
私たちは介護のプロを応援します！！

１ 雇用管理の改善
働きやすい職場環境づくりをお手伝いするために

２ 職業能力の開発
利用者のサービス向上のために

３ 介護関係機関との連携
介護分野の人材確保・定着のために

４ 情報の提供
介護労働者の理解のために

５ 福利厚生の充実
介護労働者の福祉の増進のために

〒651-0084兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2-10 one knot trades BLD 8階
ＴＥＬ：078-242-5321 ＦＡＸ：078-242-5322



働きやすい職場環境づくりを

お手伝いするために

公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支所

雇用管理コンサルタント、ヘルスカウンセラー、介護人材コ

ンサルタントが介護事業所の雇用管理改善・健康管理・人材育
成（教育・研修）等の各種相談を無料で実施いたします。

※相談時間等には制約がございます。

〇当センターの専門家（コンサルタント）とは、
当センターの委嘱を受けた、介護分野の雇用管理や人材育成に詳
しい専門家（社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサル
タント、人事・教育担当者）です。
また、健康管理の専門家ヘルスカウンセラー（保健師等）が相談
をお受けします。

専門家による無料相談のご案内



腰痛予防対策をしたい
感染症対策を徹底したい
メンタル不調者への対応方法は？

こんな時にご利用ください

公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支所

就業規則、賃金規定を作成、見直したい
変形労働時間制を導入したい
モチベーションがアップする人事制度にしたい
処遇改善加算のキャリパス等要件を満たすには？

雇用管理に関する相談

健康管理やメンタルヘルス等の相談

無料



雇用管理改善に使える助成金は？
人材育成に使える助成金は？
介護事業所が使いやすい助成金は？
書類の作成方法がわからない・・・。

こんな時にご利用ください

公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支所

リーダー職員の育成方法は？
キャリアパスの構築をしたい
階層別研修ってどんな内容？
職員の年間研修計画の立て方

人材育成に関する相談

助成金活用の相談

無料



介護事業所の事業主及び管理者の方を対象に組織管理や

人事労務管理等の雇用管理改善に資するテーマでセミナー
を実施します。

こんな時にご利用ください

公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支所

短期専門講習
高度化・多様化する介護サービスに対応したテーマ
で開催します。
ケア・サポート講習
事業所の要望をお聞きし、従業員の方を対象に、接
遇階・マナー、介護技術等の研修を実施します。

在職者向けの向け各種講習

事業主支援セミナー

有料



魅力ある職場づくりを総括的に管理する雇用管理責任者の選任を！

介護雇用管理改善等計画（令和3年厚生労働省告示第117号）
「雇用管理責任者を中心とした介護事業所における雇用管理改善等の

ため、事業所おける適切な雇用管理に加え、介護分野の特徴を踏まえた
介護労働者がやりがいを持てるような取組を通じ、介護労働者にとって
魅力ある職場づくりを管理するものを雇用管理責任者として選任した事
業所の全事業所に占める割合を50％以上とする」

雇用管理責任者の選任について

公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支所

令和元年度「介護労働実
態調査」結果によると、

雇用管理責任者を選任している事業所
の離職率

雇用管理責任者を選任していない事業
所の離職率

14.8％

16.1％



詳しくは、介護労働安定センターHPをご利用ください

職場改善
好事例

本日は、ありがとうございました。本日は
公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支所

各種相談・研修 ご相談ください！



【お申し込み・お問い合わせ先】
（公財）介護労働安定センター 兵庫支部

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通2-2-10 one knot tradesBLD8F
TEL/FAX   078-242-5321／ 078-242-5322 E-mail：hyogo@kaigo-center.or.jp

