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１．福祉人材センター（福祉の仕事の無料職業紹介所） 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 新たな人材を採用したい！ 

（１）目的 

福祉・介護分野で働きたい求職者と、人材を求める介護事業所を結びつける無料職業紹

介事業を実施。 

 
（２）実施内容 

 ○福祉の専門スタッフであるキャリア支援専門員がきめ細やかにマッチング支援。 

 ○ハローワークと連携した求職支援を実施。 

 ○福祉求人・求職マッチングサイト「welなが」を新たに開設。 

 
（３）求人登録 

 ○「welなが」からの求人登録も可能。 

 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉人材センター       佐世保福祉人材バンク 

（長崎市茂里町 3-24）       （佐世保市八幡町 6-1） 

   電話 095-846-8656        電話 0956-24-1184 

 

２．福祉・介護の就職フェア（合同面談会等） 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 新たな人材を採用したい！ 

（１）目的  

 介護事業所の人事担当者と求職者との個別面談の機会を提供するため、合同面談会、ミ

ニ面談会、地域密着型のプチ面談会を開催。 
 
（２）実施内容 

 ○合同面談会 

   7月に、オンライン方式で開催（2回）。 

 ○ミニ面談会、地域密着型のプチ面談会、WEB面談会 

・県内各地で 26回程度開催予定。 

 
（３）参加事業所の募集 

 ○welなが（福祉求人・求職マッチングサイト）等で募集 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉人材センター       佐世保福祉人材バンク 

（長崎市茂里町 3-24）       （佐世保市八幡町 6-1） 

   電話 095-846-8656        電話 0956-24-1184 
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３．福祉のしごと基礎講座、福祉のしごと学び体験ツアー 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 小・中・高生に介護の仕事のやりがいや魅力を伝えたい！ 

（１）目的 

県内８圏域※の介護人材育成確保対策地域連絡協議会が、小・中・高生や保護者・教員

等に対して、福祉・介護の仕事の大切さや魅力を伝えるため、講座や職場体験を実施。 

※長崎、佐世保・県北、県央、県南、五島、上五島、壱岐、対馬 
 
（２）実施内容 

 ○福祉のしごと基礎講座 

   介護事業所の施設長等が、介護の仕事の魅力・やりがい・必要性等を講義。 

 ○福祉のしごと学び体験ツアー 

生徒が介護事業所を訪問し、高齢者と触れ合い、介護の仕事を体験。 

 
（３）講師派遣や体験受入の事業所 

 ○講師派遣や体験受入の希望があれば、協議会事務局へお問合せください。 

   →各圏域のコーディネーター等が講師派遣や体験受入について調整 

 
（４）お問い合わせ先  

各圏域の協議会事務局（長崎県介護福祉士会） 

   電話 095-842-1237 

 

４．介護のしごと魅力伝道師 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 中高生などに介護の仕事のやりがいや魅力を伝えたい！ 

（１）目的 

介護の仕事に熱意を持った若手介護職員が、進路や職業選択の時期の近い中学生や高校

生を対象に介護の仕事のやりがいや魅力を伝える講座を実施。 

 
（２）主な活動 

 ○次世代の担い手への働きかけ 

   ・中学校や高校を訪問し、介護の仕事のやりがい等を伝える講座の実施等。 

 ○イメージアップイベントへの参加 

・地域のイベントやＷｅｂを活用した情報発信などで介護の仕事をＰＲ。 

 
（３）介護のしごと魅力伝道師の養成 

 ○介護のしごと魅力伝道師の希望者を年に 1回程度募集（事業所の推薦が必要）。 

 ○介護のしごと魅力伝道師を養成するための勉強会等を開催。 

 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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５．高校生等の介護職インターンシップ 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 高校生のインターンシップを受け入れたい！ 

