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による

のご案内

介護事業所等の事業主、介護業務に従事されている皆様へ

▼ お問い合せ先 ▼

当センターが委嘱する専門家の
雇用管理コンサルタント、介護人材育成コンサルタント、ヘルスカウンセラーが
介護従事者（従業員）の雇用管理改善・人材育成(能力開発)・健康の各種相談を

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。

●人材育成（能力開発）
【研修・計画など】

・職員の研修計画の立て方は？

・処遇改善加算とキャリアパス？

・キャリアパスの作り方は？

・リーダーの育成の方法は？

・新人研修の効果的な内容は？

・階層別研修ってどんな内容？

【人材育成の悩み】

・職員が研修を受けたがらない…

・研修の効果が出ていない…
●雇用管理改善

【雇用管理など】

・就業規則作成、見直しをしたい… 

・助成金の書類の書き方がわからない

・職員の賃金制度を整備したい

・雇用管理上のハラスメント対策とは？

【事業経営など】

・業務継続計画(BCP)の作成と運用

・業務効率化に有効な施策とは？

・戦略的な人事制度の構築

京都支部

〒600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町2 日本生命四条大宮ビル4階

TEL：075-802-3237 FAX：075-822-3238
（営業時間：平日8：30～17：00）

➤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、

社会福祉士、キャリアコンサルタント、CDA、

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

（臨床心理士、看護師、

理学療法士、産業カウ

ンセラー等）も相談を

お受けします。

●従業員の健康管理
・メンタルヘルスケアについて

・職場の人間関係で悩んでいる…

・感染症対策はしているけど…

・腰痛予防は永遠のテーマ⁉
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FAX：075-822-3238
(公財)介護労働安定センター京都支部

申込日：令和 年 月 日

事 業 所 名

代 表 者 名

所 在 地
〒 ―

電 話 番 号

F A X 番 号

Ｍ ａ ｉ ｌ

事 業 種 別

相談者の役職等

相 談 者 氏 名※

▼お申込みされる方・事業所等について

● 相談内容について、当てはまる 番号に〇印 をお願いします。（複数可）

１．雇用管理に関すること（ex：人事労務・就業規則・助成金・ハラスメント・BCPなど）

２．人材育成に関すること（ex：研修の企画立案・採用育成・キャリア形成など）

３．心や体の健康に関すること（ex：メンタルヘルス・感染症・腰痛など）

４．その他（自由記入欄）

注意）相談内容が欄内に納まらない場合は、別途用紙にご記入ください。（様式は任意です。）

● 相談希望日時（時間は１回約１～２時間を予定しています。）

第１希望 令和 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

第２希望 令和 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

第３希望 令和 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

● 相談希望場所・方法（ご希望の番号に○）

１．貴事業所・施設 ２．介護労働安定センター京都支部内 ３．オンライン

４．その他（ ）

●「専門家相談申込書」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、
支部職員による日程調整、内容確認、各種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
使用いたしません。

▼具体的な相談内容などについて
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実施回 日程（曜日） テーマ 講  師 会  場 

第１回 

 

 

雇用管理総論
(雇用管理全般の基本の理解と実践) 

 

 

垣岡 正英 氏 

 

 
日本生命四条

大宮ビル 

2 階会議室 

（京都市下京区 

四条大宮町 2） 

 

 

※駐車場・駐輪場

はございません。 

公共交通機関をご

利用ください。 

第２回 

 

 

雇用管理総論
(雇用管理全般の基本の理解と実践) 

 

 

垣岡 正英 氏 

 

 

第３回 

 

 

人 事 管 理 
(職場のハラスメント対策) 

 

 

髙橋 佳子 氏 

 

 

 

介護労働安定センター京都支部 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護労働者雇用管理責任者講習会 講習内容 

講習は【総合コース】1 科目、【専門コース】1 科目の、全２科目から 

お選びいただけます。また、複数のコースへの出席も可能です。 

 

京 都 支 部 

600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地 

日本生命四条大宮ビル４Ｆ 
         ＴＥＬ：０７５－８０２－３２３７ ＦＡＸ：０７５－８２２－３２３８ 

優秀な職員の確保・職場定着、人材育成のために今、介護現場でできること、やるべきこと！ 

           

対象：介護分野の事業所や、介護分野に参入しようとする事業所において、人事・労務等を担当する方など 

定員：各回申込先着 30 名（定員になり次第締め切ります。） 

 ■受講申込書ＦＡＸ後に、必ずお電話ください。（FAX 到着確認） 

講習日の 14 日前頃に『受講決定通知書』を FAX でお送りいたします。 

 

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名の明示等が重要であるとされています。 

魅力ある職場づくりの実現に向けて、雇用管理責任者の選任をご検討ください。 

 

※ 当該講習を最後まで受講された方には、各回終了後、受講証明書を郵送にて交付いたします。 

令和４年度 厚生労働省委託事業 

雇用管理改善と魅力ある職場づくりをご支援します！！           

総合コース 

髙橋佳子社会保険労務士事務所代表 
特定社会保険労務士 
産業カウンセラー 

LLC 垣岡ｺｰﾁﾝｸﾞﾗﾎﾞ･ ｼﾞｬﾊﾟﾝ代表 
垣岡社会保険労務士事務所代表 
医療労務コンサルタント 
ファイナンシャルプランナー 

専門コース 

検索 

 総合コース 

LLC 垣岡ｺｰﾁﾝｸﾞﾗﾎﾞ･ ｼﾞｬﾊﾟﾝ代表 
垣岡社会保険労務士事務所代表 
医療労務コンサルタント 
ファイナンシャルプランナー 
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 公益財団法人  介護労働安定センター  

京都支部  行 

 

介護労働者雇用管理責任者講習 受講申込書 
 

法人名 連絡先電話 連絡先 FAX 

   

