福祉・
介護

ガイドブック
この「ガイドブック」には、福祉・介護の分野で
働きたい方、人材を求めている事業主の方への情
報を掲載しています。
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福祉・介護分野で働きたい人のために
１
■

福祉・介護の仕事に興味がある人へ
職場体験事業
広く福祉・介護の仕事に興味のある方を対象

に、実際の職場での体験を通して、福祉・介護
職への理解や就労への支援をする事業です。
（平成 21 年度〜 23 年度実施）
【問い合わせ先】福祉人材・研修センター
TEL 099-258-7888
※

鹿児島県社会福祉協議会 HP
http://www.kaken-shakyo.jp/jinzai/
taikenjigyo.htm

■

高齢者等参画支援研修
高齢者や主婦層など（現在、福祉・介護職場に従事せず、経験のない方）を対象に、新たに福祉・
介護分野への参画や就職を支援する研修です。
（平成 21 年度〜 23 年度実施）

【問い合わせ先】県社会福祉課

TEL 099-286-2824

※ 県 HP http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/syakaifukushi/suke.html
■

福祉・介護サービスチャレンジ教室
広く地域住民の方（親子・学生・高齢者など）に、福祉・介護のわかりやすい内容や身近な体験
を通して、福祉・介護サービスの意義や重要性を理解してもらう研修です。

（平成 21 年度〜 23 年度実施）
【問い合わせ先】県社会福祉課

TEL 099-286-2824

※ 県 HP http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/syakaifukushi/suke.html
■

福祉職場就職支援講座
福祉職場に就職・復職を希望する方に、福祉についての理解を深めていただくとともに、福祉現
場で働くために必要な知識や技術及び就職活動の方法等を学んでいただく研修です。

【問い合わせ先】福祉人材・研修センター

TEL 099-258-7888

※ 鹿児島県社会福祉協議会 HP http://www.kaken-shakyo.jp/jinzai/21shien_youkou.htm

1

２
■

福祉・介護の資格を取りたい人へ
介護福祉士国家試験
介護福祉士国家試験の受験資格は、以下のとおりです。
・特別養護老人ホームや介護老人保健施設の介護職員など、介護等の業務に従事する方、介護保
険の指定訪問介護事業所の訪問介護員（ホームヘルパー）などで、
介護等の業務に３年以上（在
職期間が３年以上、実働日数が 540 日以上）従事（就労）した方。
・高等学校又は中等教育学校（専攻科を含む）において、福祉に関する所定の教科目及び単位を
修めて卒業した方。

【問い合わせ先】社会福祉振興・試験センター
※
■

社会福祉振興・試験センター HP

TEL 03-3486-7521

http://www.sssc.or.jp/index_2.html

社会福祉士国家試験
社会福祉士国家試験の受験資格は、以下のとおりです。
・４年制大学等で指定科目を修めて卒業した方。
・２年制（又は３年制）短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において２年以上（又
は１年以上）相談援助の業務に従事した方。
・社会福祉士短期養成施設（６月以上）を卒業（修了）した方。
・社会福祉士一般養成施設（１年以上）を卒業（修了）した方。
・児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、福祉事務所の査察指導員及び老人福祉指
導主事であった期間が５年以上ある方。

【問い合わせ先】社会福祉振興・試験センター
※
■

社会福祉振興・試験センター HP

TEL 03-3486-7521

http://www.sssc.or.jp/index_2.html

介護福祉士指定養成施設等
県内には以下の種類の養成施設等があります。( 下記 HP に学校一覧が掲載されています。)
・卒業により介護福祉士資格を得られる学校（福祉系専修学校等）
・卒業により介護福祉士国家試験の受験資格を得られる学校（福祉系高校）
・卒業により社会福祉士国家試験の受験資格を得られる学校（福祉系大学）

【問い合わせ先】県社会福祉課
※
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県 HP

TEL 099-286-2824

http://www.pref.kagoshima.jp/__filemst__/46909/sisetuichirann11.pdf

■

介護福祉士等修学資金
将来、県内で介護福祉士・社会福祉士の業務に従事しようとする方に対し、資格取得のための養
成学校の在学期間に修学資金（上限：月額 5 万円、入学時 20 万円、卒業時 20 万円）を貸与します。
県内の福祉施設等で指定された職種に一定期間従事すると、返済が免除されることがあります。

（平成 21 年度入学生から概ね３年間の実施予定）
なお、離職者の方が同制度を利用する場合、単年度 20 名程度の範囲で優先措置があります。
【問い合わせ先】鹿児島県社会福祉協議会（民生部） TEL 099-214-3701
※
■