（１）目的  

 高校生等に介護の仕事や魅力を知ってもらうため、介護事業所でインターンシップ（介

護の仕事の 1日体験）を実施。 

 
（２）実施内容 

 ○介護の仕事についての基礎的な講話、事業所の職員と各サービスの手伝い、利用者と

のコミュニケーション等を実施。 

 ○実施は原則 1日間（6時間程度）。 

 ○高校生だけでなく、大学生、専門学校生、一般求職者も応募可能。 

 ○R2のインターンシップ申込者は 141名。 

 
（３）受入事業所の募集 

 ○6月に公募（インターンシップは 9～2月頃の実施を想定）。 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 

 

６．介護助手体験事業 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 元気高齢者等を介護助手として雇用したい！ 

（１）目的 

介護の周辺業務を担う介護助手の参入促進を図るため、元気高齢者等の介護未経験者を

対象に、介護事業所で 1日介護助手体験を実施。 

 
（２）実施内容 

 ○清掃や片付けなどの身体介護以外の周辺業務を体験。 

 ○体験内容は、参加者の経験や体力等に合わせて実施。 

 ○実施は原則 1日間（6時間程度）。 

 ○60歳以上の元気高齢者が主な対象だが、どなたでも応募可能。 

 ○R2の介護助手体験参加者は 45名。 

 
（３）受入事業所の募集 

 ○6月に公募（介護助手体験は 9～2月頃の実施を想定）。 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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７．外国人材活用促進セミナー 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 外国人材活用に関する理解を深めたい！ 

（１）目的  

 介護事業所に外国人介護人材の受入制度等の周知を図り、外国人材の受入を促進。 
 
（２）セミナーの内容（R2の実施例） 

 ○特定技能「介護」について 

   ・専門機関による講話、フィリピンの日本語学校の現地学生との質疑応答など 

 ○在留資格「介護」、技能実習生について 

 ○県内の監理団体紹介 

 ○長崎県の取組（事業）紹介 

 ※オンライン方式で開催 

 
（３）R3の開催予定 

 ○オンラインセミナーを開催（8月頃）。 

 ○一部の圏域では集合形式のセミナーも開催（10～12月頃）。 

 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 

 

８．介護施設等による留学生への奨学金等の支給支援事業 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 外国人留学生を雇用したい！ 

（１）目的 

介護福祉士養成施設で介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生に、奨学金の支給を

行う介護事業所に対して、経費の一部を助成。 
 
（２）補助内容 

 ○補助基準額：学費 600千円、入学準備金 200千円（1回限り）、就職準備金 200千円

（1回限り）、国家試験対策費 40千円、居住費等 360千円 

 ○補 助 率：１／３ 

 ○Ｒ3採択：19法人（80名分） 

 
（３）募集時期 

 ○３月中旬～下旬に翌年度の事業を募集 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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９．ベトナムの看護系大学卒業生（技能実習生）とのマッチング 参入促進 

＜こんなときに活用＞ 優秀な技能実習生を活用したい！ 

（１）目的  

 R2 に介護人材の交流に関する覚書を締結したベトナムの看護系大学（クァンナム医療

短期大学・ドンア大学）が推薦する技能実習生と、県内介護事業所をマッチング。 

 
（２）実施内容 

 ○ベトナムの大学が推薦する技能実習生 20名程度と県内事業所をマッチング。 

   ・合同説明会兼面談会を、オンライン又は現地で開催。 

 ○手取り給与月額 13.5万円以上（賞与含む）で、事業所による居住費負担が必要 

 ○12月に入国し、1月から技能実習を開始する予定。 

 ○ベトナムでの日本語教育費用等は、受入事業所が負担。 

 ○実習開始後の日本語や介護技能等の教育費用の一部を助成。 
 
（３）募集時期 

 ○11月頃に、翌年度(R4)の受入希望事業所を募集予定。 

 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 

 

10．介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 処遇改善加算等を取得して、介護職員の給与を上げたい！ 

（１）目的 

県社会保険労務士会に委託し、介護事業所の処遇改善加算取得のため、専門家（社会保

険労務士）を派遣し、加算取得に必要な賃金規程整備等について助言。 

 

