平成３０年度事業者支援セミナー

経営者・管理者・職員必聴!!

東予

中予

南予

4/9

4/10

4/16

（月）

（火）

（月）

改 正 介 護 保 険 対 策 講 座
『平成30年度介護報酬改定/新・算定要件の全解説と
4月からの“新しい介護保険制度“対策講座』
セミナー内容

開催時間

改定のポイント（最新）
・訪問介護に生活援助ヘルパーを新設
・居宅介護支援管理者は主任ケアマネに限定
・居宅の集中減算は３サービスに限定
・生活援助は利用回数制限、地域ケア会議審議
・療法士と連携した新加算を創設
・デイケアに医療リハビリが移行
・福祉用具貸与は上限価格導入へ
・区分支給限度計算は集合住宅減算を除外
・通所介護が１時間単位に移行で減収に
・障害福祉併設の共生型サービスを創設
・通所介護に9時間以上11時間未満を新設か
・同一建物減算が強化。一般建物も対象に
・訪問看護はリハビリ訪問に規制強化へ
・介護施設も厳格化、介護医療院は。

講 師

こはま

●午前の部（10：30～12：00）
実地指導対策
●午後の部（13：00～16：30）
介 護 報 酬 セミナー
※随時個別相談承ります。
平成30年度介護報酬は12月に全ての審議が
終了。１月末までに全サービスの介護報酬
の単位が示されます。２月後半には算定要件、
３月にはＱ＆Ａが発出。さらに４月からは
大規模な人員基準、設備基準の変更も実施
の見込みです。過去最大規模の激変が間近
に迫っています。最新の動向を網羅する本
講座は、介護事業の経営者、管理者、職員
にとって必聴の講座です。

みちひろ

小濱 道博

氏

小濱介護経営事務所 代表
Ｃ−ＳＲ 社）介護経営研究会専務理事 C-MAS 介護事業経営研究会最高顧問
社）日本介護経営研究協会専務理事ほか
介護事業経営セミナーの開催実績は北海道から九州まで全国で年間２００件以上。延
10000人以上の介護業者を動員。全国各地の介護保険課、各協会、社会福祉協議会主催
での講師実績も多数。「日経ヘルスケア」「デイの経営と運営」等への連載、寄稿多数。ソリ
マチ、「会計王１５介護事業所スタイル」監修。最新著書は「まるわかり！介護保険制度改
正」「よくわかる実地指導の対応マニュアル」「介護福祉経営士基礎編Ⅱ・介護報酬実務」
「まるわかり！介護報酬改定」「これならわかる <スッキリ図解> 介護ビジネス（共著）」ほか
多数。講演ＤＶＤも多数発売中。

受講料

一
般 ６，０００円（税込）
賛助会員 ５，４００円（税込）
※お申し込み、お支払方法は
裏面の「申込方法」をご覧ください。

お問合せ
（公財）介護労働安定センター
愛媛支部

〒790-001
松山市一番町1-14-10 井手ビル4Ｆ
ＴＥＬ089-921-1461 ＦＡＸ089-921-1477
（担当） 木藤 環 ・ 久保 洋美

日時・会場詳細

※いずれの会場も無料駐車場あります。

日 時

会場 ・ 定員

第１回

平成３０年４月９日（月）

【東予】

10：30～12：00 実地指導対策
13：00～16：30 介護経営セミナー

第２回

平成３０年４月10日（火）

【中予】

10：30～12：00 実地指導対策
13：00～16：30 介護経営セミナー

第３回

平成３０年４月１6日（月）

【南予】

10：30～12：00 実地指導対策
13：00～16：30 介護経営セミナー

申込方法

お申し込みの前に
※下記内容を必ずご確認下さい！
●チラシ・ホームページより『受講申込
書』をコピー、又はダウンロードして必
要事項をご記入いただき、愛媛支部宛
にFAX送信、または郵送して下さい。

新居浜市

マリンパーク新居浜
2Ｆ大研修室

定員

100名

●愛媛支部のホームページより、直接
お申込みいただいた場合は、仮申込と
なりますので、正式な『受講申込書』が
必要です。当支部よりご連絡を差し上
げますので、お手数ですが、必要事項
をご記入の上FAX等により本申込を
行って下さい。