事業所情報等 
 

事業所名：                          
  

   開設時期        （ ① ３年未満    ② ３年以上 ） 

   サービス形態      （ ① 施設系     ② 訪問系     ③ その他 ） 

   事業所従業員      （ ① ５０人以下   ② ５１人以上 ） 

   雇用管理責任者選任状況 （ ① 選任済み    ② 未選任 ） 
 

＊該当番号に〇をご記入ください。 

事業所の住所 
〒 

メールアドレス 

 

受講者氏名１ 受講者氏名２ 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 
 

（役職）        

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 
 

（役職）   
 

実施回 
 

日程（曜日） 
 

テーマ 
 

会場 
受講者１ 

(希望回に○) 
受講者２ 

(希望回に○) 
 

第１回 

 

７月２６日（火） 

９:３０～１２:３０ 

 

雇用管理総論 
雇用管理全般の基本の理解と実践 

 

 

 

京都市 
四条大宮 

  

 

第２回 

 

１０月２６日（水） 

９:００～１２:００ 

 

雇用管理総論 
雇用管理全般の基本の理解と実践 

  

 

第３回 

 

１０月２６日（水） 

１３:００～１７:００ 

 

人事管理 
職場のハラスメント対策 

  

＊ ご記入いただいた氏名等の個人情報は個人情報管理規程に従い厳重に管理し、センター事業のご案内や情報 

提供の目的のみに使用し、第三者への提供は一切行いません。 

FAX 075-822-3238 

 

FAX 075-822-3238 
 

 

 

令和   年  月  日 
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介護労働安定センター京都支部 検索
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１．お申込み

※お申し込みの際、上記の記載内容と、下記４「禁止事項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

２．受講決定通知と配信URL

①講習２週間前頃になりましたら、「受講決定通知メール」をお送りいたします。
※万一、受講をキャンセルする場合は、早めにお知らせください。
②セミナー実施前日までに、「受講用URL・資料等(データ)」をメールにて、「講習テキスト」をお申
込いただいた住所宛てに、郵便にてお送りいたします。

４． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの受講用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナー受講の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承くだ
さい。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制
に加入していない場合、特にご注意ください。
・Webセミナー受講の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセ
キュリティ対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに
感染し損害が発生した場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。
・当センターの都合で実施不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の
返金に係る振込手数料は当センターにて負担いたします。
・お申込み頂いた受講者様以外の方の聴講はご遠慮ください。また、受講のためにご案内したＵＲＬ等は、第三者へ
の転用、貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使
用すること以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレスにメールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です）

【申込締切日】: 総合コース 令和4年1１月２２日 ／ 専門コース 令和4年１１月２９日

アドレス ：

kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に申込受付完了メールをお送りします。

※１週間経ってもメールが届かない場合、ご連絡頂きますようお願いいたします。
※締切日の翌日以降にお申込みの場合は、個別に電話でご連絡ください。

３．受講証明書交付等について

講習を最初から最後まで受講いただいた方には「受講証明書」を、後日メールにて交付いたします。
途中退席した方には発行できませんので予めご了承願います。

※講習中は、出席確認のためWebカメラをONにしていただきます。共有画面上に受講者様のお顔が
映りこみますので、予めご了承ください。

■下記の内容をご記入の上、送信し
てください。

件 名： 【受講申込】雇用管理責任者講習

本 文：
① 法人名および事業所名
② 受講者氏名・フリガナ （役職等あれば記入）
③ ご連絡先 （電話番号）
④ 事業所の住所 （テキスト送付先）
⑤ 参加希望コース （総合 or 専門 or 両方）

⑥ サービス形態 （施設系 or 訪問系 or その他）
⑦ 従業員数 （５０人以下 or ５１人以上）
⑧ 開設時期 （開設後３年未満 or ３年以上）
⑨ 雇用管理責任者の選任状況 （選任済み or 未選任）
⑩ ４の禁止事項等について同意します。
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配信期間 受講決定日 講習名

第１回

6月21日(火)11時
～

7月19日(火)17時
６月７日(火) 認知症ケアの基本と動向

第２回
8月25日(木)11時

～
9月21日(水)17時

８月10日(水)
介護職・福祉職が知っておきたい
プライバシー保護・個人情報保護

第３回
10月12日(水)11時

～
11月10日(木)17時

9月28日(水) 感染症・食中毒の予防と対応

第４回
11月24日(木)11時

～
12月20日(火)17時

11月10日(木)
介護現場のリスクマネジメント
（初期対応と再発防止）

第５回
1月24日(火)11時

～
2月21日(火)17時

1月10日(火) 人権侵害・虐待等の防止と対応

基本研修パスポートシリーズ

Ｗｅｂ(動画配信)セミナー

令和４年度 短期専門講習のご案内

※※※※※ お問い合わせ ※※※※※

期間中
24時間視聴可

公益財団法人介護労働安定センター京都支部

TEL 075-802-3237 FAX 075-822-3238

・・・ 賛助会員募集中！会費〔法人会員〕1口20,000円／年 ・・・

〒600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地

日本生命四条大宮ビル４Ｆ

◎講 師 岡 本 匡 弘氏
京都保育福祉専門学院 副学院長
介護労働安定センター京都支部

介護人材育成コンサルタント
雇用管理コンサルタント

◎各回受講料 一 般 ３,０００円（税込）

（１名につき） 賛助会員 ２,５００円（税込）

※配信期間中は、24時間視聴可能です。ただし、最終日は17時をもって配信終了となるため、17時まで
に視聴を完了できるようご視聴ください。セミナーは1時間半程度です。
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申込受付後、当センター所定の「請求書兼振込取扱票」を申込時記載住所宛てに送付いたしますので、請求書に記載
の振込期日までにお支払いをお願いします。