（２）実施内容 

 ○無料で、3回まで相談可で、活用を想定している事業所は以下のとおり。 

  ・R3年度中に廃止される加算区分Ⅳ及びⅤの取得事業所 

  ・加算未取得の事業所 

  ・加算区分Ⅱ及びⅢを取得している事業所（上位加算への移行） 

  ・介護職員等特定処遇改善加算の未取得事業所 

 ○R3.4.1現在の取得状況（県内事業所に占める割合） 

  ・処遇改善加算：88.8%（Ⅰ:73.4%、Ⅱ:7.4%、Ⅲ:7.6%、Ⅳ:0.2%、Ⅴ:0.2%） 

  ・特定処遇改善加算：57.6%（Ⅰ:36.4%、Ⅱ:21.2%） 

 

（３）お問い合わせ先  

長崎県社会保険労務士会 

   電話 095-821-4454 
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11．介護事業所認証評価制度（仮）【新】 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 優良な事業所であることをＰＲしたい！ 

（１）目的  

 介護人材の確保・育成や利用者サービスの向上に積極的に取り組む介護事業者を、県が

認証してＰＲ（R3は試行）。 

 
（２）内容 

 ○検討委員会で評価制度を協議して構築。 

 ○「新規採用者の育成体制」「労働環境・処遇の改善」「キャリアパスと人材育成」「事

業所の運営等」といった評価項目で基準を満たすかを審査。 

 ○認証を受けた事業所については、県等が積極的にＰＲなど行い、認証事業所のイメー

ジアップを図る。 

 ○認証事業所が活用可能なロゴマークを作成予定。 
 
（３）募集時期 

 ○10月頃に、認証評価を受けたい事業所を募集予定。 

 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 

 

12．介護サービス生産性向上支援事業 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 業務改善や効率化を図りたい！ 

（１）目的 

介護事業者が抱える課題に対して、業務改善の専門家を派遣して助言等を行い、介護職

員の負担軽減や介護サービスの質の向上と人材の定着・確保を図る。 
 
（２）実施内容 

 ○H31 年 3 月に厚生労働省が公表した「介護サービス事業における生産性向上に資す

るガイドライン」に基づき、生産性向上・業務改善に取り組む事業所を支援 

 ○専門家（中小企業診断士等）を派遣し、個別相談を実施＝無料＝ 

   （例）業務の明確化と役割分担 

      ＩＣＴや機器活用による業務効率化 

 ○ガイドラインに即した業務改善に取り組むモデル事業所の成果等の横展開を図る。 
 
（３）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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13．経営者の意識改革推進事業【新】 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 事業所の経営課題を把握したい！ 

（１）目的 

各事業所の人材確保・育成・定着の課題を診断・フィードバックして、認識してもらい、

それぞれの課題を解決することを支援。 
 

（２）実施内容 

 ①各法人に対する調査を行って、人材育成・確保・定着等のポイントを診断・分析し、

結果をフィードバック。 

   ・県が、各法人へ調査案内を送付 

   ・各法人の実態を調査票（Web）へ入力するだけで可 

   ・人材育成・確保・定着等の専門機関が診断し、各法人へ直接フィードバック 

 ②県内事業所の課題解決を図るオンラインセミナーを開催。 
 

（３）実施時期 

 ①調査は 10月頃に実施 

 ②セミナーは、1～2月頃に開催 
 

（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 

 

14．ノーリフティングケア・セミナー【新】 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 身体負担を軽減するノーリフティングケアを導入したい！ 

（１）目的 

腰痛等を予防し、長く働き続けることができる職場環境を整備するため、利用者等を抱

えあげないノーリフティングケアの導入を推進。 
 

（２）実施内容 

 ○管理者・リーダー向け説明会 

   ・ノーリフティングケア導入支援の経験が豊富な専門機関へ委託して実施 

   ・オンライン方式で開催 

・腰痛対策の必要性、導入方法、機器の活用、導入事例紹介など 

   ・セミナー前に職場環境や意識調査を実施 

 ○県内 3事業所でモデル事業を実施し、横展開を図る。 
 

（３）開催時期 

 ○説明会は 11月頃に開催予定。 
 

（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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15．介護ロボット・ＩＣＴ導入促進セミナー、先進施設見学会 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 介護ロボットやＩＣＴの導入効果を知りたい！ 

