高知県介護事業所認証評価制度

支援セミナーのご案内

魅力ある職場環境の整備による介護職員の離職防止と、介護業界のイメージアップによる新たな人材の
確保を目的とする「高知県介護事業所認証評価制度」において、認証取得に向けた各事業所の取組みを
バックアップするための支援セミナー（参加費無料）を開催します。
参加宣言の際に行った「セルフチェック」でチェックが入らなかった（取り組めていない）項目を今一度
ご確認の上、事業所の課題を効果的に解決していくために、ぜひ支援セミナーを積極的にご活用ください！

７～８月開催分セミナー内容
対象となる
評価項目

日時

テーマ

プログラム概要（予定）

７月24日（火）
10:00～16:30

キャリアパスの構築

項目Ⅱー(1)－
〈１〉

10:00～12:00
・キャリアパスとは
・組織図の作成と階層の明確化
13:00～15:00
・階層別定義と昇格要件
15:10～16:30
・キャリアパスの構築（個別ワーク）

高知会館
飛鳥の間

８月１日（水）
２日（木）
３日（金）
10:00～16:30

小規模事業所
向けセミナー

項目Ⅰー(1)
項目Ⅱー(1)、
(4)、(5)

10:00～12:00
・キャリアパスの構築と人材育成計画
・給与体系の構築
13:00～15:00
・新規採用者OJT計画の策定
15:10～16:30
・面談の進め方と個別ワーク

１日：安芸商工
会館 大ホール
２日：高知県立
ふくし交流プラザ
研修室Ａ
３日：四万十市
立中央公民館
大会議室

10:00～12:00
・人材育成計画の目的
・人材育成計画作成手順
◆14：00 ～ 14：15 認証評価制度の概要
13:00～16:30
・面談の進め方
制度創設のねらい、セミナー参加後の認証までの流れ、期待される効果
・個別ワーク

８月10日（金）
10:00～16:30

人材育成と面談

項目Ⅱー(1)－
〈２〉
項目Ⅱー(4)

などを分かりやすくご説明します。

８月17日（金）
10:00～16:30

新規採用者
ＯＪＴ計画作成

項目Ⅰ－(1)

10:00～12:00
・新規採用者育成計画の目的
・新規採用者育成計画の作成
13:00～16:30
・OJT体系の構築
・個別ワーク

会場

高知県立ふくし
交流プラザ
多目的ホール

高知県立ふくし
交流プラザ
多目的ホール

高知県立高知
10:00～12:00
青少年の家
・給与の枠組みと基本給の設計
大集会室
13:00～16:30
・昇給の仕組みづくり
※上記に引き続き、９月には、「ＯＪＴ担当者研修」、「健康管理・業務負担軽減」、「面談者研修」、「労務管理とワークライフバランス・法令
・手当や賞与の基準
遵守」に関するセミナーを開催し、10月には集合相談会、個別コンサルティングを実施します！こちらは後日改めて案内をいたします。
・給与規定の見直しについて

８月27日（月）
10:00～16:30

給与体系の整備

項目Ⅱー(5)

対象者

申込み

支援セミナーをご活用いただくためには、認証評価制度における「参加宣
言事業所」であることが必要です。
現在第２回参加宣言を受け付けておりますので、まだ宣言されていない
事業所はお早めにご提出ください！

別添「参加申込書」をＦＡＸにて
お送り下さい。
締切：平成30年７月20日（金）

【参加宣言受付締切：7月20日（金） ※詳細は地域福祉政策課ＨＰ参照】

【主催】 高知県地域福祉部地域福祉政策課 福祉・介護人材対策室（担当：茅野） TEL：088ー823ー9631

高知県介護事業所認証評価制度

支援セミナー（９月開催分）のご案内
魅力ある職場環境の整備による介護職員の離職防止と、介護業界のイメージアップによる新たな人材の
確保を目的とする「高知県介護事業所認証評価制度」において、認証取得に向けた各事業所の取組みをバックアップ
するための支援セミナー（参加費無料）を７月から順次開催しております。
支援セミナーは年１回の開催です！参加宣言の際に行った「セルフチェック」でチェックが入らなかった（取り組めていな
い）項目を今一度ご確認の上、事業所の課題を効果的に解決していくために、ぜひ積極的にご活用ください！

９月開催分セミナー内容
日時

９月４日（火）
10:00～16:30

対象となる
評価項目

テーマ

ＯＪＴ推進者
研修

項目Ⅰ－(3)

ＯＪＴの成果を確実に上げることで、全国各地で
高い評価を得ている研修が、高知県の認証評価
制度の支援プログラムに入りました！欄外(※1)
を参照のうえ、ぜひ「ペア」でお申し込みください。
９月12日（水）
10:00～16:30

健康管理・業務
負担軽減セミナー

項目Ⅲ－(4)、
(5)

頼りになる職員も、やる気のある職員も、日々健
康で働き続けることができてこそ。心身両面の健
康維持の秘訣について、メンタルヘルス研究のプ
ロがやさしく解説します。

◆14：00 ～ 14：15

プログラム概要（予定）
10:00～12:00
・何のために人を育てるのか
・事業所におけるOJTの現状把握
・指導的職員が行うOJTのポイント
13:00～16:30
・個別指導育成計画のための診断
シートの作成
・OJT指導の実際
～仕事の急所をどのように伝えるか