※各受講決定日の翌日以降のお申込みの場合は、個別に電話でご連絡ください。

① 振込が確認できた時点で、受講申込が完了します。 ② 振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。

③ 領収書は、「払込票の振込受領証」または「金融機関の振込票」をもって代えさせていただきます。

１．お申込み

２．申込受付完了メール受領後

※お申し込みの際、上記の記載内容と、下記５「禁止事項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

お申込み・お振込み方法等について

３．セミナー配信期間

セミナー配信開始日の開始時刻から終了日の終了時刻まで24時間ご視聴頂けます。終了日は17時までとなります。

４．受講申込完了と受講決定

①入金確認と受講決定の通知をメールにてお送りいたしますのでご確認ください。
②セミナー配信前日までに、お申込みいただいたメールアドレスに受講用URLとパスワードをお送りいたします。
（※配信が開始していても、URLとパスワードの送付はご入金が確認出来て以降となりますのでご了承ください。）
③万一、受講をキャンセルする場合は、早めにお知らせください。
④各受講決定日以降のキャンセルのお申し出については、原則として受講料等の返金はできませんので、予めご了承
ください。

⑤お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。

５． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの視聴用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナーの視聴の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入して
いない場合、特にご注意ください。

・Webセミナー視聴の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ
対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに感染し損害が発生し
た場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。

・当センターの都合で配信不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の返金に係る
振込手数料は当センターにて負担いたします。

・お申込み頂いた受講者様以外の方の聴講はご遠慮ください。また、視聴のためにご案内したＵＲＬやパスワード等は、第三者
への転用、貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること
以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレスに各受講決定日までにメールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です。）

アドレス ： kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に申込受付完了メールをお送りします。

件名：【受講申込】基本研修パスポート
本文：① 法人名・事業所名

② 申込担当者の氏名・ご連絡先（電話）
③ 住所（請求書兼振込取扱票の送付先）
④ 受講者の氏名･フリガナ ※複数可

⑤ 希望コース（第1回～第５回） ※複数可

⑥ 賛助会加入の有無
⑦ ５の禁止事項等について同意します。

右記の内容をご入力のうえ
送信してください。

※１週間経ってもメールが届かない場合、当センターへご連絡頂きますようお願いいたします。
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（公財）介護労働安定センター京都支部 

〒600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町 2 番地 日本生命四条大宮ビル４F 

TEL：075-802-3237 FAX：075-822-3238 HP：http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kyoto/
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◆受講者情報 記入欄

◆受講申込フロー

・本講習開講日の約１４日前頃に、当センターより、「受講決定通知書」をお送りいたします。
・キャンセルされる場合は、必ず当センターへ連絡してください。なお、当該連絡日が「受講決定日の前日まで」の場合、
 お支払いただいた受講料のうち、返金に係る振込手数料を除いた金額を、ご指定の口座へ返金いたします。
 なお、当該連絡日が「受講決定日以降の日」の場合、受講料は返金しかねますことをご容赦のうえお申し込みください。
・当センターの都合により講習を中止する場合は、開講日の約１４日前頃までに、ご連絡差し上げます。
 なお、その場合は、お支払いいただいた受講料を、後日、ご指定の口座へ返金いたします。（*振込手数料：当センター負担）

◆当センター職員 記入欄

◎受講者の個人情報は、当該講習に関する通知等の送付・連絡、新規講習の案内送付の範囲内で利用いたします。
◎ご提供いただいた個人情報は、プライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、上記目的以外に使用いたしません。

法人名
会社名

事業所名

所在地
o r

自宅

 〒    －      

実務経験
年数

生年月日
昭和
平成

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

受講者名

（   ） 
受講者

携帯TEL
（   ） 

「請求書兼払込取扱票」の送付先（いずれか「□」に「レ」をご記入ください。）
□  上記事業所 ・  □  上記自宅  ・  □ その他（下記に「①住所」「②宛名」「③電話番号」をご記入ください。）

Ｍａｉｌ                   ＠

（    ） ＴＥＬ ＦＡＸ

PAYStep3
※ 振込手数料は、お振込人様のご負担となります。
※ 領収書は、「払込票の振込受領証」または「金融機関の振込票」をもって代えさせていただきます。

・受け取った「請求書兼払込票」を用い、支払期限内に受講料をお振込みください。
※ 振込完了時点で「受講申込完了」となります。

受 講 申 込 書

ご意見欄（受講動機や、本講習に期待すること等をご記入ください。）

・申込書（本票）に必要事項をご記入のうえ、当センターへFAXしてください。（郵送可）

年  
 年  月  日

（     ）

講習種別 事業者支援セミナー（第２回） 開講日 令和5年2月18日（土）10:00～12:00

タイトル ～イライラで後悔しないために。～ はじめてのアンガーマネジメント

記入日
申込担当者

連絡先

Step1

受付職員 受付日 受講決定日

 既会員
□  非会員

申込担当者 賛助会員
□

   □ その他（下記に「①住所」「②宛名」「③電話番号」をご記入ください。）

①  〒    －

②                                     ③      （     ）

「受講決定通知書（講習当日持参）」の送付先（いずれか「□」に「レ」をご記入ください。）
   □ 上記「請求書兼払込票の送付先」と同じ

Step2 RECEIPT

 ①  〒    －

 ②                                     ③      （     ）

FAX

介護・福祉関係取得資格等（すべてに「レ」をご記入ください。）
  □ 訪問介護員（１級・２級） □ 初任者研修 □ 介護職員基礎研修  □ 実務者研修 □ 介護福祉士  □ 介護支援専門員 □ なし

