
介護事業所の事業主・人事・総務・労務管理者の皆様へ

〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3
労働センター（エル・おおさか）南館12階

TEL: 06-4791-4165
FAX: 06-4791-4166

☜大阪支部

雇用管理者のためのセミナー

最寄り駅：天満橋（地下鉄谷町線・京阪 徒歩５分）

公益財団法人介護労働安定センター大阪支部

2019年度 厚生労働省委託事業

コース 日時 内容 講師 場所（ｴﾙ・おおさか)

6A ６月２０日（木）
AM.9:30～12:30

雇用管理総論(第１回)
【人事・労働時間・賃金・安全衛生】

北村 庄司 氏
(社会保険労務士)

本館 ７０８
（定員７０名）

6P ６月２０日（木）
PM.13:30～16:30

人事管理（第１回）
【人事管理・採用・評価】

藤原 郁子 氏
(社会保険労務士)

本館 ７０８
（定員７０名）

8P ８月２７日（火）
PM.13:30～16:30

雇用管理総論(第２回)
【人事・労働時間・賃金・安全衛生】

北村 庄司 氏
(社会保険労務士)

南館 １０１
（定員４０名）

9A ９月１２日（木）
AM.9:30～12:30

人事管理（第２回）
【人事管理・採用・評価】

藤原 郁子 氏
(社会保険労務士)

南館 ７２
（定員４０名）

先着受付順

雇用管理講習 ＆ ストレスマネジメント
コース 日時 内容 講師 場所(ｴﾙ・おおさか)

7A ７月１２日（金）
AM.9:30～12:30

賃金管理（第１回）
【賃金制度・賞与・処遇加算等】

吉岡 理一 氏
(公認会計士・社会保険労務士）

本館 ７０８
（定員７０名）

7P ７月１２日（金）
PM.13:30～16:30

労働時間管理（第１回）
【労働時間制度・管理等】

北村 庄司 氏
(社会保険労務士)

本館 ７０８
（定員７０名）

8A ８月２７日（火）
AM.9:30～12:30

安全衛生と健康管理（第１回）
【安全衛生と健康確保対策】

浅田 史成 氏
(理学療法士)

南館 ７２
（定員４０名）

9P ９月１２日（木）
PM.13:30～16:30

賃金管理（第２回）
【賃金制度・賞与・処遇加算等】

吉岡 理一 氏
(公認会計士・社会保険労務士）

南館 ７２
（定員４０名）

10A １０月１６日（水）
AM. 9:30～12:30

労働時間管理（第２回）
【労働時間制度・管理等】

北村 庄司 氏
(社会保険労務士)

南館 ７２
（定員４０名）

10P １０月１６日（水）
PM. 13:30～16:30

安全衛生と健康管理（第２回）
【安全衛生と健康確保対策】

浅田 史成 氏
(理学療法士)

南館 ７２
（定員４０名）

11P １１月 ６日（水）
PM. 13:30～16:30

ストレスマネジメント
～ラインケア～

日本産業ｶｳﾝｾﾗｰ協会

村田 早苗氏
(交流分析ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ)

南館 ７２
（定員４０名）

【介護労働者雇用管理責任者講習】とは
介護分野の事業所において、働きやすい職場づくりを自主的に進めていくため、雇用管理に責任

を有する方に学んでいただく講習です。厚生労働省告示（介護雇用管理改善等計画）において介護
労働者の雇用管理改善のためには、事業所における雇用管理責任者の選任及び当該責任者の明示等
が重要であるとされています。講習後には事業所ごとに「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、
氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知するようお願いいたします。

介護労働者雇用管理責任者講習【専用ﾃｷｽﾄ配布、受講証明書発行】
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◆お申込方法◆
①『受講申込欄』（下記の参加コースに○、氏名等必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申込みください。
②『受講申込欄』に受付番号を記載しＦＡＸにてご返送いたします。
③当日、②の『受講申込書』（受付番号記載）をご持参の上、受付にご提示ください。

介護労働者雇用管理責任者講習 場所：エル・おおさか(大阪市中央区北浜東3-14)

コース 日時 内容 講師 場所 参加に○

6A ６月２０日(木)〔午前〕 雇用管理総論(第１回) 北村 庄司 氏 本館 ７０８

6P ６月２０日(木)〔午後〕 人事管理(第１回) 藤原 郁子 氏 本館 ７０８

8P ８月２７日(火)〔午後〕 雇用管理総論(第２回) 北村 庄司 氏 南館 １０１

9A ９月１２日(木)〔午前〕 人事管理(第２回) 藤原 郁子 氏 南館 ７２

雇用管理講習 ＆ ストレスマネジメント 場所：エル・おおさか(大阪市中央区北浜東3-14)

コース 日時 内容 講師 場所
参加に
○

7A ７月１２日(金)〔午前〕 賃金管理(第１回) 吉岡 理一 氏 本館 ７０８

7P ７月１２日(金)〔午後〕 労働時間管理(第１回) 北村 庄司 氏 本館 ７０８

8A ８月２７日(火)〔午前〕 安全衛生と健康管理(第１回) 浅田 史成 氏 南館 １０１

9P ９月１２日(木)〔午後〕 賃金管理(第２回) 吉岡 理一 氏 南館 ７２

10A １０月１６日(木)〔午前〕 労働時間管理(第２回) 北村 庄司 氏 南館 ７２

10P １０月１６日(木)〔午後〕 安全衛生と健康管理(第２回) 浅田 史成 氏 南館 ７２

11P １１月 ６日(水)〔午後〕 ストレスマネジメント（ラインケア） 村田 早苗 氏 南館 ７２

法人

事業所 (サービス種別: )

事 業 所
所 在 地

受 講 者 受付番号

※

介護労働安定センター 大阪支部行き

FAX  06-4791-4166

※受講申込書は、受講者１名につき１枚でお申込みください。複数の受講者がいる場合は、コピーしてご使用ください。

◆参加コースに○をお付け下さい。

令和元年度 8.26.

〔午前：9:30~12:30 午後：13:30~16:30〕
※本セミナーの第１回と第２回の内容は同様のものとなります。

【介護労働者雇用管理責任者講習】
介護分野の事業所において、働きやすい職場づくりを自主的に進めていくため、雇用管理に

責任を有する方に学んでいただく講習です。講習後には事業所ごとに「介護労働者雇用管理責
任者」を選任し、氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知するようお願いいたします。

※専用テキスト・受講証明書につきまして…専用テキスト配布・受講証明書の発行につきましては、
介護事業所(障害含む)に所属のかた、もしくは介護分野参入予定の事業所に限らせていただきます。

【雇用管理責任者選任状況】
責任者が（いる・いない・不明)


