援助事業 

    「雇用管理コンサルタント」・「介護労働サービスインストラクター」による相談援助 

イ  定着支援事業 

       北海道からの受託事業でセミナー・アンケート調査・事業所訪問等を行う 

    セミナーは全道 6 都市で 12 回の開催、平成 30 年度も旭川でも 2 回開催予定です。 

ウ 介護労働者に対する相談援助 

    「介護能力アドバイザー」による相談援助  

エ 介護労働実態調査 当センターのホームページに掲載中です 

     介護分野における雇用管理の状況を把握するため、離職率・早期離職防止や定着促進のための方策 

     及び賃金・労働時間に関する実態調査を毎年継続的に実施し、介護労働者等の雇用管理改善に資する 

資料として広く活用されるよう周知を図るとともに、地域別の動向も公表しています。 

   オ 事業者支援セミナー 

    介護事業所の管理者向けのセミナー（有料）で６回開催予定。 

 

（３）普及啓発・情報提供事業 

介護労働に関する図書 DVD、及び情報誌「ケアワーク」の発行など。 
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別　紙

～講習会場～
旭川信金ビル8階 (札幌市中央区南1西6 )

北海道立職業能力開発支援ｾﾝﾀｰ（札幌市白石区東札幌5-1）

旭川市ときわ市民ホール（旭川市５条通４丁目）【旭　　川　　市】

札幌市
白石区

　受講料 17,800円
ﾃｷｽﾄ代　2,592円 9月1日

　◇講習日　　9月15日、10月13日、11月23日、12月15日（模擬試験）  全4日

12月15日 土 9時～16時 介護福祉士試験準備講習　模擬試験 20
札幌市
白石区

9月15日～
開講 土 10時～16時 20

6月4日

　◇講習日　　6月18日、7月18日、8月21日、9月8日（模擬試験）　全４日

9月8日

受講料　19,800円
ﾃｷｽﾄ代 　2,376円

11月
20,21日

　受講料　5,500円 11月30日

11月
13,14,15日

火水木
9時～17時

予定
同行援護従業者養成研修　一般課程

　※保有資格により免除科目あり
20

札幌市
白石区

受講料　20,000円
ﾃｷｽﾄ代 　2,592円

10月30日

土 9時～16時
介護支援専門員試験準備講習 模擬試

験
20

札幌市
白石区

受講料　5,000円 8月24日

受講料　15,000円
ﾃｷｽﾄ代 　2,592円

10月30日

受  験  対  策  講  習

6月18日～
開講 月 10時～16時

介護支援専門員試験準備講習
  筆記対策（模擬試験込み）

20
札幌市
白石区

火水
9時～17時

予定 同行援護従業者養成研修　応用課程 20
札幌市
白石区

一般 4,000円
賛助 3,600円
他　ﾃｷｽﾄ代

1月11日

平成３1年
２月１４日 木 10時～16時 ⑩

資  格  取  得  講  習

介護記録の書き方
（ﾃｷｽﾄ　一般　1,600円　賛助　1,400円）

40
札幌市
白石区

一般 4,000円
賛助 3,600円
他　ﾃｷｽﾄ代

1月31日

5月15日 火 9時～18時 医療的ケア教員講習会 20
札幌市
中央区

　受講料　13,976円
ﾃｷｽﾄ代 　3,024円

5月1日

⑧ 薬の知識 40
札幌市
白石区

受講料　4,000円 12月27日

平成３1年
３月５日 火 10時～16時 ⑪ 介護のための医学の基礎知識

（ﾃｷｽﾄ　一般　1,800円　賛助　1,600円）
40

札幌市
白石区

一般 4,000円
賛助 3,600円
他　ﾃｷｽﾄ代

2月19日

平成３1年
１月２５日 金 10時～16時 ⑨ サービス提供責任者講習

（ﾃｷｽﾄ　一般　1,500円　賛助　1,300円）
40

札幌市
白石区

12月20日 木 10時～16時 ⑦ 終末期ケア 40
札幌市
白石区

受講料　4,000円 12月6日

10月23日 火 10時～16時 ⑥ ポジショニングと体位変換 40
札幌市
中央区

受講料　4,000円 10月9日

7月10日 火 10時～16時 ③ バリデーション 40
札幌市