  □ 看護師・准看護師 □ 管理栄養士・栄養士 □ 社会福祉士 □ 精神保健福祉士 □ その他（              ）

入金日令和5年2月3日 受付番号

・当センターより郵便で届く「請求書兼払込取扱票」をお受け取りください。

FAX ０７５－８２２－３２３８ （& TEL ０７５－８０２－３２３７）
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令和４年度 事業者支援セミナー Ⅲ・Ⅳ

講師プロフィール

講師：島田 友和 氏

ワ☆ノベーション 代表
青山学院大学卒業。グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了（経営学修
士:MBA)。公認心理師、社会保険労務士有資格者、社会福祉士等の多数の資格を
取得。経営学と心理学を統合した研修や外部メンターとして1on1を実施。
1on1、アサーティブコミュニケーション、心理的安全性、ストレスマネジメント
の研修で人材育成を中心に活動。
ソーシャルベンチャーでメンタル不調者の社会復帰の支援。
グロービス1on1トレーニング公認クラブ代表。
マイナビ介護のお仕事相談室、カイゴトーク（動画）などを連載。
2022年春に大学教授と共著で1on1コミュニケーションについての本を出版予定。

お問い合わせ先・申込先お問い合わせ先・申込先

公益財団法人 介護労働安定セ ン タ － 京都支部

Ｗｅｂセミナー（動画配信セミナー）のご案内

自分も相手も大切にする
アサーティブコミュニケーション

第１回

「イイねファースト♪♪」で人間関係が楽になる！！

・コミュニケーションの3つのスタイル

・IメッセージとYouメッセージ

・DESC法で伝わるセリフをつくる

エッセンシャルワーカーのココロとカラダが
楽になるストレスマネジメント

第2回

ココロとカラダをメンテナンス！！

・ストレスってなんですか！？

・何がストレス！？その時、何がおきている！？

・やってみよう！！ストレスコーピング（対処）

各回 受 講 料：１名 一般:３，０００円(消費税込) 賛助会:２，1００円(消費税込)

600-8389

ＴＥＬ：075-802-3237 ＦＡＸ：075-822-3238213



申込受付完了メールに記載された銀行口座へ受講料を、原則メール受信後1週間以内にお振込み下さい。

※各受講決定日の翌日以降にお申込みの場合は、個別に電話でご連絡ください。

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。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。

② 振込が確認できた時点で、受講申込が完了します。

③ お振込みいただいた受講料は、各受講決定日以降は原則として返金いたしませんので予めご了承ください。

１．お申込み

２．申込完了メール受領後

※お申し込みの際、上記２「申込受付完了メール受領後」、上記４「受講申込完了と受講決定」、下記５「禁止事
項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

お申込み・お振込み方法等について

３．セミナー配信期間

セミナー配信開始日の開始時刻から終了日の終了時刻まで24時間ご視聴頂けます。終了日は17時までとなります。

４．受講申込完了と受講決定

①入金確認と受講決定の通知をメールにてお送りいたしますのでご確認ください。
②セミナー配信前日までに、お申込みいただいたメールアドレスに受講用URLとパスワードをお送りいたします。
（※配信が開始していても、URLとパスワードの送付はご入金が確認出来て以降となりますのでご了承ください。）
③万一、受講をキャンセルする場合は、早めにお知らせください。
④各受講決定日以降のキャンセルのお申し出については、原則として受講料等の返金はできませんので、予めご了承

ください。
⑤お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。

５． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの視聴用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナーの視聴の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入して

いない場合、特にご注意ください。
・Webセミナー視聴の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ

対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに感染し損害が発生し
た場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。

・当センターの都合で配信不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の返金に係る
振込手数料は当センターにて負担いたします。

・動画視聴は、お一人様、１アドレスでの配信となります。複数の方での聴講はご遠慮ください。なお、視聴のためにご案内し
たＵＲＬやパスワード等は、第三者への転用、貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること
以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレスに各受講決定日までにメールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です。）

アドレス ： kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に申込受付完了メールをお送りします。

件名：【WEBセミナー受講申込】
本文：① 法人名・事業所名

② 申込者の氏名（役職）
③ ご連絡先（電話）
④ 受講者の氏名（役職） ※複数可
⑤ 希望コース（第1回 or 第2回）※両方可
⑥ 賛助会加入の有無
⑦ ５の禁止事項等について同意します。

右記の内容をご入力のうえ
送信してください。

※１週間経ってもメールが届かない場合、ご連絡頂きますようお願いいたします。

受講決定日 … 第１回 令和４年６月２７日
（申込〆切日） 第２回 令和４年８月２９日
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「介護事故防止・介護トラブルに
ならないための知識～安全管理対策」

令和4年度 事業者支援セミナー Ⅴ・Ⅵ

Ｗｅｂセミナー（動画配信セミナー）のご案内

お問い合わせ先・申込先

公益財団法人 介護労働安定セ ン タ － 京都支部

〒600-8389 京都市下京区四条大宮町2番地 日本生命四条大宮ビル4階
ＴＥＬ：075-802-3237 ＦＡＸ：075-822-3238

E-mail：kaigokyoto＠kaigo-center.or.jp

介護事故を発端としたトラブルにより、訴訟にまで発展するケースが増えています。施設系

事業所と、訪問・通所系事業所では環境等の違いによりリスクが異なることから、介護事故

が発生した場合の対応や紛争予防策を、それぞれの実例を交えて学びます。リスクに対する

意識を高め、職員と事業所を守り、職員が安心して働ける職場づくりを目指します。

POINT

講師：弁護士 外岡 潤氏
介護・福祉系法律事務所おかげさま 代表

東京大学法学部卒業後、複数法律事務所勤務を経て、平成21年法律事務所おかげ
さま開設。介護・福祉の弁護士として介護事故訴訟などを多く扱っている。ホー
ムヘルパー2級、ガイドヘルパー資格等を有する。セミナー・講演等では、専門的
な話をわかりやすく楽しく説明することで好評である。

