
7月1日(金)
13：30～15：30

アイーナ501

一般 4,000円
賛助会員 3,600円

(講師)
ワイズコンサルタンツ代表

特定社会保険労務士
中小企業診断士

山本 正人 氏

2022年度 介護事業所が活用すべき最新助成金セミナー

働き方改革、育児や介護との両立支援、機械・設備導入など、
社会的ニーズにあわせて助成金は、毎年新しくなります。
最新の情報を、活用事例を紹介しながら、わかりやすく
お伝えします。積極的に活用するためのポイントを理解して、
我が社の労働環境を改善していきましょう。

7月11日(月)
10：00～16：00

アイーナ812

一般 8,000円
賛助会員 7,200円

(講師)
小濱介護経営事務所代表
C-MAS介護事業経営研究会
最高顧問

小濱 道博 氏

｢10月から新たな処遇改善加算の概要と
新・人材確保戦略｣

｢業務継続計画(BCP)の作り方と作成事例、
科学的介護情報システム(LIFE)活用のポイント｣

8月10日(水)
13：30～15：30

アイーナ501

一般 4,000円
賛助会員 3,600円

(講師)
山内社会保険労務士事務所

社会保険労務士

山内 俊雄 氏

“介護の現場”深刻な人手不足、
工夫した求人募集(求人票)を考える！

人手不足は年々深刻さを増しています。一方では、働き方改革の流れを踏
まえつつ柔軟な働き方が求められています。無資格・未経験者や高齢者採
用も重要な選択肢と成らざるを得ません！ 求人票公開の工夫が求められ
ます。

8月19日(金)
13：30～15：30

アイーナ501

一般 4,000円
賛助会員 3,600円

(講師)
特定非営利活動法人
ITコーディネータ協会認定

ITコーディネータ

川村 直行 氏

介護事業所における効果的なDX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)

昨年2021年はDX元年とも呼ばれコロナ禍における働き方変革もあいまって、
行政・民間を問わずIT技術を活用したDXが加速されました。 一方IT化は
してみたものの「従業員への負担が大きくなった」、「情報セキュリティ
が心配」、「投資効果がはっきり見えない」などの声も聞かれます。本セ
ミナーでは職員の負担軽減・コスト削減・利用者へのサービス品質向上を
目指した「効果的なDXとは」をテーマに、DXを検討する上での勘所と活用
促進のノウハウををお伝えします。

9月5日(月)
13：30～15：30

アイーナ501

一般 4,000円
賛助会員 3,600円

(講師)
土岐経営支援事務所

中小企業診断士

土岐 徹朗 氏

｢BCP整備が義務付けられました!!｣ってご存じですか？

・介護施設におけるBCP整備の義務化って何なのでしょうか？
・そもそもBCPって何なのでしょうか？
・防災対策とどう違うと思いますか？
・BCPを作って、本当に意味があるのでしょうか？
・復旧最優先事業と目標復旧時間を決められますか？
・事業継続ガイドラインを活用しましょう。

11月14日(月)
10：00～16：00

アイーナ812

一般 8,000円
賛助会員 7,200円

(講師)
小濱介護経営事務所代表
C-MAS介護事業経営研究会
最高顧問

小濱 道博 氏

審議終盤！令和6年介護保険法改正の動向と事前対策

令和6年度の制度改正について最新の情報を基に解説します。
コロナの影響で厳しい改正が予測されるので、介護事業
経営者、管理者、職員必聴の講座です。

令和４年度 介護事業者支援セミナーのご案内

会場▶アイーナいわて県民情報交流センター会議室 （盛岡市盛岡駅西通1-7-1）

※受講料はすべて税込みです。また受講料のお振込みは4月以降でお願い致します。

※感染症対策を十分に行いながら開講して参りますが、今後政府の基本方針の変更及び県内の感染状況等により、開催方法の変更および延期や中止と
なる可能性があります。開講の有無につきましては当センターホームページで確認頂くか、介護労働安定センター岩手支部までお問い合せ下さい。

※受講者で発症者が出た場合には名簿情報を保健所等の関係機関と共有いたしますのでご了承ください。

※受講者全員に受付時及び入室時に手指消毒をお願いいたします。また必ずマスクの着用をお願いいたします。

お申込み
お問合せ先

公益財団法人 介護労働安定センター 岩手支部
〒020-0871 盛岡市中ノ橋通一丁目4－22 中ノ橋106ビル4階

【電話】019-652-9036【FAX】019-652-9037【URL】http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/iwate 

★裏面の受講申込書にご記入の上、FAXでお申し込みください★

【新型コロナウイルス感染症への対応について】
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令和4年度介護事業者支援セミナー申込書FAX 019-652-9037

