参加 費 無 料

令和４年度仙台市介護事業所のための働きやすい環境づくり・人材確保支援事業

介護サービス事業所向け

仙台市主催

人材確保 &
育成定着研修

仙台市内の介護サービス事業所向けに、介護人材の確保・職場定着・離職防止を目的とした研修を6つのテーマで開催します。
介護サービス事業所が抱える人材の確保および育成・定着に関する課題に対し、
各テーマの専門的な知識を持つ講師から必要な視点を学び、採用力向上・スキル向上を目指していきます。

それぞれの研修は連続したものではなく、独立した内容となっております。受講を希望するテーマを複数お申込みいただけます。

本 研修で学べること
新人職員の効果的な育成方法、リーダーシップ・マネジメントスキル
介護現場におけるクレーム対応・ハラスメント対策に関する専門的な知識
採用活動のトレンドや最新の動向
採用活動を成功するために欠かせない採用計画のつくり方・基礎知識

定着・離職防止

働きやすい環境づくり

介護サービス事業所の経営者・管理者・育成担当者向けに、
働きやすい環境づくりを目的とした研修を 3 テーマで開催します。

新人育成担当者研修
2 リーダーシップ・マネジメント研修
3 介護現場におけるクレーム対応・ハラスメント対策研修
1

介護人材確保

採用力をあげる

介護サービス事業所の人事・採用に携わる方向けに、
介護人材確保に目的とした研修を 3 テーマで開催します。

採用力向上研修
5 ここで働きたいと思ってもらうための採用 PR 研修
6 多様な人材層介護分野参入促進研修
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主催│仙台市 企画・運営│株式会社 Blanket
［お問合わせ ］仙台市健康福祉局介護保険課 TEL│022-214-8246 メール│fuk005170@city.sendai.jp

詳 細・申込方法は
次のページへ！

1 新人育成担当者研修

申込受付締
め切り

申込受付締
め切り
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2 リーダーシップ・マネジメント研修

現場での実践だけでは学びづらい、人材育成・マネジメントスキルを
体系的に学び、日々のチーム運営で活かせる実践的な知見を高めます。

新人介護職員がつまずきやすいポイントを理解し、
実践に活かせる育成・コミュニケーションのポイントを学びます。
人材育成の基本視点
新人受入の際のポイント
コーチング・ティーチング・カウンセリング
ケーススタディ
対象
開催方法
日時

リーダーの役割とは
自身のリーダーシップのスタイルを知る
マネジメントの基本視点
チームビルディング

株式会社 Blanket
採用・人事
コンサルタント

野沢悠介

対象

介護現場のリーダー・中堅職員など

開催方法

オンラインによるリアルタイム配信（後日アーカイブ動画での視聴も可能）
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15（木）14：00〜16：00

70 名

定員

日時

申込受付締
め切り

3 介護現場における
クレーム対応・ハラスメント対策研修
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対象
開催方法
日時

介護・福祉系 法律事務所
おかげさま 代表弁護士

外岡 潤氏

対象
開催方法

70 名

定員

日時

申込受付締
め切り

思ってもらうための採用 PR 研修

1 1 25

日時

対面

対象
開催方法
会場
日時

株式会社 Blanket
代表取締役

秋本可愛

定員

採用の基礎から採用PRまで学べる！

採用活動における基本的な考え方から求職者に
魅力を届けていくために必要な採用 P R まで、
ワークや意見交換も交えながら学び、採用活動
のブラッシュアップを目指していきます。
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株式会社 Blanket
採用コンサルタント

松川由佳

採用担当者・人事担当者・経営者など
オンラインによるリアルタイム配信（後日アーカイブ動画での視聴も可能）

1 1 17（木）13：00〜15：00

対象
開催方法

定員

70 名

申込受付締
め切り

1 2 27

70 名

日時

申込受付締

※個別相

め切り

1 12（木）14：00〜16：00

対面

1 1 11

談会も同日
締め切り

採用担当者が理解しておきたい採用活動の基本視点
採用計画の立て方とポイント
採用ミスマッチ、早期離職を防ぐ採用ターゲット設定
求職者に魅力が届く情報の届け方
自社の採用課題解決のアイディアを考える

採用担当者・人事担当者・経営者など

TKP 仙台西口ビジネスセンターカンファレンスルーム 2A
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 1-5-31 シエロ仙台ビル 2 階
定員
1 1 22（火）13：00〜16：00
30 名

株式会社 Blanket
採用コンサルタント

太田高貴

介護事業所の経営者・施設責任者・人事担当者など
オンラインによるリアルタイム配信（後日アーカイブ動画での視聴も可能）

対面

70 名

個別相談会

4 法人
先着 ！
限定

採用に関する個別・具体の課題解決に向け、
採用コンサルタントが皆様と一緒に考えます。
参加条件 （対面・オンライン問わず）

採用力向上研修を参加した法人

開催方法
会場
日時

対面

TKP 仙台西口ビジネスセンター
カンファレンスルーム 2A

1 1 22（火）

① 16:00 〜16:40 ／② 16 : 50 〜 17:30
※ 1 法人 30〜40 分程度を予定しています。
開始時間は主催者側で決定しご連絡いたします。

株式会 Blanket
株式会社
採用コンサルタント

松川由佳

定員

定員

先着

4 法人

二次元コードからもアクセスできます

申込方法

70 名

申込受付締
め切り

介護人材の動向
多様な人材が活躍できる環境の重要性
外国人人材の最新動向と介護現場での受け入れ事例
地域の高齢者活躍や短時間勤務のスタッフが
活躍するための柔軟な働き方のつくり方
多様な人材活用における介護人材充足事例の紹介

オンラインによるリアルタイム配信（後日アーカイブ動画での視聴も可能）

採用力向上研修

定員

介護分野参入促進研修

採用担当者・人事担当者・SNS 運用担当など

12 6（火）14：00〜16：30

1 17（火）14：00〜16：00

外国人や高齢者等の介護分野未経験者、潜在有資格者といった
多様な人材層の 受入に関する基礎知識を身に付けます。

採用活動における PR・広報
オンラインでの採用 PR
採用における SNS 活用について
介護事業所の好事例の紹介
対象

オンラインによるリアルタイム配信（後日アーカイブ動画での視聴も可能）

6 多様な人材層

採用 PR の基礎理解からSNS やサイトなどの
WEB を使った PRまで、求職者に魅力を
届けていくための知識を身に付けます。

開催方法

介護現場のリーダー・中堅職員など

採用担当者が理解しておきたい
採用活動の基本視点
採用計画の立て方とポイント
採用ミスマッチ、早期離職を防ぐ採用ターゲット設定
自社の採用課題解決のアイディアを考える

オンラインによるリアルタイム配信（後日アーカイブ動画での視聴も可能）

5 ここで働きたいと

野沢悠介

採用活動における基本的な考え方を
介護事業所の好事例を交えながらお伝えしていきます。

介護事業所の経営者・施設責任者・人事担当者など

2 15（水）14：00〜16：00

株式会社 Blanket
採用・人事
コンサルタント

4 採用力向上研修

介護施設でありがちなトラブルの予防・対応策を、
介護法務に精通した弁護士が徹底解説します。
ハラスメントの基本理解
職員をハラスメントから守るためには
ハラスメント防止対策を行う事業所の事例紹介
お客様からの要望で困った際の対処法
トラブルが起きた際の対処例
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二次元コードまたは下記申込フォーム（みやぎ電子申請サービス）よりお申込みください。

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1664271783594