当センターが委嘱している専門家とは？
➤社会保険労務士、中小企業診断士、臨床心理士、産業カウンセラー、

看護師、キャリアコンサルタント、認知症介護指導者、介護福祉士、
介護支援専門員 等

公平な人事管理を行うに
は、どうしたらよいか。
職員も納得する人事管理
制度になるよう見直した
い。

人事管理制度 雇用

変形労働時間制を導入し
たい。登録ヘルパー等の
移動時間の取り扱いや法
定休日、36協定とは。

労働時間 雇用

介護職に合った賃金体
系とは。古い賃金体系
を見直し、職員のヤル
気の向上につなげたい。

賃金体系 雇用

実地指導に耐えられる就
業規則か点検してほしい。
法改正に対応した就業規
則か見直したい。

就業規則 雇用

処遇改善加算の算定要件
とは。算定に必要な書類
を整備したい。

処遇改善加算 雇用

職員のモチベーション
を高めるために研修を
充実させ、職員の質の
向上を図りたい。

研修計画 育成

職員一人ひとりの目標
達成のためにはどうし
たらよいか。組織人と
しての仕事の進め方と
は。

キャリア形成 育成

新任の管理職にリー
ダーシップを身につけ
てほしい。管理者とし
ての心構えについて。

リーダーシップ 育成

処遇改善加算のために
キャリアパスをつくり
たい。また、つくった
キャリアパスを運用す
るには。

キャリアパス 雇用
育成

助成金を活用できるの
は、どんな時なのか。
職員の育成に利用でき
る助成金等を知りたい。

助成金 雇用
育成

「職業病」とも言われ
ている、腰や首などの
痛みを防ぐためにはど
うしたらよいか。

腰痛予防 健康

ウイルスなど、職員間
の感染を予防する方法
を知りたい。感染症対
策を徹底したい。

感染症予防 健康

職員のストレスを緩和
し、安心して仕事に打
ち込んでもらうにはど
うしたらよいか。

ストレス対策 健康

セルフケア、アンガー
マネジメント。ストレ
スの気づきと対処、怒
りのコントロールなど。

メンタルヘルス 健康

職員が休職や復職する
際、どのような点に注
意したらよいか。

休職・復職 雇用
健康

無料で専門家を派遣し
個別相談等を実施します

事業項目 相談可能時間

雇用管理改善 １事業所 年間６時間まで

人材育成 １事業所 年間３回まで（１回1.5時間）

健康確保 １事業所 年間４時間まで

上記項目以外でも
お気軽にご相談ください

check!

ご希望の場合は、裏面用紙をご記入の上、FAXでお申込みください。電話や、メールでのお問合せもお気軽にどうぞ。



FAX：078-242-5322
公財）介護労働安定センター

申込日 　　　年　　　月　　　日

法人名

事業所名

所在地

Tel Fax

ご担当者 役職

Mai l

現在 1年前

人 人 人 （うち自己都合　　人）

※ 労働者数についての回答は必須でお願い致します。

相談事項

相談内容

第1希望：　　　年　　月　　日　（　　）　　：　～　　：

第2希望：　　　年　　月　　日　（　　）　　：　～　　：

第3希望：　　　年　　月　　日　（　　）　　：　～　　：

■センター確認欄

担当コンサルタント

　：　　～（　　ｈ ）

　　　年　　　月　　　日

相談者署名 印　

『相談申込書』に記載された内容については、当センターのプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、専門

家相談、支所職員の日程調整、内容確認、各講習会のご案内及び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致しません。

1年間の離職者数

実施場所実施日時

希望日時

1. 　雇用管理改善　　2. 　健康確保　　3. 　人材育成

※
労働者数の

増減

相談申込書

相談内容

訪問　通所　小多機　サ高住　特養　老健　（その他）

〒

事業所概要



2022年度事業者支援セミナー 

介護事業経営セミナーの開催実績は北海道から 
沖縄まで全国で年間300件以上。 
延2万人以上の介護業者を動員。 
全国各地での講師実績も多数。著書多数。 

C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問 
C-SR 社）医療介護経営研究会 専務理事 

小濱介護経営事務所（北海道） 
代表 小濱 道博 （こはま みちひろ）氏 

令和３年度介護保険改正は、多くの加算で算定要件等の見直しが行われました。 
またBCP・感染症など義務化された項目も多く、実務レベルでの対応が難しい
との声も聞かれます。大きく変わり続ける制度改定の中で、介護事業の経営者
管理者、職員の皆さま必聴の講座です。ぜひこの機会にご参加ください。 

日 時 

場 所 

10：00 ～ 16：00 （9：15 開場） 

2022 年 月     日 7 6 ( 水 ) 

三宮コンベンションセンター 505-7 号 

 神戸市中央区磯辺通2丁目2-10 
   one knot trades BLD ５F 

参加費 6, 000 円（賛助会員 5, 400 円） 

視聴 
方法 

※開催決定後に、入金のご案内を 
 お送りいたします。 

●受講代金は事前のお振込みとなります。 
   開催決定後（6月初旬）受講案内をお送りします。 
●｢領収書｣は金融機関の振込票をもって代えさせていただきます。 
●受講料の入金確認が出来た時点で｢受講申込｣の完了となります。 
●受講者の都合による場合、講習開講の日から起算して14日前 
 以降は原則として返金できません。 
●定員未達等当センターの都合による場合、受講料は返金します。 