松山市

アイテムえひめ
4Ｆ大会議室

定員

100名

宇和島市
宇和島市総合福祉センター
3Ｆ会議室

定員

４０名

●誠に勝手ながら、年度末処理の都
合上、次の期間はお振込み手続きを
ご遠慮くださいますようお願いいたしま
す。

３月２９日（木）～4月１日（日）

※ご注意 受講料の振込は３月１日からお願いします。

【手順１】 『受講申込書』をFAXしてください。 (郵送も可)
必要事項をご記入の上、下記番号まで。

FAX：０８９-９２１-１４７７

『受講申込書』をFAX後に、到着確認のため、介護労働安
定センター愛媛支部までご連絡下さい。

電話 : 089-921-1461
（平日 ９：００～１７：３０）
受付番号と受講料をお知らせします。メモをお願いします。

受講料

◆お振込額 ※（消費税込）
一 般 ６，０００円
◆取引銀行
◆口座番号
◆口座名義

【手順２】 到着確認の電話をしてください。

受付番号

【手順３】 受講料を下記の口座へお振込みください。
賛助会員

５，４００円

伊予 銀行 愛媛県庁 支店
（普） １５９６２４７
公益財団法人 介護労働安定センター
愛媛支部

＊お振込み人名には受付番号、事業所名のご記入をお願いしま
す。
◆◆ 留意事項 ◆◆
①振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。振込
用紙は銀行備付けのものをご利用ください。
②振込の控え（銀行の振込票等）をもって領収書に代えさせてい
ただきます。
③講習をキャンセルする場合は、必ず事前にご連絡ください。
(申込者の都合によるキャンセルの場合は、振込手数料を引いて
のご返金となります。ご了承ください。)
④お振込みいただいた受講料は、開講決定（講習開講日から起
算して、１４日前 ※当該日が土・ 日・祝日の場合はその前日）
以降は、原則として返金いたしませんので予めご了承下さい。

【手順４】 受付完了です。
①お振込みいただいた時点で、受講申込が完了となります。
②振込確認後、一週間程度でFAXにて当センターから『入金確認書』をお送りします。
③講習開始日の１４日前頃より順次『開講決定通知書』をお送りいたします。
④本講習が定員に満たない場合等、当センターの都合で講習を中止する場合は、電話等でご本人に連絡の上、
振込金額を返還いたします。（この場合の振込手数料は当センターが負担します。）

【お問合せ】公益財団法人 介護労働安定センター 愛媛支部
〒790-0001
ＴＥＬ 089-921-1461

松山市一番町１４番１０号 井手ビル４Ｆ
ＦＡＸ089-921-1477

【担当】木藤 環 ・ 久保 洋美

受講料振込は
３月１日(木)から

【受講申込書】

FAX
(公財)介護労働安定センター
愛媛支部 行

（支部記入欄）

平成３０年度４月
事業者支援セミナー

089-921-1477

/

※電話受付日
※受付番号

※太枠内をご記入いただき、FAXまたは郵送にてお申込ください。
※お申込み後、（公財）介護労働安定センター愛媛支部までご連絡下さい。
■講 師■ 小濱 道博 氏 （小濱介護経営事務所 代表）
■料 金■ 一般 ６，０００円（税込）
賛助会員 ５，４００円（税込）
※受講希望日に○印を記入して下さい。
定員

日

第１回

時

会

１０：３０～１６：３０

第２回

午前の部

マリンパーク新居浜 2Ｆ大研修室

（10：30～12：00）

【松 山市】

●実地指導対策

１０：３０～１６：３０

午後の部

【宇和島市】

（13：00～16：30）

宇和島市総合福祉センター 3F会議室

●介護報酬セミナー

平成30年 ４月16日（月）

４０名

講 習 時 間

アイテムえひめ ４Ｆ 大会議室

１０：３０～１６：３０

第３回

場

【新居浜市】

平成30年 ４月10日（火）

100名

円

※ご注意 受講料の振込は３月１日よりお願いします。

平成30年 ４月9日（月）

100名

※受講料

法人名
事業所名
住

所

電

話

〒

－

氏

FAX

－

名

ふり がな

－

－

役職名又は職種

◎受講者の個人情報（氏名・住所・電話番号）は当該講座に関する通知などの送付および講座実施に関する連絡、講座受講の際の本人確認、
新規講座などのご案内の送付の範囲で利用いたします。
申込締切４月２日
◎ご提供いただいた個人情報は、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾎﾟﾘｼｰに基づき、厳重に管理し、上記目的以外には使用いたしません。

【特定商取引法改正に伴う有料講習ＦＡＸ広告送信の承諾について】
本案件を含む今後開催予定の有料講習・セミナーの募集チラシに関して、いずれかにチェックを入れてください。

□ＦＡＸ送信を承諾する
介護労働安定センターの賛助会員は、受講料の割引設定が
あります。該当箇所に○印をご記入下さい。

□承諾しない
介護労働安定センター
賛助会員

非会員

【お問合せ】 公益財団法人 介護労働安定センター 愛媛支部
〒７９０−０００１

ＴＥＬ ０８９-９２１-１４６１

松山市一番町１丁目１４番１０号
ＦＡＸ ０８９-９２１-１４７７

井手ビル４階

【担当：木藤 環・久保 洋美】

支部用整理番号

