
平成２９年度 事業者支援セミナー 

・行政処分が２年連続で２００件超の現実 
・従来より厳しくなったとの声多数、『実地指導』 
・介護職員処遇改善加算の指導強化！ 
・遂に事前通知無しの実地指導がスタート 
・地域密着型デイの運営推進会議の仕方 
・提供時間の考え方と記録の重要性 
・送迎減算は自宅以外の送迎にも適用 
・不正は５年に遡って返還！ 
・巨額化する介護報酬返還指導の実際 
・アセスメントシートと介護計画は同じ枚数 
・モニタリングシートは目標の期間毎 
・外出レクは提供時間に含める事は不可？ 
・実地指導の指導事例とその準備対策 
・その他、開催時点での最新情報を満載 
 

介護報酬改定後の実地指導において介護報酬の返還に
ならないための準備は急務です。虐待などが疑われる
場合は事前通知無しでの指導が行われます。事前準備
対策が急務です。処遇改善算の行政処分も増加。7月
の処遇改善報告書の重要性が増しています！ 
最新の実地指導の動向を網羅して、やさしく解説。 

今年度より事前通知無しの実地指導がスタート！
処遇改善加算の指導が強化！ 

『これならわかる！スッキリと解説！
実地指導対策』 

行政処分が年間200件超！ 
厳しさの増した実地指導の徹底解説！ 

午前の部 
10:30～12:30 

・地域密着型デイは公募制に移行し新規不可 
・高所得者は自己負担３割へ 
・ヘルパー３級資格が実質的に復活へ 
・居宅介護支援の自己負担１割はどうなる 
・訪問介護から生活援助の除外延期でも・・ 
・預かり型デイの基本報酬が減少される！ 
・通所系サービスは機能訓練主体の報酬へ 
・デイケアも大激変、医師の関与が重要 
・福祉用具貸与は標準価格導入へ 
・小規模多機能のケアプランはケアマネへ 
・一年前倒しで処遇改善加算を改定 
・障害福祉併設の共生型サービスを創設 
・まったく新しい介護保険外サービスとは 
・その他、開催時点での最新情報を満載 
 

遂に国会で改正法案の審議がスタート。春には成立の見
込です。29年4月に介護報酬が改定が決定！ 
平成30年は介護保険法改正、介護報酬と診療報酬改定
のトリプル改定で過去最大規模の激変必至。 
新たなる経営の柱として、全く新しい介護保険外の導入
の考え方。 

ヘルパー3級資格復活、小規模デイは公募へ、 
新しい処遇改善加算の算定要件 

『やさしい！介護保険法改正と 

介護報酬改定の解説と対策 

これから始める介護保険外サービス』 

平成29年4月に介護報酬が改定！平成30年は介護保険法改正、
介護報酬と診療報酬改定のトリプル改定 

午後の部 
13:30～16:30 

講  師 

     (こはま みちひろ)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     ●賛助会員 5,400円 
※受講料の支払い等については『申込方法』をご覧ください。 

平成２９年４月１８日・１９日・２０日 

主催 公益財団法人 介護労働安定センター 愛媛支部 



【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 松山市一番町１丁目１４番１０号  井手ビル４階 

 ＴＥＬ ０８９-９２１-１４６１  ＦＡＸ ０８９-９２１-１４７７   【担当：木藤 環・久保 洋美】       

日   時 会 場(予定) 

第１回 
平成２９年４月１８日（火） 

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

新居浜市  
愛媛県総合科学博物館 第1研修室 

定員５０名 

第２回 

平成２９年４月１９日（水） 

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

宇和島市  
宇和島市総合福祉センター  

3Ｆ 会議室 

定員５０名 

第３回 
平成２９年４月２０日（木） 

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

松山市 
アイテムえひめ ４Ｆ 大会議室 

定員９０名 

平成２９年度 事業者支援セミナー 

お申込みの前に… 

 
【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 

申込方法 

【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日前頃に『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。） 

 
 
 【手順２】  到着確認の電話をしてください。  
 
『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。 

   
     受付番号 
 
 
      受講料 
 

 
 

【手順３】 受講料を下記の口座へお振込みください。 
 
◆お振込額 ※（消費税込） 

一 般  ６，０００円  賛助会員  ５，４００円 
 
 

 
 
 
 

＊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。 

◆取引銀行  伊予 銀行 愛媛県庁 支店 
◆口座番号  （普） １５９６２４７  
◆口座名義  公益財団法人 介護労働安定センター  
           愛媛支部 

日時・会場詳細 

※ご注意 受講料の振込は３月１日からお願いします。 

※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。 

●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、仮の受講申込となります

ので、『受講申込書』の記入が必要です。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うえFAX等により本申

込を行って下さい。 

  

  

※受講料の振込は３月１日から 

※いずれの会場も無料駐車場あります。 
(但、宇和島会場は台数に限りがあります) 

申込締切４月３日 



【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 松山市一番町１丁目１４番１０号  井手ビル４階 

 ＴＥＬ ０８９-９２１-１４６１  ＦＡＸ ０８９-９２１-１４７７   【担当：木藤 環・久保 洋美】       

  定員 日  時 会  場 講 習 時 間 

  

  

第１回 

 ５０名  

平成２９年 ４月１８日（火） 

１０：３０～１６：３０ 

【新居浜市】 

愛媛県総合科学博物館 第１研修室 

午前の部  

（10:30～12:30） 

●実地指導対策   

  

第２回 

 ５０名  

平成２９年 ４月１９日（水） 

１０：３０～１６：３０ 

【宇和島市】 

宇和島市総合福祉センター ３Ｆ 会議室  午後の部  

（13:30～16:30） 

●介護経営セミナー 
  

  

第３回 

 ９０名 

平成２９年 ４月２０日（木） 

１０：３０～１６：３０ 

【松 山市】  

アイテムえひめ  ４Ｆ  大会議室 

法人名  
  

事業所名 

ふりがな 

  

住 所  
〒      

電 話  －       －  FAX －   － 

氏 名  ふりがな  役職名又は職種 

（男 ・ 女）     

（男 ・ 女）     

（男 ・ 女）     

介護労働安定セン
ターの賛助会員は、 

受講料の割引設定
をしておりますので 

該当箇所に○印をご
記入下さい。 

  既会員 会員法人名                                        

  非会員 

  新規に入会を希望する 

  今回の受講時は入会しない 

(公財)介護労働安定センター 
愛媛支部 行 

089-921-1477 

【受講申込書】 

平成２９年度 ４月 

事業者支援セミナー 

（支 部 記 入 欄 ） 
※電話受付日   /      

    

※受付番号   

  
    
※受講料               円  

  
    

  
※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。 

◎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。 
◎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。 

※ご注意 受講料の振込は３月１日よりお願いします。 

受講料振込は 
３月１日(水)から 

申込締切４月３日 

FAX 

支部用整理番号                      