白石区

　受講料　5,000円 6月26日

8月7日 火 10時～16時 ④ サービス提供責任者講習
（ﾃｷｽﾄ　一般　1,500円　賛助　1,300円）

40 旭川市
一般 4,000円
賛助 3,600円
他　ﾃｷｽﾄ代

7月24日

金 10時～16時

6月12日 火 10時～16時 ② 認知症の理解 40
札幌市
白石区

受講料　4,000円 5月29日

4月20日 金 10時～16時 ① 介護技術講習 40
札幌市
中央区

　受講料　4,000円

【札幌市白石区】

【札幌市中央区】

介護福祉士試験準備講習
筆記対策（模擬試験込み）

※日程や会場等変更となる場
合があります。

日 付 曜日 時  間 内     容 定員 会場
受講料等

（消費税込）
締切

短 　  期   　講  　 習

4月6日

8月8日 水 10時～16時 ⑤ 介護職のための接遇マナー 40 旭川市
一般 4,000円
賛助 3,600円

7月25日

平成３1年
１月１１日



5月8.9日 13:00-16:00  

第1日目（5月8日）  能力開発啓発セミナー 

2018年 

火・水 

お申し込み 
お問い合わせ   

参加費 
無料 

研修コーディネート事業 

TEL: 011-219-3157   FAX: 011-219-3158 

公益財団法人 介護労働安定センター北海道支部 

場所：旭川信金ビル８階（札幌市中央区南１条西６丁目４－１９） 

13:00～16:00             定員４０名 

 「人事評価に基づく人材育成のあり方」 
 ～個の力とチーム力が活かされる職場づくり～ 

講師：倉 雅彦(社会保険労務士事務所テラス 所長) 

 

13:00～16:00     定員４０名 

 「中間管理職のためのリーダー講習」 
 ～事業所で使える！価値観の共有とコミュニケーション方法～ 

講師：中村 研一(中村キャリアマネジメントオフィス代表） 

第2日目（5月9日）  介護技術等に関する講習 

※お申し込みの詳細は裏面をご確認下さい 

札幌市中央区南１条西６丁目４－１９ 

別紙２ 



（太枠内をご記入のうえＦＡＸ願います）

平成３０年度　第１回研修コーディネート事業

〒

ＦＡＸ　　　　　（　　　　）

※　ご提供いただいた個人情報は、プライバシーポリシーに基づき、厳重に管理し、上記目的以外には使用いたしません。

【個人情報に関する問合先】(公財)介護労働安定センター北海道支部

【注意事項】

介護事業所の事業主・管理者（人材育成・人事ご担当の方）

（５月８日、９日）それぞれ４０名
※先着順となります。定員になり次第、締め切らせて頂きます。

　ただし、事業所から１名のご参加でお願い致します。

　

【お申込み方法】

上記の受講申込書にご記入のうえ、ＦＡＸでお申し込み下さい。

※参加される日に「○」をつけてください。（両方の参加も可能です）

受理後、受付印を押印した「受講申込書」をＦＡＸで返信いたします。

キャンセルされる場合は、電話連絡をお願いいたします。

公益財団法人介護労働安定センター北海道支部
札幌市中央区南１条西６丁目４-１９　旭川信金ビル５階

TEL：０１１―２１９－３１５７　（平日　９：００～１７：３０） FAX：０１１―２１９－３１５８　（24時間受付）

受講申込書

平成　　年　　月　　日

受　付　印

手順１

手順２

　（同一法人の場合は、複数のお申し込みが可能です）

　お一人の方が両日参加も可能です！

受　付　番　号

参  加  者
氏　　名

役職名

注意

対象者

定　員

※　受講者の個人情報（氏名、住所、電話番号等）は、当該講座に関する通知や合否調査等の送付及び講座実施に関する連絡、
　　講座受講の際の本人確認、新規講座等のご案内の送付の範囲で利用いたします。

ＴＥＬ　　　　　（　　　　）　　　　　　　　

参加希望日
（希望日を○で囲ってください）

５月８日（火） ５月９日（水）

お申し込み前に、下記の注意事項等をお読み下さい。

事業所名

法人名

勤務先

住所等

   

  介護労働安定センター北海道支部行き 

    ＦＡＸ011-219-3158 