鹿児島県社会福祉協議会 HP

http://www.kaken-shakyo.jp/minsei/syugakushikin.pdf

介護職員基礎研修
介護福祉士の資格を所持していない方で、今後介護職に従事しようとしている方、あるいは現在
介護職に従事している方を対象に、専門性のある職業人としての基礎的な知識・技術等を修得し、
より専門的な知識・技術を身につけるための研修を実施します。

【問い合わせ先】県介護福祉課

TEL 099-286-2687

※ 県 HP http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/koreisya/helper/kisokennsyuu.html
■

訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修
今後訪問介護事業に従事しようとしている方、あるいは現在訪問介護事業に従事している方を対
象に、訪問介護に必要な知識・技術等の修得を目的とした研修を実施します。

【問い合わせ先】県介護福祉課
※
■

県 HP

TEL 099-286-2687

http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/koreisya/helper/annai.html

介護支援専門員（ケアマネージャー）養成研修
保健・医療・福祉の分野で実務経験５年以上あり、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した
方を対象に、介護支援専門員として必要な知識・技術等の修得を目的とした研修を実施します。

【問い合わせ先】県介護福祉課

TEL 099-286-2694

※ 県 HP http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/koreisya/index.html
■

雇用セーフティネット対策事業
離転職者のための技能・技術を身につけてもらう職業訓練（介護職員基礎研修、２級ヘルパー養
成研修など）を、民間教育機関等へ委託して実施します。
受講には、公共職業安定所の受講指示・推薦等が必要です。

【問い合わせ先】県雇用労政課

TEL 099-286-3021

※ 県 HP http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/rodo/kaihatu/kunren/itaku.html
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３
■

福祉・介護の仕事を探している人へ
ハローワークによる職業紹介
県内の各ハローワークにおいて、福祉・介護に係る職業相談・職業紹介を行います。
なお、ハローワーク鹿児島には「福祉人材コーナー」を設置して、専任職員を配置の上、就職面

接会や福祉求人情報誌の発行などを行っています。
【問い合わせ先】県内の各ハローワーク
※
■

鹿児島労働局 HP

http://www.kagoshima.plb.go.jp/

福祉人材・研修センターの無料職業紹介所
福祉の仕事の就職を支援する福祉人材無料職業紹介事業や、福祉に関する各種相談、講習会や就
職ガイダンスの開催などのほか、福祉の仕事や資格取得に関する情報をインターネット等で提供す
るサービスも行っています。また、｢キャリア支援専門員｣ が個々の求職者に対する就職のための
きめ細やかな支援も行います。

【問い合わせ先】福祉人材・研修センター
※
■

鹿児島県社会福祉協議会 HP

TEL 099-258-7888

http://www.kaken-shakyo.jp/index.html

鹿児島県医師協同組合の医療従事者無料職業紹介所
福祉・介護の資格を生かせる医療関連施設への就職を、無料で紹介・斡旋します。求人情報の提
供や求職相談などを行い、求人・求職の支援を行います。他にも医療機関で求められる全ての職種
を取り扱っています。

【問い合わせ先】鹿児島県医師協同組合
※
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鹿児島県医師協同組合 HP

TEL 099-254-8126

http://www.kagoshima.med.or.jp/top/jinzai/bank.htm

■

鹿児島県看護協会（ナースセンター）の看護師等無料職業紹介所
求職中の看護職や看護職を募集している施設に無料で紹介します。また、看護職の再就職支援の
ためのセミナーや訪問看護研修ステップ１・進路相談も行っています。

【問い合わせ先】鹿児島県看護協会
※

鹿児島県看護協会 HP

鹿児島県ナースセンター

TEL 099-256-8025

http://www15.ocn.ne.jp/~kago-n.a/kan_cen_muryou.html

【 福祉・介護職場の就職面談会等 】各機関等が実施する面談会等をご利用ください。
名

称

開催時期（会場）

主

催

福祉・保健医療職場就職ガイダンス

毎年８月初旬（鹿児島市）

県、県社会福祉協議会

福祉の職場就職面談会

毎年２月初旬（鹿児島市）

県、県社会福祉協議会

介護の職場就職面接会

毎年 11 月（鹿児島市）

ハローワーク鹿児島、鹿児島労働局

※その他、県内で開催される
就職面接会等（一覧）

※詳しくは県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/rodo/koyoshien/
mensetukai.html
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４
■

福祉・介護の資格所持者で再就職を目指している人へ
潜在的有資格者再就業支援研修
介護福祉士の資格を持つ方で、現在職に就いていない方が、再就職するために必要な知識と技術