（１）目的  

 介護職員の負担を軽減する、介護ロボットやＩＣＴの有用性の理解を深めてもらうた

め、セミナーや先進施設の見学会を開催。 
 
（２）実施内容 

 ①介護ロボット・ＩＣＴ導入促進セミナー 

・介護ロボット等の専門家の講話 
・先進事業所の導入事例紹介 
・先進的な機器を展示・体験 

 ②先進施設ヴァーチャル見学会（オンライン方式で開催） 
 
（３）開催時期 

 ①1月頃に開催予定。 

 ②11月頃に開催予定。 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 

 

16．感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業補助金 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 接触の機会を減らすため、介護ロボット等を導入したい！ 

（１）目的  

 介護施設の職員や利用者間の接触の機会を減らし、新型コロナウイルス等の感染症を防

止するため、介護ロボット等の導入費用を支援。 
 
（２）補助内容 

 ○補 助 率：4分の 3 

 ○補助上限額：1事業所につき 500万円 

 ○対象機器：移乗支援（装着型・非装着型）､移動支援､排泄支援、見守り支援、

コミュニケーション支援､入浴支援、ICT（介護ソフト等）など 

 ※N-CHAT、又は、同等と証明できるシステムを導入し、活用することが条件 

 ※応募多数の場合は、R2年度以降の採択実績がない、見守り支援機器等を優先採択 
 
（３）募集時期 

 ○6月 30日～8月 10日 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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17．介護職員の宿舎施設整備事業補助金 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 職員用の宿舎を整備したい！ 

（１）目的  

 介護職員が働きやすい環境を整備し、外国人を含む介護人材を確保するため、介護事業

者が介護職員用の宿舎を整備する費用を支援。 

 
（２）補助内容 

 ○補助率は、1/3。 

 ○新築のほか、既存建物を買収した整備や既存建物を改修した整備も対象。 

 ○補助対象は、1定員あたりの延べ床面積が 33㎡以下。 

 ○令和 5年度までの実施。 
 
（３）募集時期 

 ○4～5月頃に翌年度の希望事業所を照会予定。 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 施設・介護サービス班 

   電話 095-895-2436 

 

18．外国人職員の相談窓口 環境改善 

＜こんなときに活用＞ 外国人職員が無料で相談できる窓口を知りたい！ 

（１）外国人介護人材無料相談サポート 

 ○対 象 者：介護現場で就労する外国人。外国人材を雇用する介護施設等。 

○対応言語：日本語、英語、タガログ語、ベトナム語、中国語、インドネシア語、 

 ミャンマー語 

 ○対応時間：月曜日～金曜日の 9:30～13:00、14:30～17:00 

○電話番号：03-6206-1129 

       ※電話以外に、メール・Line、Facebookからも相談受付 

○実施機関：国際厚生事業団 外国人介護人材支援部 

 

（２）長崎県外国人相談窓口 

 ○対 象 者：長崎県に住んでいる外国人。 

○対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア

語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語など 

○対応時間：月曜日～土曜日の 9:00～17:00 

○電話番号：095-820-3377 

○実施機関：長崎県国際交流協会 
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19．階層別職員研修（若手・中堅） 資質向上 

＜こんなときに活用＞ 職員をキャリアに応じた研修に派遣したい！ 

（１）目的  

 介護職員の資質向上及び定着促進のため、新人職員、中堅職員等それぞれの階層に応じ

た職場定着、キャリアアップ等や、テーマ別の合同研修を実施。 

 
（２）実施内容（R2の実施例） 

 ○新人職員向け研修 

   「介護の魅力」「認知症の理解」「コミュニケーションと接遇」「介護過程」 

 ○中堅職員向け研修 

   「介護職の専門性」「リーダーの心構え」「リスクマネジメント」 

 ※R2は全てオンラインで実施 

 
（３）募集時期 

 ○8月頃に募集開始（研修は 9～12月頃に実施予定） 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県介護福祉士会 