①施設系事業所 ②訪問系事業所

施設系事業所向けのリスクマネジメントを実例

を交えてを学びます。

●配信期間（視聴時間：約90分）

令和4年10月11日（火）10時～

令和4年10月25日（火）17時まで

●受講料（税込）／1名

一般 3,000円 賛助会 1,500円

訪問系事業所向けのリスクマネジメントを実例

を交えてを学びます。

●配信期間（視聴時間：約90分）

令和4年10月11日（火）10時～

令和4年10月25日（火）17時まで

●受講料（税込）／1名

一般 3,000円 賛助会 1,500円

※配信期間中は、24時間視聴可能です。ただし、最終日は17時をもって配信終了となるため、
17時までに視聴を完了できるようご視聴ください。セミナーは各90分程度です。

●賛助会員様、創立30周年限定特別価格●
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申込受付後、当センター所定の「請求書兼振込取扱票」を申込時記載住所宛てに送付いたしますので、請求書に記載
の振込期日までにお支払いをお願いします。

※9月28日以降のお申込みの場合は、個別に電話でご連絡ください。

① 振込が確認できた時点で、受講申込が完了します。 ② 振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。

③ 領収書は、「払込票の振込受領証」または「金融機関の振込票」をもって代えさせていただきます。

１．お申込み

２．申込受付完了メール受領後

※お申し込みの際、上記記載内容と、下記５「禁止事項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

お申込み・お振込み方法等について

３．セミナー配信期間

セミナー配信開始日の開始時刻から終了日の終了時刻まで24時間ご視聴頂けます。終了日は17時までとなります。

４．受講申込完了と受講決定

①入金確認と受講決定の通知をメールにてお送りいたしますのでご確認ください。
②セミナー配信前日までに、お申込みいただいたメールアドレスに受講用URLとパスワードをお送りいたします。
（※配信が開始していても、URLとパスワードの送付はご入金が確認出来て以降となりますのでご了承ください。）
③万一、受講をキャンセルする場合は、早めにお知らせください。
④配信開始2週間前（9月27日）以降のキャンセルのお申し出については、原則として受講料等の返金はできません
ので、予めご了承ください。

⑤お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。

５． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの視聴用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナーの視聴の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入して
いない場合、特にご注意ください。

・Webセミナー視聴の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ
対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに感染し損害が発生し
た場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。

・当センターの都合で配信不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の返金に係る
振込手数料は当センターにて負担いたします。

・お申込み頂いた受講者様以外の方の聴講はご遠慮ください。また、視聴のためにご案内したＵＲＬやパスワード等は、第三者へ
の転用、貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること
以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレスに9月27日までにメールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です。）

アドレス ：

kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に申込受付完了メールをお送りします。

件名：【受講申込】安全管理対策
本文：① 法人名・事業所名

② 申込担当者の氏名・ご連絡先（電話）
③ 住所（請求書送付先）
④ 受講者の人数
⑤ 受講者の氏名・フリガナ・役職
⑥ 希望のコース（施設系 or 訪問系）
⑦ 賛助会加入の有無
⑧ ５の禁止事項等について同意します。

右記の内容をご入力のうえ
送信してください。

※１週間経ってもメールが届かない場合、当センターへご連絡頂きますようお願いいたします。
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令和4年度 事業者支援セミナー（動画配信）Ⅶ

受講料（税込）一般：３,000円 賛助会員：無料！！

お問い合わせ先・申込先

公益財団法人 介護労働安定セ ン タ －京都支部
〒600-8389 京都市下京区四条大宮町2番地 日本生命四条大宮ビル4階

ＴＥＬ：075-802-3237 ＦＡＸ：075-822-3238

E-mail:kaigokyoto＠kaigo-center.or.jp

介護事業場の労務管理

◆労働時間制と時間外労働

◆変形労働時間制と導入の留意点

◆常時使用する労働者が50人を超えた場合の留意点

◆介護労働者等の腰痛予防対策

講師プロフィール

講師：井上 一弘 氏

社会保険労務士 労働衛生コンサルタント

38年間労働基準監督官として、労働環境の整備に取組む。
現在は、社会保険労務士、労働衛生コンサルタントとして
活躍中。

センター創立30周年！
☆賛助会員特別セミナーのご案内☆
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受講申込受付後、当センター所定の「請求書兼振込取扱票」を申込時記載住所宛てに送付いたしますので、請求書に
記載の振込期日までにお支払いをお願いします。

※動画URLとパスワードの送付は、ご入金が確認出来て以降となります。

① 振込が確認できた時点で、受講申込が完了します。 ② 振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。

③ 領収書は、「払込票の振込受領証」または「金融機関の振込票」をもって代えさせていただきます。

④ お振込みいただいた受講料は、原則として返金いたしませんので予めご了承ください。

１．お申込み

２．受講確認通知メール受領後

※お申し込みの際、上記記載内容と、下記５「禁止事項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

お申込み・お振込み方法等について

３．セミナー配信期間

セミナー配信開始日の開始時刻から終了日の終了時刻まで24時間ご視聴頂けます。終了日は17時までとなります。

４．申込完了と受講決定

お振込が確認できましたら、お申込みいただいたメールアドレスに、「申込完了（受講決定）の通知」と「動画視聴
方法のご案内（URLとパスワード）」をお送りいたします。

５． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの視聴用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナーの視聴の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入して
いない場合、特にご注意ください。

・Webセミナー視聴の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ
対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに感染し損害が発生し
た場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。

・当センターの都合で配信不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の返金に係る
振込手数料は当センターにて負担いたします。

・お申込み頂いた受講者様以外の方の聴講はご遠慮ください。また、視聴のためにご案内したＵＲＬやパスワード等は、第三者
への転用、貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること
以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレス宛に必要事項を記入の上、メールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です。）