を復習する研修を行います。
（平成 21 年度〜 23 年度実施）
【問い合わせ先】県社会福祉課

TEL 099-286-2824

※ 県 HP http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/syakaifukushi/suke.html
■

再就職支援セミナー
看護職の職場復帰にあたりブランクがあって不安という方のために、最新の医療・看護の状況な
どを学ぶ「再就職支援セミナー」を開催しています。

【問い合わせ先】鹿児島県看護協会
※
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鹿児島県看護協会 HP

鹿児島県ナースセンター

TEL 099-256-8025

http://www15.ocn.ne.jp/~kago-n.a/kan_cen_sai.html

５
■

キャリアアップを目指している人へ
福祉人材・研修センターの社会福祉研修
福祉・介護職場に働く方等を対象として、従事年数や職種等に応じた各種研修会を開催していま

す。
【問い合わせ先】福祉人材・研修センター
※
■

鹿児島県社会福祉協議会 HP

TEL 099-256-6767

http://www.kaken-shakyo.jp/jinzai/jinzai1.html

キャリアアップ支援研修
現在、福祉・介護職場に働く方で、OFF − JT( 職場外訓練 ) を受けることが困難な方のキャリ
アアップを支援する研修を開催しています。
（平成 21 年度〜 23 年度実施）

【問い合わせ先】県社会福祉課

TEL 099-286-2824

※ 県 HP http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/syakaifukushi/suke.html
■

キャリア形成訪問指導事業
介護業務従事者等のキャリアアップによる就労意欲の向上と職場定着を目的として、福祉・介護
分野の講師が事業所に出向いて、事業所のニーズに応じた知識・技術・意識向上のための研修を行
います。（平成 21 年度〜 23 年度実施）

【問い合わせ先】鹿児島県介護福祉士会
( 社 ) 鹿児島県社会福祉士会
■

TEL 099-206-3050
TEL 099-213-4055

介護労働者のキャリア形成に関する相談援助事業
質の高い介護職員の育成が求められる中、介護労働者が必要な研修等を受ける機会を確保され、
実務経験を積み重ね、介護サービス分野における実践的な知識・技能を修得することを効果的に支
援するため、事業主又は人材育成を行う管理者及び介護労働者等に対し、人材育成コンサルタント
による、具体的で実践的な研修コーディネート等の支援を行います。
（無料）

【問い合わせ先】介護労働安定センター 鹿児島支部
※

介護労働安定センター HP

TEL 099-255-6360

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kagoshima/
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６
■

福祉・介護で働く人のための福祉増進のために
介護労働者のメンタルヘルス対策相談
毎月２回、ヘルスカウンセラーとの相談日を設けて、予約による個別相談を実施しています。ま

た、指定相談日以外の相談についても日程調整の上、可能な限り対応します。
（無料）
【問い合わせ先】介護労働安定センター 鹿児島支部
※
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介護労働安定センター HP

TEL 099-255-6360

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kagoshima/

福祉・介護分野での人材を求めている事業主の方のために
１
※

介護関連職場に対する各種助成金制度
以下の助成金については、事前に計画提出が必要であったり、一定期間内に解雇していないこ
と、労働保険料を滞納していないこと等の様々な支給要件がありますので、申請前に、詳細を
鹿児島労働局職業対策課又は介護労働安定センター鹿児島支部にお問い合わせください。

■

介護基盤人材確保等助成金
介護分野で新しくサービスを提供する事業主が、
介護労働者の定着率や雇用管理を改善するため、
特定の労働者を雇用保険の一般被保険者（所定労働時間週 30 時間以上）として雇い入れた場合に
当初の 6 か月の期間に限り一人当たり 70 万円（１事業主あたり 3 人まで）を限度に支給します。

【問い合わせ先】鹿児島労働局職業対策課
※

鹿児島労働局 HP
又は

※

http://www.kagoshima.plb.go.jp/

介護労働安定センター 鹿児島支部

介護労働安定センター HP

■

TEL 099-219-8712
TEL 099-255-6360

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kagoshima/

介護未経験者確保等助成金
介護関係業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者（所定労働時間週 30 時間以上）として雇い
入れ、6 か月間定着させた場合は一人当たり 25 万円、1 年間定着させた場合は 50 万円支給します。

【問い合わせ先】鹿児島労働局職業対策課
※
■

鹿児島労働局 HP

TEL 099-219-8712

http://www.kagoshima.plb.go.jp/

介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、介護福祉機器（移動用リフト等）について
導入・運用計画を提出し、
認定を受け導入した場合に、
機器に係る所要経費の１／ 2（上限 250 万円）
を助成します。

