
高 知 県 福 祉 ・ 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職員の離職防止と、福祉・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「高知県福祉・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５月から順次開催します。
　支援セミナーは年２回の開催します！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、ぜひ積極的にご活用ください！

◆14：00 ～ 14：15　　認証評価制度の概要　　　　　　
　　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
　　などを分かりやすくご説明します。 

【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：伊藤・松本）　TEL：088ー823ー9631

日時 テーマ 対象となる
評価項目 プログラム概要（予定） 会場

5月19日（火）
10:00～16:45　

障害・児童分野向け
スタートアップセミナー －

・採用力を高めるー採用活動の基本
・認証評価制度の概要
・評価項目・基準の説明と取組みの
　ポイント

こうち男女共同参画
センターソーレ大会議室

5月26日（火）
     27日（水）
10:00～16:30　

地域別主要項目
セミナー －

・主要な評価項目における基礎知識の
 習得
・制度整備のための効果的な手法

26日:安芸市総合社会
福祉センター中会議室
27日:幡多福祉保健所
3F会議室

6月  9日（火）
10:00～16:30　 キャリアパスの構築 項目Ⅱー(1)

－〈１〉
・機能するキャリアパスの構築
（個別ワーク）
・階層別定義とその昇格要件

高知県立県民文化ホール
第11多目的室

6月17日（水）
10:00～16:30　 人材育成と面談

項目Ⅱー(1)
－〈２〉
項目Ⅱー(4)

・人材育成計画の目的と作成手順
・人材育成を目的とした面談の準備

高知県立県民文化ホール
第11多目的室

6月25日（木）
10:00～16:30　

新規採用者
OJT計画作成 項目Ⅰ－(1) ・新規採用者育成計画の作成

・育成担当者等のOJT体制の構築
ちより街テラス　
会議室1

7月  2日（木）
10:00～16:30　 給与体系の整備 項目Ⅱー(5)

・給与の枠組みと基本給の設計　
・昇給の仕組みづくり、手当てや賞与の
 基準

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室B

7月10日（金）
10:00～16:30　

ワークライフバランス・
健康管理・労務管理 項目Ⅲ

・労務管理とワークライフバランス
・介護労働者の労働条件の確保と改善
　のポイント
・労務管理の自己点検

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室B

7月14日（火）
10:00～16:30 面談者研修 項目Ⅱ－(4) ・面談の目的別手法と効果

・面談の実践練習（ロールプレイング）
高知県立ふくし
交流プラザ　研修室B

7月28日（火）
10:00～16:30 OJT推進者研修 項目Ⅰ－(3)

・事業所におけるOJTの現状把握
・OJT指導の実際
～仕事の急所をどのように伝えるか～

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

8月  5日（水）
13:00～16:45 基準項目点検セミナー － ・各評価基準の詳細解説

・取り組みの達成状況の確認
高知県立ふくし
交流プラザ　研修室B

・認証評価制度における「参加宣言事業所」
・「高知県福祉・介護事業所認証評価制度」に関心のある事業所
（お試し受講1法人1回限り）

※ただし、「スタートアップセミナー」は参加宣言を行っていない事業所も対象

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、開催日の７日前です。

申込み
※  ８～10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。

上半期開催分

対象者

令和２年度から障害・児童福祉施設も制度の対象に追加しました！

延　期



高 知 県 福 祉 ・ 介 護 事 業 所 認 証 評 価 制 度
支援セミナーのご案内

　　下半期には、県内3箇所で「スタートアップセミナー」を開催いたします！
　「スタートアップセミナー」では、制度概要をご説明した後に、各評価項目や基準の解説、
今後取組みを進めるうえでどのような点をポイントに実施すれば効果的かなど、役立つ情報をしっかりとお伝えします。
　これまで「スタートアップセミナー」にご参加されたことない事業所の方は、ぜひ積極的にご活用ください！

◆14：00 ～ 14：15　　認証評価制度の概要　　　　　　
　　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
　　などを分かりやすくご説明します。 

【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：伊藤・松本）　TEL：088ー823ー9631

　

日時 テーマ 対象となる
評価項目 プログラム概要（予定） 会場

10月 6日（火）
　　　  7日（水）
　　 　 8日（木）
10:30～16:45　

スタートアップセミナー －
・採用力を高めるー採用活動の基本
・認証評価制度の概要
・評価項目・基準の説明と取組みの
　ポイント

6日:幡多福祉保健所
3F会議室
7日:高知県立ふくし交流
プラザ研修室A
8日:安芸市総合社会
福祉センター中会議室

10月13日(火)
10:00～16:30　 キャリアパスの構築 項目Ⅱー(1)

－〈１〉
・機能するキャリアパスの構築
（個別ワーク）
・階層別定義とその昇格要件

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

10月21日(水）
10:00～16:30　 人材育成と面談

項目Ⅱー(1)
－〈２〉
項目Ⅱー(4)

・人材育成計画の目的と作成手順
・人材育成を目的とした面談の準備

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

10月29日(木）
10:00～16:30　

新規採用者
OJT計画作成 項目Ⅰ－(1) ・新規採用者育成計画の作成

・育成担当者等のOJT体制の構築
高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

11月  5日(木）
10:00～16:30　 給与体系の整備 項目Ⅱー(5)

・給与の枠組みと基本給の設計
・昇給の仕組みづくり、手当てや賞与の
 基準

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

11月13日(金）
10:00～16:30

ワークライフバランス・
健康管理・労務管理 項目Ⅲ

・労務管理とワークライフバランス
・介護労働者の労働条件の確保と改善
　のポイント
・労務管理の自己点検

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

12月  8日(火）
10:00～16:30 面談者研修 項目Ⅱ－(4) ・面談の目的別手法と効果

・面談の実践練習（ロールプレイング）
高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

12月16日(水）
10:00～16:30 OJT推進者研修 項目Ⅰ－(3)

・事業所におけるOJTの現状把握
・OJT指導の実際
～仕事の急所をどのように伝えるか～

高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

　1月13日(水)
       14日(木)
10:30～16:30

地域別主要項目
セミナー －

・主要な評価項目における基礎知
　の習得
・制度整備のための効果的な手法

13日:幡多福祉保健所
3F会議室
14日:安芸市総合社会
福祉センター中会議室

　1月22日(金)
13:30～16:45 基準項目点検セミナー － ・各評価基準の詳細解説

・取り組みの達成状況の確認
高知県立ふくし
交流プラザ　研修室D

下半期開催分

※  ２～３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。

・認証評価制度における「参加宣言事業所」
・「高知県福祉・介護事業所認証評価制度」に関心のある事業所
（お試し受講1法人1回限り）

※ただし、「スタートアップセミナー」は参加宣言を行っていない事業所も対象

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、開催日の７日前です。

申込み対象者