アドレス ：

kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に「受講確認通知メール」をお送りします。

件名：【受講申込】介護事業場の労務管理
本文：① 法人名・事業所名

② 申込担当者の氏名・ご連絡先（電話）
③ 住所（請求書送付先）
④ 受講者の人数
⑤ 受講者の氏名・フリガナ
⑥ 賛助会加入の有無
⑦ ５の禁止事項等について同意します。

右記の内容をご入力のうえ
送信してください。

※１週間経ってもメールが届かない場合、ご連絡頂きますようお願いいたします。

※賛助会員様につきましては、無料となりますので、お振込みの必要はございません。受講申込受付
後、受講確認通知と併せて「動画視聴方法のご案内（URLとパスワード）」をお送りいたします。
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特別養護老人ホーム川口キングス・ガーデン施設長。１９８３年愛知県立看護短期大学卒業。名古屋第二赤十字病院
に勤務。１９９３年より平和学院衛生福祉専門学校にて介護福祉士の教育に携わる。２００２年よりケアマネジャー
として居宅支援事業所勤務。２００７年より川口キングス・ガーデンにて、施設看護師の勤務を経て現在施設長。川
口市の介護認定審査会委員。当センター発刊図書「緊急時の介護 ～とっさの症例判断・対応マニュアル～」著者

令和4年度 短期専門講習-14

Webセミナー（動画配信セミナー）のご案内

介護を必要とされる方の多くは何らかの疾患を抱えている場合が多く、医療
ニーズの高い利用者が増加しています。介護現場においては緊急時の対応が
必要とされる場面があるので、介護職が適切に対応出来るよう「正確」かつ
「実践的」な知識を得て、行動がとれるように準備していきましょう！

講師：川口キングス・ガーデン 施設長

橋村 あゆみ 氏

令和４年１１月１ １日(金)１０時から
令和4年11月２8日(月)１７時まで

一 般 4,200円(税込)(受講料3,000円 テキスト代1,200円)

賛助会 3,200円(税込)(受講料2,100円 テキスト代1,100円)

※配信期間中は、24時間視聴可能です。ただし、最終日は17時をもって配信終了となるため、
17時までに視聴を完了できるようご視聴ください。セミナーは90分程度です。

公益財団法人 介護労働安定センター 京都支部
〒600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地

日本生命四条大宮ビル４Ｆ
ＴＥＬ：０７５-８０２-３２３７ ＦＡＸ：０７５-８２２-３２３８
E-mail:kaigokyoto＠kaigo-center.or.jp

お申込み・お問合せ先

緊急時の介護と観察のポイント
～正確な判断と適切な対応法の知識をみにつけよう～

● 利用者の状態把握（バイタルサインの正しい確認と報告）
● 体調変化への対応方法
● 事故が起こった際の対応方法
● 緊急時の対応
● 緊急時の備え

使用テキスト 「緊急時の介護 ～とっさの症例判断・対応マニュアル～」

【講師著書】
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申込受付後、当センター所定の「請求書兼振込取扱票」を申込時記載住所宛てに送付いたしますので、請求書に記載
の振込期日までにお支払いをお願いします。

※10月15日以降のお申込みの場合は、個別に電話でご連絡ください。

① 振込が確認できた時点で、受講申込が完了します。 ② 振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。

③ 領収書は、「払込票の振込受領証」または「金融機関の振込票」をもって代えさせていただきます。

１．お申込み

２．申込受付完了メール受領後

※お申し込みの際、上記記載内容と、下記５「禁止事項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

お申込み・お振込み方法等について

３．セミナー配信期間

セミナー配信開始日の開始時刻から終了日の終了時刻まで24時間ご視聴頂けます。終了日は17時までとなります。

４．受講申込完了と受講決定

①入金確認と受講決定の通知をメールにてお送りいたしますのでご確認ください。
②配信開始2週間前頃になりましたら、順次、お申込みいただいた住所宛に講習テキストを発送いたします。
③配信前日までに、お申込みいただいたメールアドレスに受講用URLとパスワードをお送りいたします。
④万一、受講をキャンセルする場合は、早めにお知らせください。
⑤配信開始2週間前（10月28日）以降のキャンセルのお申し出については、原則として受講料等の返金はできません
ので、予めご了承ください。

⑥お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。

５． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの視聴用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナーの視聴の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入して
いない場合、特にご注意ください。

・Webセミナー視聴の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ
対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに感染し損害が発生し
た場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。

・当センターの都合で配信不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の返金に係る
振込手数料は当センターにて負担いたします。

・お申込み頂いた受講者様以外の方の聴講はご遠慮ください。また、視聴のためにご案内したＵＲＬやパスワード等は、第三者
への転用、貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること
以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレスに10月14日までにメールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です。）

アドレス ： kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に申込受付完了メールをお送りします。

件名：【受講申込】緊急時の介護と観察のポイント
本文：① 法人名・事業所名

② 申込担当者の氏名・ご連絡先（電話）
③ 住所（請求書送付先・テキスト送付先）
④ 受講者の人数
⑤ 受講者の氏名・フリガナ
⑥ 賛助会加入の有無
⑦ ５の禁止事項等について同意します。

右記の内容をご入力のうえ
送信してください。

※１週間経ってもメールが届かない場合、当センターへご連絡頂きますようお願いいたします。
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令和4年度 短期専門講習-15

Webセミナー（動画配信セミナー）のご案内

高齢者の尊厳・身体拘束をしないケアは重要です。介護現場で間違ったケアに
よる介護事故を回避するため、事業所としてリスク管理を求められます。
当セミナーでは、高齢者虐待防止法を学びながら、各ケースについて根拠をも
とに解説します。利用者ケアを見直す機会としてぜひご活用してください!!!