【問い合わせ先】鹿児島労働局職業対策課
※

鹿児島労働局 HP

TEL 099-219-8712

http://www.kagoshima.plb.go.jp/
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■

雇用に関するその他の助成金制度
（こちらの問い合わせ先は、全て鹿児島労働局職業対策課 (TEL 099-219-8712) となります。）

（1）地域雇用開発助成金
事業所を設置・整備あるいは創業した事業主又は中核人材労働者を雇い入れた事業主の方への助
成金制度で、設置・整備の要した費用と雇い入れた労働者数により支給額が異なります。
（2）特定求職者雇用開発助成金
60 歳以上の者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介により
雇い入れた場合に、賃金の一部を助成（30 〜 240 万円の範囲内）します。
（3）若年者等正規雇用化特別奨励金
いわゆるフリーター（25 〜 39 歳の者に限る）として安定所長が認めた者をハローワークの紹
介により正規雇用した場合に 50 〜 100 万円の範囲内で助成します。
（4）試行雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な者（39 歳までの者及び 45 歳以上の保険受給者に限る）
を一定期間（原則 3 か月）
、試行的に雇用した場合に最高 12 万円まで助成します。
（5）派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣労働者を 6 か月を超える期間継続して役務の提供を受けた派遣先事業主が、派遣終了前ま
でに当該派遣先での雇用を希望する派遣労働者を継続して直接雇用する場合に 25 〜 100 万円の
範囲内で助成します。
（6）中小企業雇用安定化奨励金
有期契約により 6 か月以上雇用する「有期契約労働者」を雇用期間の定めない正社員へ転換す
る制度を導入し、実際に 1 名以上の正社員への転換を図った場合に、転換制度導入事業主として 1
事業主につき 35 万円を助成します。
また、制度導入後 3 年以内に原則 3 人以上（10 人まで）の正社員への転換を行った事業主につ
いては転換制度促進事業主として転換者 1 人につき 10 万円を助成します。
※

この他にも雇用に関する助成金があります。
鹿児島労働局職業対策課あるいは各ハローワークに詳しいパンフレットが準備してありますの
で、御請求ください。
パンフレット名：
「雇用の安定のために」
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２
■

福祉・介護人材を確保したい事業主の方へ
各機関における職業紹介
各ハローワーク及び無料職業紹介を実施している福祉人材・研修センター、鹿児島県医師協同組

合、鹿児島県看護協会では、福祉・介護人材に係る求人を受理し、各機関に登録された求職者との
マッチングを行っています。
【問い合わせ先】県内ハローワーク及び各無料職業紹介所
■

複数事業所連携事業
福祉・介護分野の小規模な事業所が複数（５〜 10 事業所）でグループ（ユニット）を作り、共
同で研修会や就職面談会を開催した場合の面談会等にかかる経費の一部を助成します。

（平成 21 年度〜 23 年度実施）
【問い合わせ先】福祉人材・研修センター
※
■

鹿児島県社会福祉協議会 HP

TEL 099-258-7888

http://www.kaken-shakyo.jp/jinzai/renkeijigyo.htm

福祉・介護人材マッチング支援事業
福祉人材・研修センターの「キャリア支援専門員」が、事業所の求人に対する紹介・支援や、職
場の課題に対して専門家（アドバイザー）を派遣し対応します。また、個々の求職者にふさわしい
職場開拓と、マッチングを支援するとともに、
（就職後の）職場で定着するよう支援します。また、
各ハローワーク内での各種相談も応じます。
（平成 21 年度〜 23 年度実施）

【問い合わせ先】福祉人材・研修センター
※

鹿児島県社会福祉協議会 HP

TEL 099-258-7888

http://www.kaken-shakyo.jp/index.html

11

■

福祉人材確保支援セミナー
福祉分野への就職をめざす求職者が減少傾向にあることや労働力人口の減少等により人材の確保
が困難視されるなど福祉を取り巻く環境を加味して、福祉人材の確保を支援するためのセミナーを
開催します。

【問い合わせ先】福祉人材・研修センター
※

鹿児島県社会福祉協議会 HP

TEL 099-258-7888

http://www.kaken-shakyo.jp/index.html

【 福祉・介護職場の就職面談会等 】各機関等が実施する面談会等をご利用ください。
名

称

主

催

福祉・保健医療職場就職ガイダンス

毎年８月初旬（鹿児島市）

県、県社会福祉協議会

福祉の職場就職面談会

毎年２月初旬（鹿児島市）

県、県社会福祉協議会

介護の職場就職面接会

毎年 11 月（鹿児島市）

ハローワーク鹿児島、鹿児島労働局

※その他、県内で開催される
就職面接会等（一覧）

12

開催時期（会場）

※詳しくは県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/rodo/koyoshien/
mensetukai.html