氏 名
(フリガナ) （役職） 主催者側記入欄

住 所
〒
所在地

受講
区分

当該区分を〇で囲んで下さい
一般 ・ 賛助会員

勤務先

法人名
事業所名

〒 TEL
所在地 FAX

日 時 講 習 名 受講料 会場
参加

オンライン
参加

7月1日(金)

13:30～15:30
ｱｲｰﾅ501

講師：山本 正人 氏

2022年度介護事業所が活用すべき最新助成金セミナー

一 般：4,000円

賛助会員：3,600円

7月11日(月)

10:00～16:00
ｱｲｰﾅ812

講師：小濱 道博 氏
｢10月から新たな処遇改善加算の概要と新・人材確保戦略｣
｢業務継続計画(BCP)の作り方と作成事例、科学的介護情報シス
テム(LIFE)活用のポイント｣

一 般：8,000円

賛助会員：7,200円

8月10日(水)

13:30～15:30
ｱｲｰﾅ501

講師：山内 俊雄 氏

“介護の現場”深刻な人手不足、工夫した求人募集(求人票)
を考える！

一 般：4,000円

賛助会員：3,600円

8月19日(金)

13:30～15:30
ｱｲｰﾅ501

講師：川村 直行氏

介護事業所における効果的なDX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）

一 般：4,000円

賛助会員：3,600円

９月5日(月)

13:30～15:30
ｱｲｰﾅ501

講師：土岐 徹朗氏

｢BCP整備が義務付けられました!!｣ってご存じですか？

一 般：4,000円

賛助会員：3,600円

11月14日(月)

10:00～16:00
ｱｲｰﾅ812

講師：小濱 道博 氏

審議終盤！令和6年介護保険法改正の動向と事前対策

一 般：8,000円

賛助会員：7,200円

◎受講者の個人情報は、当該講座に関する通知書等の送付及び講座の実に関する連絡、
講座受講の本人確認、新規講座等のご案内送付の範囲で使用させて頂きます。
ご提供頂いた個人情報は、プライバシーポリシーに基づき、厳重に管理し上記以外には使用致しません。

（公財）介護労働安定センター岩手支部

ＴＥＬ：０１９－６５２－９０３６ ＦＡＸ： ０１９－６５２－９０３７

※お振込いただいた時点で「受講申込」が完了となります。・振込確認後、１週間程度のうちに原則としてＦＡＸ
にて当センターから『入金確認書・受講決定通知書』を送付いたします。

[5]受付完了

★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中止をする場合は、電話等で申込者様にご連絡の上、受講料等を
返金いたします。（この場合の振込手数料は当センターが負担致します。）

受講申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸして下さい。【ＦＡＸ:０１９－６５２－９０３７】[１]受講を申し込む

介護労働安定センター岩手支部に連絡し、受付番号を確認下さい。【ＴＥＬ:０１９－６５２－９０３６】[２]受付番号の確認

下記の口座へ、１週間以内にお振込み下さい。※振込が期日を過ぎる場合は、ご連絡下さい。
振込人名欄には受付番号、受講者名又は法人名をご記入下さい。

[３]受講料を振込む

◆留意事項◆・振込手数料はお振込人様の負担とさせて頂きます。
★講習をキャンセルする場合は、必ず事前にご連絡下さい。・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、原則として返金致しませんので予めご承知下さい。

【振込先】 みずほ銀行 盛岡支店 普通 1507407
（公財）介護労働安定センター岩手支部
ｻﾞｲ)ｶｲｺﾞﾛｳﾄﾞｳｱﾝﾃｲｾﾝﾀｰｲﾜﾃｼﾌﾞ

岩手銀行 中ノ橋支店 普通 2096527
（公財）介護労働安定センター岩手支部
ｻﾞｲ)ｶｲｺﾞﾛｳﾄﾞｳｱﾝﾃｲｾﾝﾀｰｲﾜﾃｼﾌﾞ

【お申し込みの手順】

※該当するものに
〇をつけて下さい

令和4年3月版

※受講料のお振込みは令和４年4月以降にお願い致します。

※開催方法については、コロナ感染状況等により
変更および延期や中止となる可能性があります。

ハイブリット※

ハイブリット※

対面

対面

対面

ハイブリット※

ハイブリットのセミナーで、オンラインで受講希望の方のみ、件名に受付番号・法人名(事業所名)又は
受講者名を入れた空メールを介護労働安定センター岩手支部のメールアドレス宛てに送信してください。
こちらで「申込完了」です。 【メールアドレス：iwate@kaigo-center.or.jp】

[4]空メールの送信

※おしらせ：令和4年7月より受講料のお振り込み方法が変わります。詳しくは当センター岩手支部までお問い合わせ下さい。