講師：学校法人 貞静学園 貞静学園短期大学 講師

久保 吉丸 氏

令和5年1月１１日(水)１０時から
令和5年1月２4日(火)１７時まで

１名 一般３，０００円 賛助会２，1００円
※配信期間中は、24時間視聴可能です。ただし、最終日は17時をもって配信終了となる
ため、17時までに視聴を完了できるようご視聴ください。セミナーは90分程度です。

公益財団法人 介護労働安定センター 京都支部

お申込み・お問合せ先

組織全体で取組む環境がポイント! 介護職のプロと
しての考えを身
につけよう!!

介護福祉士、社会福祉士取得。福祉系の大学卒業後、訪問介護事業所、通所介護、介護老人保健施設等でキャリアを
積み、経験を基に大学にて教鞭をとり、介護・福祉の普及啓発を積極的に行っている。

〒600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地
日本生命四条大宮ビル４Ｆ

ＴＥＬ：０７５-８０２-３２３７ ＦＡＸ：０７５-８２２-３２３８
E-mail:kaigokyoto＠kaigo-center.or.jp
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申込受付後、当センター所定の「請求書兼振込取扱票」を申込時記載住所宛てに送付いたしますので、請求書に記載
の振込期日までにお支払いをお願いします。

※12月28日以降のお申込みの場合は、個別に電話でご連絡ください。なお、12月29日～1月3日は年末年始休暇の
ため、この期間に頂いたご連絡、ご入金等につきましては、1月4日以降の対応となりますのでご了承ください。

① 振込が確認できた時点で、受講申込が完了します。 ② 振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。

③ 領収書は、「払込票の振込受領証」または「金融機関の振込票」をもって代えさせていただきます。

１．お申込み

２．申込受付完了メール受領後

※お申し込みの際、上記記載内容と、下記５「禁止事項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

お申込み・お振込み方法等について

３．セミナー配信期間

セミナー配信開始日の開始時刻から終了日の終了時刻まで24時間ご視聴頂けます。終了日は17時までとなります。

４．受講申込完了と受講決定

①入金確認と受講決定の通知をメールにてお送りいたしますのでご確認ください。
②セミナー配信前日までに、お申込みいただいたメールアドレスに受講用URLとパスワードをお送りいたします。
（※配信が開始していても、URLとパスワードの送付はご入金が確認出来て以降となりますのでご了承ください。）
③万一、受講をキャンセルする場合は、早めにお知らせください。
④配信開始2週間前（12月28日）以降のキャンセルのお申し出については、原則として受講料等の返金はできません
ので、予めご了承ください。

⑤お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。

５． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの視聴用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナーの視聴の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入して
いない場合、特にご注意ください。

・Webセミナー視聴の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ
対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに感染し損害が発生し
た場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。

・当センターの都合で配信不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の返金に係る
振込手数料は当センターにて負担いたします。

・お申込み頂いた受講者様以外の方の聴講はご遠慮ください。また、視聴のためにご案内したＵＲＬやパスワード等は、第三者へ
の転用、貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること
以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレスに12月27日までにメールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です。）

アドレス ： kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に申込受付完了メールをお送りします。

件名：【受講申込】身体拘束と介護事故リスク
本文：① 法人名・事業所名

② 申込担当者の氏名・ご連絡先（電話）
③ 住所（請求書送付先）
④ 受講者の人数
⑤ 受講者の氏名・フリガナ
⑥ 賛助会加入の有無
⑦ ５の禁止事項等について同意します。

右記の内容をご入力のうえ
送信してください。

※１週間経ってもメールが届かない場合、当センターへご連絡頂きますようお願いいたします。
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令和4年度 短期専門講習-1６

Webセミナー（ＬＩＶＥ配信セミナー）のご案内

「いつのまにか自己流に？！」
「根拠を持って移動・移乗の介助をしたい!」
今一度、自身の介護技術を棚卸し、現場での実
践に役立てませんか？いまさら聞けない移動・移
乗の基本と、現場で役立つ応用的スキルをじっく
り学習し、ぜひとも自身の現場でご活用くださ
い！！

講 師 ： 理学療法士 神内 昭次 氏

社会福祉法人 京都福祉サービス協会 人材研修センター
公益財団法人 介護労働安定センター 京都支部 介護人材育成コンサルタント・ヘルスカウンセラー

令和5年３月７日(火)１３：３０～１５：３０
※ 当日は、12:30～13:20の間にＵＲＬより入室ください。

１名 一 般３，０００円 賛助会１，５００円

オンラインLIVE配信（Cisco Webex Meetingを使用）

※ 事前にご自身でCisco Webexをインストールしていただく必要がございます。

公益財団法人 介護労働安定センター 京都支部

お申込み・お問合せ先

〒600-8389 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２番地
日本生命四条大宮ビル４Ｆ

ＴＥＬ：０７５-８０２-３２３７ ＦＡＸ：０７５-８２２-３２３８
E-mail:kaigokyoto＠kaigo-center.or.jp

ボディメカニクスが
泣いて喜ぶ移動・移乗

配信日時

受講料

形 式
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申込受付後、当センター所定の「請求書兼振込取扱票」を申込時記載住所宛てに送付いたしますので、請求書に記載
の振込期日までにお支払いをお願いします。

※令和5年2月22日以降にお申込みの場合は、個別に電話でご連絡ください。なお、12月29日～1月3日は年末年始休
暇のため、この期間に頂いたご連絡、ご入金等につきましては、1月4日以降の対応となりますのでご了承ください。

① 振込が確認できた時点で、受講申込が完了します。 ② 振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。

