
【お問合せ先】 （公財）介護労働安定センター福岡支部

福岡市博多区博多駅東2-5-19サンライフ第3ビル４F 担当：寺田、橋村

ＴＥＬ:092-414-8221 ＦＡＸ:092-414-8222 メール:fukuoka@kaigo-center.or.jp

北九州市内の介護事業所限定 オンライン開催2022

介護の職場環境改善セミナー

北九州市委託事業 介護の職場環境改善セミナー

回 日 時 テーマ 講 師

1 7月13日(水)
14時～16時

働きやすい職場を作る！介護現場のハラスメント対策

ご利用者・ご家族からのハラスメント
～介護現場におけるその実態と対策～

日本介護クラフトユニオン
副会長 村上 久美子氏

2 7月20日(水)
14時～16時

介護事業所の施設長・管理者の役割 福祉マネジメントラボ
代表 大坪 信喜氏

3 8月18日(木)
10時～12時

介護事業所のリスクマネジメント

〜事故・トラブル防止〜
小濱介護経営事務所
代表 小濱 道博氏

4 8月18日(木)
14時～16時

介護事業所のリスクマネジメント

～BCP(事業継続計画)策定の概要～
小濱介護経営事務所
代表 小濱 道博氏

5 9月21日(水)
14時～16時

人材確保のための採用力向上セミナー
株式会社リクルート

HELPMAN JAPANグループ

坂本 宗庸氏

6 10月20日(木)
14時～16時

ICTの活用・導入 成功の秘訣！
～法改正の流れとICT化のポイント～

株式会社ビーブリッド
代表取締役 竹下 康平氏

7 11月16日(水)
14時～16時

人材育成・定着のマネジメントスキル
～介護現場の離職を防ぐマネジメント～

エデュテーメント・パートナーズ

代表 秋満 直人氏

8 12月14日(水)
14時～16時

介護事業の経営資源を考える
～「人」・「もの」の豊かさと経営安定～

社会福祉法人援助会
聖ヨゼフの園

理事長 木戸 邦夫氏

9 1月20日(金)

14時～16時

高齢者虐待防止セミナー
～虐待に繋げない職場の環境づくり～

ivy care project
代表 髙橋 いくこ氏

10 2月22日(水)

14時～16時

外国人介護人材の活用
～これからの外国人材の採用・活用～

社会福祉法人一燈会
理事長 山村 淳氏

11 3月22日(水)

10時～16時

介護報酬改定を踏まえた
今後の介護事業の展開

小濱介護経営事務所
代表 小濱 道博氏

北九州市内の介護事業所の経営者・管理者の皆様を対象に、全11回のセミナーを開催いたします。
セミナーはZOOMによるオンラインで行います。この機会にぜひご参加ください。

☆皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております☆

＜受 講 料＞ 各回1,000円(税込)  ※3月22日のみ2,000円(税込)
＜対 象 者 ＞ 介護事業所の経営者・管理者

＜申込方法＞ 当センターのホームページからのお申込み(裏面のお申込方法参照) または、
裏面の「申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたメールにてお申込みください。

◎お問い合わせは、下記までお願いいたします。

https://1.bp.blogspot.com/-8-o0j4R1RNY/Xor0SBXlEXI/AAAAAAABYL8/Kr6jXb2sYo4OPnAtiesh1LXNSIpjPW_ogCNcBGAsYHQ/s1600/online_kaigi_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/-nrwPWwcAaOA/VRE4WqEKBSI/AAAAAAAAsV0/8D61LcHzjAk/s800/aisatsu_arigatou.png


📠 ＦＡＸ 092-414-8222   📧 メールアドレス fukuoka@kaigo-center.or.jp

職場環境改善セミナー（オンライン）申込書 (FAX・メール用)

事業所名

管理者氏名 （役職名： ） 氏名：

所在地 〒

電話・ＦＡＸ 電話 - - ＦＡＸ - -

メールアドレス ＠

サービスの種類 □特別養護老人ホーム □介護老人保健施設 □グループホーム □訪問介護
□通所介護 □通所リハ □介護付有料老人ホーム □福祉用具貸与
□訪問看護 □小規模多機能居宅介護 □サービス付高齢者住宅
□その他（ ）

※受講料は、セミナー参加後に事業所様宛に北九州市役所から郵送にて届く「納付書」にてお支払いください。

①受講希望者
氏 名

職種

メール @

参加
希望

日程 テーマ
参加
希望

日程 テーマ

1回 7月13日(水) 14:00～16：00 ハラスメント対策 7回 11月16日(水) 14:00～16：00 人材育成

2回 7月20日(水) 14:00～16：00
事業経営力強化

① 8回 12月14日(水)  14:00～16：00
事業経営力強

化②

3回 8月18日(木) 10:00～12：00 リスクマネジメント 9回 1月20日(金)   14:00～16：00 虐待防止

4回 8月18日(木)  14:00～16：00 BCP策定 10回 2月22日(水)   14:00～16：00
外国人介護人

材

5回 9月21日(水)  10:00～12：00 人材確保 11回 3月22日(水)   10:00～16：00 小濱氏ｾﾐﾅｰ

6回 10月20日(木)  10:00～12：00 ICTの活用

※お申込み後に「受講確定書、注意事項等」を、セミナー開催日までに「参加用ＵＲＬ等」をメールでお送りします。

※上記に記載された内容については、当センターの個人情報管理規定に従い、厳重に管理し、相談援助による日程調整、内容確認等の事業活動に関する情報
提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

★希望するセミナーの「参加希望」の欄に、〇をご記入ください。３名以上お申込になる場合は、お手数ですが、本申込用紙を
コピーしてご記入ください。 メールアドレスは、上記記載のメールアドレスと同じ場合はご省略ください。

【お問合せ先】(公財)介護労働安定センター福岡支部 福岡市博多区博多駅東2-5-19サンライフ第3ビル４F 担当：寺田、橋村

ＴＥＬ:092-414-8221 / ＦＡＸ:092-414-8222 / メール:fukuoka@kaigo-center.or.jp

介護労働安定センター 福岡支部

◆ホームページから◆
① 検索サイトから、「介護労働安定センター 福岡支部」で検索してください。
② 福岡支部トップページの「支部からのお知らせ」欄の「北九州市内の介護事業所限定オンラインセミナー

のご案内202２」をクリック。
③「講習会/イベント情報（詳細）」の下部の「インターネットからの申込」からお申込みください。

◆FAXまたはメール◆ 本紙に必要事項を記入し、当センター宛にFAXまたはメールにてお申込み下さい。

②受講希望者
氏 名

職種

メール @

参加
希望

日程 テーマ 参加
希望

日程 テーマ

1回 7月13日(水) 14:00～16：00 ハラスメント対策 7回 11月16日(水) 14:00～16：00 人材育成

2回 7月20日(水) 14:00～16：00
事業経営力強化

① 8回 12月14日(水)  14:00～16：00
事業経営力強

化②

3回 8月18日(木) 10:00～12：00 リスクマネジメント 9回 1月20日(金)   14:00～16：00 虐待防止

4回 8月18日(木)  14:00～16：00 BCP策定 10回 2月22日(水)   14:00～16：00
外国人介護人

材

5回 9月21日(水)  10:00～12：00 人材確保 11回 3月22日(水)   10:00～16：00 小濱氏ｾﾐﾅｰ

6回 10月20日(木)  10:00～12：00 ICTの活用

お申込み方法


