平成 2９年度 採用活動向上支援セミナー 開催要項

～選ばれる職場づくりに向けて～ （２回シリーズ）
■シリーズ１回目
テーマ：「実例に学ぶ！ 明日からできる職場変革
～魅力的な職場へ ― 職場を活性化する方法～」
講師 ：菊地 雅洋 氏（北海道介護福祉道場・あかい花 代表）

■シリーズ２回目
テーマ：「若手と創る！ 魅力的な職場と法人の未来
～魅力的な職場のアピール方法と人材獲得の秘訣～」
講師 ：秋本 可愛 氏（株式会社 Join for Kaigo 代表）

■趣 旨
本県における福祉分野の有効求人倍率は 2.72 倍（H28 島根県福祉人材センター実績）と高い数値を示
しており、福祉人材の確保は非常に厳しい状況にあります。
こうした中で、福祉事業所が求職者から選ばれる事業所となるためには、更に魅力のある職場に成長していくこ
とが必要であり、法人経営者をはじめ事業所管理職には職員が高いモチベーションをもって働くことができる職場づ
くりに覚悟をもって取り組むことが求められます。
また、こうした取り組みは、福祉人材の確保にとどまらず、職場の活性化や利用者満足度の向上にもつながり、
ひいては経営基盤の安定化と職場定着にも結びつくものと考えられます。
本セミナーでは、シリーズの 1 回目で職場変革の具体的な方法や魅力的な職場づくりの方法を学び、シリーズ
の 2 回目では、管理職と若手職員が一緒になって事業所のよりよい未来を創造し実現させていくための実践手
法を学ぶことにより、各法人・事業所における採用力向上と職場定着の促進を図ることを目的として開催します。

■主 催
島根県／社会福祉法人 島根県社会福祉協議会（島根県福祉人材センター）

■参加対象者
福祉サービス事業所の経営者・管理者、人事・採用担当者
※保育分野・介護分野・障がい分野すべてを対象としています。
■会場・開催日
（シリーズ１回目）
会 場
日 時
場 所

松江会場
平成 29 年 11 月 14 日（火）
１３：１５～１６：１０
※受付 １３：００～
松江市総合福祉センター
（松江市千鳥町７０）

浜田会場
平成 29 年 11 月 15 日（水）
９：１５～１２：１０
※受付 ９：００～
浜田市総合福祉センター
（浜田市野原町８５９−１）

（シリーズ２回目）
平成 30 年 3 月 4 日（日）
１０：００～１２：００
※受付 ９：４５～

日 時

くにびきメッセ（松江市学園南１丁目２−１）
※同日開催予定の就職フェアの前に行います。

場 所

■定員
各会場１００名
■講師
（シリーズ１回目）
○

菊地 雅洋 氏

（北海道介護福祉道場・あかい花 代表）

1960 年生まれ。北海道介護福祉道場・あかい花 代表。北海道福祉教育専門学校非常勤講師、一
般社団法人みらい福祉研究所・介護福祉アカデミーセミナー講師、登別市介護認定審査会委員、北海
道地域密着型サービス外部評価員、総合健康推進財団訪問指導員なども務め、特別養護老人ホームの
施設長や介護老人保健施設で勤務した経験もある。
介護業界で屈指の人気を誇るブログ「masa の介護福祉情報裏板」
のブロガーであり、日々介護の知識等の発信を行っている。
「人を語らずして介護を語るな～masa の介護福祉情報裏板」
「人を語らずして介護を語るな 2～傍らにいることが許される者」
「人を語らずして介護を語るな THE FINAL～誰かの赤い花になる
ために」 「介護の詩（うた）～明日につなぐ言葉」、「介護の誇り」
等の著作がある。

（シリーズ２回目）
○

秋本 可愛 氏

（株式会社 Join for Kaigo 代表）

平成 2 年生まれ。山口県光市出身。専修大学商学部在学中に、起業サークルでプロジェクトチーム
sep-arrange(セパレンジ)を結成し、認知症予防のためのコミュニケーションツールとしてフリーペ
ーパー「孫心 ( まごころ )」を発行。全国の学生フリーペーパーコンテスト SFF2011 にて、準グ
ランプリを受賞。
2013 年専修大学商学部卒業。同年、株式会社 Join for Kaigo 設立。
「介護に関わる全ての人が自己実現できる社会をつくる」をビジョン
に掲げ、若者が介護に関心を持つきっかけや、若者が活躍できる環境づ
くりに注力。現在、都内を中心に介護に志を持つ若者のコミュニティ
「HEISEI KAIGO LEADERS」を運営。
2015 年 4 月からは、1 人ひとりの想いからアクションを生み出す
教育プログラムを開始。個人向け、企業内研修や学校の授業で実施され、
現在約 1000 名が体験。その取り組みが注目され、厚生労働省の介護
人材確保地域戦略会議に有識者として参加。
第 11 回ロハスデザイン大賞 2016 ヒト部門準大賞受賞。