高知青少年の家
大集会室

10:00～12:00
・評価項目の背景にある社会的要請
・法人理念の実現に必要な取組み
（個別ワーク）
13:00～15:00
・法人に必要な取組みの優先順位の
付け方（個別ワーク）
15:10～16:30
・具体的な取組みの構築(個別ワーク)

高知青少年の家
大集会室

認証評価制度の概要

10:00～12:30
面談者研修
９月18日（火）
項目Ⅱ－(4)
制度創設のねらい、セミナー参加後の認証までの流れ、期待される効果
・面談の目的別手法と効果
10:00～16:30
などを分かりやすくご説明します。
・聴く面談と訊く面談
13:30～15:00
面談の機会はあるけれど、「聞きだせない」「伝え
・面談の実践練習(ロールプレイング)
きれない」とお悩みの方はぜひご参加ください。
15:10～16:30
実習中心の「身に付く」研修です。
・伝える面談
・（まとめ）面談のポイント

９月27日（木）
13:30～16:45

労務管理・ワークラ
イフバランス・法令
遵守セミナー

会場

項目Ⅲ－(1)、
(2)、(3)
項目Ⅴ－(2)

介護業界ならではの労務課題を熟知した社会保険
労務士による講座です。

13:30～15:30
・福祉職場の労務管理
15:30～16：15
・ワークライフバランス
16:15～16:45
・認証項目の書式の解説と作り方

こうち男女共同参
画センターソーレ
大会議室

ちより街テラス
ちよてらホール

※1 「ＯＪＴ推進者研修」は、管理職または経営職と、現場中核的職員（主任など。現職場で３年以上勤務している方）のペアでの参加
が研修成果を高めるうえでより効果的であるため、ペアでの参加をお勧めしています。
※2 10月には集合相談会、個別コンサルティングを実施します！こちらは後日改めて案内をいたします。

対象者
認証評価制度における「参加宣言事業所」

申込み
別添「参加申込書」をＦＡＸにてお送り下さい。
各セミナーの申込締切日は「参加申込書」に記載しております。

【主催】 高知県地域福祉部地域福祉政策課 福祉・介護人材対策室（担当：茅野） TEL：088ー823ー9631

高知県介護事業所認証評価制度
【１】 支援セミナー「ＯＪＴ推進者研修」のご案内
９月４日（火）に台風のため延期とさせていただきました「ＯＪＴ推進者研修」を下記の日程で
実施いたします。大変お手数をおかけいたしますが、前回お申込みをいただいていた事業所の方も、
確認のために再度別添の「参加申込書」にてお申込み下さい。

日時：平成30年10月17日（水） 10:00～16:30
会場：高知市青年センター ４階ホール（高知市桟橋通２丁目１－５０）

※前回案内しました会場から変更となっていますのでご留意ください。
※駐車台数に限りがありますので、乗り合わせや公共交通機関等でお越しいただくようご協力下さい。

【２】 集合相談会及び個別コンサルティングのご案内
７月から順次開催しております項目別支援セミナーも残すところあと３回。いよいよ10月からは下記の日程で集合相
談会や個別コンサルティングを実施いたします！
集合相談会では、「セミナーを受けて整備した内容についてアドバイスが欲しい！」「セミナーを受けたけど具体的に策
定しようとするとなかなか進まない･･･」「認証申請に向けて現在の取組みでよいか確認したい！」など、幅広くご相談
に応じます。
なお、集合相談会に参加していただいた事業所を対象に、事業所を訪問して具体的なアドバイスや支援を行う個別
コンサルティングも予定しています。（※集合相談会にてご希望の有無をお聞きします。）
各事業所で効果的に取組みを推進していくために、また、今年度最後の認証申請（11月下旬受付開始予定）に向けて、
ぜひ積極的にご活用下さい！！
集合相談会で取組状況をお聞きした上で、
個別コンサルのご要望と必要性を判断させ
ていただきます。

1 集合相談会
西部エリア
【会場：四万十市立
中央公民館 ３階
研修室Ⅱ】

中部エリア
【会場：高知県立ふ
くし交流プラザ ５階
研修室Ｄ】

中・東部エリア
【会場：南国市立
スポーツセンター ２
階研修室】

平成30年10月１日（月）
① 9:30～11:30
②12:30～14:30
③14:45～16:45
（各回×２事業所）

平成30年10月２日（火）
① 9:30～11:30
②12:30～14:30
③14:45～16:45
（各回×３事業所）

平成30年10月３日（水）
① 9:30～11:30
②12:30～14:30
③14:45～16:45
（各回×３事業所）

２ 個別コンサルティング
10月18日(木)～25日(木)のうち
６日間
■１事業所につき１回、４時間程度を
想定しています。
■専門家（委託先：株式会社エイデル研究
所）が事業所に直接お伺いします。
■費用は一切かかりません。
※日時についてはご希望をお伺いした上で、調
整後、別途連絡をさせていただきます。
※ただし、ご希望の事業所が多い場合は、現
在の取組状況などを確認した上で、実施事業
所を決定させていただきますので、その点ご了
承ください。

※事業所の所在地に関わらず、ご希望の日にお申込みいただけます。

申込み
案内１、２ともに、別添「参加申込書」をＦＡＸにてお送り下さい。 各申込締切日は、参加申込書に記載しております。

【主催】 高知県地域福祉部地域福祉政策課 福祉・介護人材対策室（担当：茅野） TEL：088ー823ー9631