公財)介護労働安定センター 兵庫支部 

➊ 会場にて対面 ライブ視聴   
➋ オンラインにて視聴（Zoom） 

※ご参加にあたりましては、マスクの着用をお願いします。当日の体温が37.5℃以上の方は参加をご遠慮ください。 

（会場入室時に測定を行いますが、体温37.5℃以上の場合は参加をお断りさせて頂きます。ご了承ください。） 

法人名

事業所名

所在地

Tel Fax

ご担当者 役職

Mail

視聴方法

【問合先】 公益財団法人介護労働安定センター 兵庫支部  神戸市中央区磯辺通2丁目2-10　one knot trades BLD 8F
TEL:078-242-5321　FAX：078-242-5322　　　担当：井本・森山

　➊　会場参加　　　　　　　➋　オンライン（Zoom)

お申込み　FAX：078-242-5322　 E-Mail：hyogo@kaigo-center.or.jp

（　賛助会員　・　非会員　）

訪問　通所　小多機　サ高住　特養　老健　（その他）

〒



  訪問介護における管理業務に関する 

サービス提供責任者講習 

2022年度専門講習 

お申込み FAX：078-242-5322   

訪問介護やサ高住において、事業所の要となる、サービス提供責任者。 
 ・任されてしまったけど、やっていけるのか不安…。 
 ・ヘルパーさんの管理・育成・研修方法が分からない…。 
 ・自己点検表が届いたけど、チェック方法が分からない…。 
そんなお悩みを、一緒に解決してみませんか？この機会にぜひ、ご参加下さいませ。 

13：00 ～ 16：00 （12：30  開場） 

2022 年 月     日 9 13 (火) 

三宮コンベンションセンター505-7号 

 神戸市中央区磯辺通2丁目2-10 
   one knot trades BLD ５F 

日時 

場所 

5, 000 円（賛助会員 4, 500円） 参加費 

お振
込み 

●受講代金は事前のお振込みとなります。 
   開催決定後（7月初旬）受講案内をお送りします。 
●｢領収書｣は金融機関の振込票をもって代えさせていただきます。
●受講料の入金確認が出来た時点で｢受講申込｣の完了となります。
●受講者の都合による場合、受講料は講習開講の日から起算して    
 14日前以降は原則として返金できません。 
●定員未達等当センターの都合による場合、受講料は返金します。 
【ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください】 

【当日配布テキスト】 
介護労働安定センター発行  
『必携！サービス提供責任者の 
ための基本テキスト』 

定価1,540円（税込） 

賛助会価格1,386円（税込） 

⇒参加費に含まれております 

介護支援専門員・実務者研修講師・認知症介護指導者 
クオリティライフ株式会社副社長。 
運営管理・人材育成を担う他、外部講師としても活躍。 
明朗快活で親しみやすい講師です。 

講師 島田 令子 氏 

テキスト代 
込み！ 

※ご参加にあたりましては、マスクの着用をお願いします。当日の体温が37.5℃以上の方は参加をご遠慮ください。 

（入室時に測定を行います) 当日、お申し出の場合は、ご返金出来かねますので、あらかじめご了承ください。 

開催決定次第、入金の 

ご案内をお送りします。 

生年月日

性別

TEL FAX

保持資格

ご住所

〒

【問合先】 公益財団法人　介護労働安定センター　兵庫支部  神戸市中央区磯辺通2丁目2-10　one knot trades BLD 8F

TEL:078-242-5321　FAX：078-242-5322　　　担当：井本・森山

・介護員(1級 2級 基礎研修 介護福祉士)　・介護支援専門員　・社会福祉士　・精神保健福祉士　・看護師

・作業療法士　・理学療法士　・言語聴覚士　・その他(　　　　　　　                              　   　　)　・資格なし

受付

　mail

氏名
年　　　　　月　　　　　日（　　　　歳）

男　　　・　　　女

法人名

賛助会コード（28-　　　　　　　　　）

事業所名

訪問　通所　小多機　サ高住　特養　老健　（その他）