③ 領収書は、「払込票の振込受領証」または「金融機関の振込票」をもって代えさせていただきます。

１．お申込み

２．申込受付完了メール受領後

※お申し込みの際、上記の記載内容と、下記５「禁止事項」「注意事項」にご同意の上、お申し込みください。

お申込み・お振込み方法等について

３．受講申込完了と受講決定

①入金確認と受講決定の通知をメールにてお送りいたしますのでご確認ください。
②セミナー実施日までに、お申込み頂いたメールアドレスに受講用URLと講習資料等(データ)をお送りいたします。

※万一、受講をキャンセルする場合は、早めにお知らせください。お振込みいただいた受講料は、配信開始2週間前
（2月21日）以降は原則として返金いたしませんので予めご了承ください。お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。

５． Webセミナー受講における禁止事項および注意事項

■禁止事項
・本Webセミナーの受講用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナー受講の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入して
いない場合、特にご注意ください。

・Webセミナー受講の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ
対策は受講者様で行って頂くようお願いします。なお、受講者様の機材や通信環境が原因でPCウイルスに感染し損害が発生し
た場合、当該受講者様に賠償責任を取っていただくことがあります。

・当センターの都合で実施不可となった場合は、電話等でご本人に連絡の上、お振込額を返金いたします。その際の返金に係る
振込手数料は当センターにて負担いたします。

・お申込み頂いた受講者様以外の方の聴講はご遠慮ください。また、受講のためにご案内したＵＲＬ等は、第三者への転用、
貸与、共有、公開等、一切を禁じます。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること
以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

① 介護労働安定センター京都支部の下記アドレスに令和5年2月21日までにメールでお申込みください。
（お申込みはHPからでも可能です）

アドレス ：

kaigokyoto@kaigo-center.or.jp

② お申込み頂いたメールアドレス宛に申込受付完了メールをお送りします。

件名：【受講申込】ボディメカニクスが泣いて喜ぶ移動･移乗
本文： ① 法人名および事業所名

② 申込担当者の氏名・連絡先（電話）
③ 住所（請求書兼振込取扱票の送付先）
④ 受講者の氏名・フリガナ
⑤ 賛助会加入の有無
⑥ ５の禁止事項等について同意します。

右記の内容をご入力のうえ
送信してください。

※１週間経ってもメールが届かない場合、ご連絡頂きますようお願いいたします。

４．修了証明書交付等について

講習を最初から最後まで受講いただいた受講者には「修了証明書」を、後日メールにて交付いたします。途中退席し
た方には発行できませんので予めご了承願います。

※講習中は、出席確認のためWebカメラをONにしていただきます。共有画面上に受講者様のお顔が映りこみますの
で、予めご了承ください。
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子育てにやさしい職場づくりを
始めませんか！

子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言で

　子育てにやさしい職場は、誰もが働きやすい魅力ある職場であり、多様な働き方の実現は、
人材確保や、企業価値の向上にもつながります。
　経営トップが、自ら「職場づくり行動宣言」による決意を示し、管理職をはじめ社員の
意識改革、業務プロセスやマネジメント見直しなど、魅力ある職場づくりを進めましょう。

魅力ある職場環境づくりをすすめると・・・・
こんなメリットにつながります。

５つのサポート！
職場づくりの取組を補助金で応援します。
（多様な働き方推進事業費補助金等）

職場づくりの取組を特設ホームページ等で情報発信します。

社会保険労務士等が、課題抽出・分析や具体的な改善方法など計画の作成をお手伝いします。
（就労環境改善アドバイザー派遣事業 ／ 子育て企業サポートチーム等）

京都府が主催する京都ジョブ博など合同企業説明会に出展する機会を提供します。

各種補助金やイベント・研修情報をお届けします。

時間単位の年次有給休暇
制度の導入及び

テレワーク環境の整備

仕事と子育て・介護の
両立により離職を

防止

法を上回る
育児短時間勤務制度を 
導入し、企業イメージ向上

求人しても応募が
少ない等の課題を

解決

業務工程の進捗状況の
「見える化」システムで
サポート体制を整備

増大していた
時間外勤務を
削減

各企業の意欲的な
取組を支援します！

社員定着率の向上 人材確保力の強化 生産性の向上
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どんなことを宣言すればいいのですか？

宣言される目標の内容や数の要件はありません。まずは、身近な課題から、目標を設定してみては
どうでしょうか。課題を掘り下げるにあたって相談相手となるアドバイザーの派遣制度もあります
ので、ご利用ください。

◎特設ホームページにアクセスし、申請フォームに必要事項を記入のうえ、提出してください。記載例や
他社の行動宣言等もご覧いただけます。
※特設ホームページ（https://pref-kyoto-kodomohagukumu.jp/shokuba/）

目指すビジョンを
明確化

Q＆Ａ

問い合わせ先 京都府　健康福祉部  こども・青少年総合対策室（０７５－４１４－４６０２）  

「行動宣言」の進め方

目標を立てる

スケジュールや
内容を具体化

行動計画を
作成・提出する

計画を実践して
成果を報告

実践する

ホームページ等で
取組を発信

成果を
PRする

検 索京都府行動宣言

Q
A

実践した後はどうすればいいですか？

京都府の特設ホームページから実践状況を報告してください。事務局で内容を確認し、特設
ホームページ等で発信いたします。

Q
A

本社は京都府外にあるのですが、宣言できますか？

府内に本社がなくても、事務所や営業所単位で宣言できます。

Q
A

取組内容は子育てに関係した取組に限られますか？

子育てにやさしい取組に限らず、介護や治療と仕事との両立など、誰もが働きやすい職場づくりに
つながる取組を記載してください。

Q
A

取組期間はどれくらいを計画すればいいですか？

１～２年程度を目安に実践可能な取組を検討ください。
（より長期間の計画等をされている場合は、うち直近１～２年で実践を予定している取組内容を記入ください。）

Q
A

社内に子育て中の従業員がいませんが、宣言できますか？

宣言できます。（子育て中の従業員の有無を問いません。）

Q
A
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