■プログラム
（シリーズ１回目）
松江会場・時間

浜田会場・時間

内

13：00～13：15

9：00～ 9：15

受付

13：15～13：20

9：15～ 9：20

開会

13：20～14：40

9：20～10：40

【講演】「実例に学ぶ！ 明日からできる職場変革」

菊地 雅洋

容

講師

求職者から選ばれる職場となるためには、現状を打破する職
場変革が求められます。
人事・労務管理や人事考課、職員のキャリアアップ等の人材
育成・・・。変革や改善をすべきものは多くありますが、具体的にど
のような視点でどのように取り組んでいくのか？
本講では、現場経験豊富な講師が話される多くの実例から、
職場変革のヒントを掴みます。

14：40～14：50 10：40～10：50

休憩

14：50～16：10 10：50～12：10

【講演】「魅力的な職場へ～職場を活性化する方法～」

菊地 雅洋

講師

選ばれる職場のためには、現在働いている職員がやりがいと誇
りを持って働けることが不可欠です。やりがいを持って働ける職場
には人材が定着しやすく、離職率を下げる効果もあり、求職者の
目には魅力的な職場として映ります。
本講では、福祉の仕事のやりがいや誇りを再認識し、職員のモ
チベーションを高め職場を活性化させるヒントを掴みます。

16：00

12：10

閉会

（シリーズ２回目）
時 間

内

容

9：45～10：00 受付
10：00～10：10 開会
10：10～12：00 【講演】「若手と創る！ 魅力的な職場と法人の未来

～魅力的な職場のアピール方法と人材獲得の秘訣～」

秋本 可愛

講師

経営者・管理者が柔軟な発想とチャレンジ精神を持つ若手職員と協調・協力していく
ことで、管理職は新たな見方や考え方を吸収することができ、若手職員は自らの意見が
取り入れられることでモチベーションが上がり、イキイキと仕事に取り組むことができます。
このように活性化した魅力的な職場づくりこそが人材獲得のための大きなカギであり、法
人・事業所のよりよい未来を創造していくことにつながると考えられます。
本講では、こうした新たな創造的循環の仕組みを創り上げていく視点や考え方を学ぶと
ともに、シリーズ１回目で学んだ魅力的な職場を地域社会に対してより効果的にアピール
していく手法についても考察します。

12：00

閉会

■参加費
無 料
■参加申込
①申 込 方 法：別紙「シリーズ 1 回目申込書」に必要事項をご記入いただき、申し込んでください。（FAX 可）
先着順とさせていただきます。
※シリーズ２回目のお申込みについては別途ご案内いたします。
②申込締切日：（シリーズ１回目）平成２９年１０月３１日（火）
（シリーズ２回目）別途ご案内いたします。
③参 加 決 定：参加決定の通知は行いません。（定員超過等により参加をお断りする場合にのみご連絡します）

■会場アクセス・駐車場
（シリーズ１回目）
○松江会場

※駐車場は松江温泉組合の駐車場
をご利用ください

（シリーズ２回目）

○浜田会場

※駐車場は浜田市総合福祉センター
の駐車場をご利用ください

※当日は満車が予想されますので、できる限り
乗り合わせか公共交通機関でお越しください。
さい。

■その他
①会場は室温調整が十分にできないこともありますので、衣服等で調節できるように準備してください。
②研修中の録音・録画は一切禁止とさせていただきます。
③荒天など、やむを得ない事情により研修会を中止せざるを得ない場合には、申込書に記載されたファックス番
号あてに一斉にお知らせするとともに、島根県福祉人材センターホームページにも掲載します。

■お問い合わせ
島根県社会福祉協議会 島根県福祉人材センター（担当：足立・吉岡）
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根 2 階
TEL.0852-32-5957 ／ FAX.0852-32-5956
https://www.shimane-fjc.com/（※この要項はホームページ上でも掲載しています）
受講者の皆様に関する個人情報は、本セミナー開催における目的にのみ使用し、他の目的で使用すること
はありません。
また、その管理については、島根県社会福祉協議会「個人情報保護規程」に基づき適切に行い、無断で第
三者に提供することはありません。