３
■

福祉・介護人材の雇用管理改善を検討されている事業主の方へ
雇用管理コンサルタントによる相談援助
介護労働者を雇用する事業主の様々な雇用管理の改善等、これからの介護保険制度のもとでの介

護労働者の処遇改善という課題に対し、専門的な雇用管理コンサルタントが、具体的で実践的なお
手伝いを無料で実施いたします。
【問い合わせ先】介護労働安定センター 鹿児島支部
※
■

介護労働安定センター HP

TEL 099-255-6360

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kagoshima/

雇用管理改善に関する事業主支援セミナー
事業主の方に対し、雇用管理の改善及び経営の改善に必要な情報の提供、知識の付与、意識啓発
等を目的とする雇用環境改善に関するセミナーを開催しています。
（有料）

【問い合わせ先】介護労働安定センター 鹿児島支部
※
■

介護労働安定センター HP

TEL 099-255-6360

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kagoshima/

雇用管理責任者講習
介護事業主、雇用管理責任者、人事・労務担当者、サービス提供責任者等を対象に、雇用管理に
ついて関係法令等の基本的事項と具体的で実践的な講習会を無料で開催しています。

【問い合わせ先】介護労働安定センター 鹿児島支部
※

介護労働安定センター HP

TEL 099-255-6360

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kagoshima/
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ハローワーク一覧
ハローワーク名
鹿児島
熊毛

郵便番号
電話番号
890-8555
891-3101

マザーズサロン
かごしま

892-0842

ヤングハローワーク
かごしま

892-0842

ワークサポート
みなみ

890-0073

鹿屋
国分
大口
加世田
伊集院
大隅
志布志市ふるさと
ハローワーク
出水
名瀬
徳之島
指宿

鹿児島市下荒田 1-43-28
FAX 099-250-6093

西之表市西之表 16314-6

TEL 0997-22-1318
892-0842

宮之城

FAX 番号

TEL 099-250-6060

ワークプラザ
天文館

川内

所在地

FAX 0997-23-4852

鹿児島市東千石町 1-38

鹿児島商工会議所ビル 6 階

TEL 099-223-8010

FAX 099-225-7030

鹿児島市東千石町 1-38

鹿児島商工会議所ビル 6 階

TEL 099-223-2821

FAX 099-225-7030

鹿児島市東千石町 1-38

鹿児島商工会議所ビル 3 階

TEL 099-224-3433

FAX 099-224-3250

鹿児島市宇宿 2-3-5

オプシアミスミ 3 階

TEL 099-257-5670
895-0063

FAX 099-257-5566

薩摩川内市若葉町 4-24

川内地方合同庁舎 1 階

TEL 0996-22-8609
895-1803

FAX 0996-22-1607

薩摩郡さつま町宮之城屋地 2035-3

TEL 0996-53-0153
893-0007

FAX 0996-52-3554

鹿屋市北田町 3-3-11

鹿屋市産業支援センター 1 階

TEL 0994-42-4135
899-4332

FAX 0994-44-9546

霧島市国分中央 1-4-35

TEL 0995-45-5311
895-2511

FAX 0995-46-5076

伊佐市大口里 768-1

TEL 0995-22-8609
897-0002

FAX 0995-22-5627

南さつま市加世田武田 17835-2

TEL 0993-53-5111
899-2521

FAX 0993-53-2449

日置市伊集院町大田 825-3

TEL 099-273-3161
899-8102

FAX 099-273-2002

曽於市大隅町岩川 5575-1

TEL 099-482-1265
899-7192

FAX 099-482-2141

志布志市志布志町志布志 2-1-1

TEL 099-471-1710
899-0201
出水市緑町 37-5
TEL 0996-62-0685
894-0036

FAX 099-472-3655
FAX 0996-63-1308

奄美市名瀬長浜町 1-1

TEL 0997-52-4611
891-7101

FAX 0997-52-4602

大島郡徳之島町亀津 553-1

TEL 0997-82-1438
891-0404

FAX 0997-82-2017

指宿市東方 9489-11

TEL 0993-22-4135

FAX 0993-22-2437
2010 年 2 月

鹿児島労働局職業対策課作成