   電話 095-842-1237 

 

20．介護職員研修体制構築支援事業（アセッサー講習補助） 資質向上 

＜こんなときに活用＞ 職員の介護スキルを適切に評価したい！ 

（１）目的  

 介護職員等の研修参加を促進し、資質向上や職場定着を図るため、事業所が負担した研

修受講料の一部を補助。 
 
（２）補助対象の研修  

研修名 基準額 補助率 

介護プロフェッショナルキャリア段位

制度「評価者（アセッサー）講習」 
2万円／人 

２/３ 

※千円未満切り捨て 

   ※介護職員に対して客観的に介護の実践スキルの評価・OJTを行う介護プロ 

フェッショナルキャリア段位制度の「アセッサー」を養成する講習 

 

（３）募集時期 

 ○R2講習の募集締切は 12月中旬（講習は 12月中旬～2月中旬で開催）。 

 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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21．実務者研修受講資金貸付事業 資質向上 

＜こんなときに活用＞ 介護福祉士を目指す職員を支援したい！ 

（１）目的  

 介護福祉士登録を目指し、実務者研修施設で実務者研修を受講する介護職員等に対し、

研修受講に必要な経費（20万円以内）の貸付。 

 
（２）概要 

 ○使途の内訳 

   「実務者研修施設に支払う授業料」「教材費・参考図書」「交通費」 

   「国家試験受験手数料」など。 

 ○貸付は、1人当たり 1回限り。 

 ○介護福祉士の登録後、要件を満たす事業所で、2年間勤務すれば、返還を全額免除。 

 ○Ｒ２貸付実績：158名 
 
（３）お問い合わせ先  

長崎県社会福祉協議会生活福祉課 

電話 095-894-4027 

    ※「長崎県実務者研修受講資金貸付」で検索 

 

22．外国人受入環境整備事業（外国人材向け研修） 資質向上 

＜こんなときに活用＞ 技能実習生を日本語講習等で学ばせたい！ 

（１）目的  

 主に技能実習で入国した外国人を対象に、日本語や介護技能向上のための研修を実施。 
 
（２）実施内容（R2の実施例） 

 ○集合研修（2回） 

   「介護現場における日本語」「技能実習評価試験対策」「メンタルヘルス」など 

 ○個別研修（3回以内） 

   各事業所に講師を派遣し、日本語や介護技能等に関する研修を実施 

 

（３）R3の開催予定 

 ○オンライン研修を 1回開催（9月頃）。 

 ○圏域毎の集合研修を 1回開催（10～12月頃）。 

 ○事業所ごとの個別研修は、9月以降に実施予定。（派遣回数は 3回以内） 
 
（４）お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 
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長崎県介護人材メールマガジン 

長崎県では、介護事業所に向けた人材の育成・確保に関する情報（人材確保関連施策、

イベント、募集などの情報）を、メールマガジンでお知らせします。 

・募集やイベント実施等の都度に配信（不定期配信） 

・登録料は無料 
 
★新規登録方法 
 以下の要領でメールを送信いただければ、後日、登録完了メールを送信します。 
 （１週間以内に返信がない場合は、お問い合わせ先へご連絡ください） 
【メール送信先】 kaigojinzai@pref.nagasaki.lg.jp 
【メール件名】  介護人材メルアド登録希望 
【メール記載内容】(1)登録希望メールアドレス 

(2)法人名 
(3)事業所名 
(4)担当者名 
 

★お問い合わせ先  

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班 

   電話 095-895-2440 

 

【参考】介護の魅力発信プロモーション 

若手人材の確保のため、パンフレットやWEBを活用して、介護の仕事内容や魅力を発

信し、介護に対するイメージ向上を図ることで、福祉関係学校への入学及び介護業界への

就職を希望する中高生を増やすことを目指しています。 

 

★パンフレット 

「魅力伝道師紹介」「高校生と伝道師対談」「高校生と母との対談」「介護ロボット紹介」 

 「マンガ（介護実習を題材）」など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★動画 

パンフレット掲載のマンガを実写化（3分間） 
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