
とちぎ介護人材育成制度事務局（担当：中村） 

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-9 市ヶ谷MS ビル4 階 

株式会社エイデル研究所 内  

TEL：0120-404-641 FAX：0120-404-644  

メール：tochigi-kaigo@eidell.co.jp 

【日時・会場】 

回数 開催日 会場 時間 定員 

第８回 ６月  ５日（水） 栃木県庁 北別館３０３ 

１３:３０～１６:３０ 

4０名 

第９回 ９月１０日（火） 栃木県庁 研修館３０２ ５０名 

※ 内容は各回共通です。ご都合の良い回にご参加ください。 
 

【対象】職員の育成・定着に関心のある介護事業所の経営者、管理者、人事労務担当者等 

【受講料】  無料 

【お問い合せ】 
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認証取得に向けた取組 

認証取得までの流れ 

 「とちぎ介護人材育成認証制度」は、介護事業所における人材育成・確保の取組

の「見える化」を目的とし、認証・評価基準の達成度合いに応じて、栃木県が認証

を行う仕組みです。 

 認証取得のファーストステップとして、県内の介護サービスに携わる事業者を対

象に、「スタートアップセミナー」を開催しますので、ぜひ御参加ください。 
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支援メニューによるサポート 

当制度をご理解い
ただき、人材の確
保・育成・定着に
活用していただけ
るよう、導入に至
る経緯・目的と効
果・他県の取組状
況・事例・認証基
準や今後のスケ
ジュール等につい
て解説します 

【主催】 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 
栃木県保健福祉部高齢対策課          TEL：028-623-3147 

スタートアップセミナーのご案内 

2019年度 



１３:００ 受付・事務連絡 
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開始 
『介護の職場☆魅力UP 宣言～とちぎ介護人材育成認証制度～』の全体像 
１．認証制度の趣旨と概要 
 ・ 制度導入の背景、目的、期待効果、仕組み  
２．認証基準の項目と内容 
 ・コンプライアンス 
 ・新規採用者の育成 
 ・介護人材の育成 
 ・ワークライフバランス 
 ・地域交流 
３．宣言申請書の記入について（申請書の注意点・添付書類の説明など） 
４．質疑応答 

株式会社エイデル研究所 代表取締役 
コンサルタント         大塚 孝喜（おおつか たかき） 

 

東京農工大学大学院工学研究科修了。 
日本特殊陶業株式会社に入社。自動車用のセラミックスガスセンサーの研究開発に従事ののち、2003年エイデ
ル研究所入社、出版部に所属。 
 
労働問題やスポーツ文化をテーマとした出版の編集業務に関わる。特に労働者派遣法については、労使の実務担
当者を対象としたセミナーの開催も手がける。 
 
2006年より福祉事業部（現・福祉経営支援部）に所属、社会福祉法人経営の技術支援に関わり、2018年4月
より代表取締役に就任。 

【講師】 

【プログラム】 

※ プログラムの内容および進行は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 

【日程・会場案内】 

 令和元(2019)年6月 ５日 （水） 
 【会場】栃木県庁 北別館３０３ 
   

 令和元(2019)年9月1０日（火） 
 【会場】栃木県庁 研修館３０２ 
  

【時間】13：30～16：30 
  

※県庁地下駐車場を御利用ください。 
※駐車場から少し離れていますので、時間に余裕 
 をもってお越しください。 
  

～ セミナー詳細 ～ 

～ 

研修館 

栃木県庁 庁舎マップ（右図） 
所在地：宇都宮市塙田1-1-20   
ＪＲ宇都宮駅西口バスターミナルから 
バス5分（「県庁前」停留所下車）、徒歩5分 
東武宇都宮駅より徒歩12分 

北別館 



【お申込み方法】

下記に必要事項を御記入の上、ＦＡＸまたはメールにて送付ください

ＦＡＸ番号：0120-404-644　または　03-3234-4644　【事務局/(株)エイデル研究所】 月 日
メールアドレス：tochigi-kaigo@eidell.co.jp

法人名：

事業所名：

所属事業所名（部署名） 役職

担当者：

申込担当者名：

※番号は市外局番から大きくはっきりとご記入ください

電話番号： ＦＡＸ番号：

メールアドレス： ＠

ご希望の日程に☑を入れてください

【申込みについて】
　○定員になり次第締め切り（先着順）　※申込み状況は事務局までお問い合せください
　○空席がある場合には、開催日前日まで受け付けております

■注意事項■
※ 5名様以上のお申込みの場合は、本書をコピーしてお使いください
※ 申込み後にキャンセルや希望日の変更がある場合は、お早めに事務局まで御連絡ください
※ 申込み時点で定員超過の場合は、事務局から申込担当者様に御連絡いたします
※ 申込み後に事務局から連絡がない場合は、受付が完了しております
※ 御不明点などございましたら、事務局までお問い合せください

【参加票】
　○開催日約1週間前頃に、参加者1名につき1枚ずつ、参加票をＦＡＸ送信いたします
　○当日は、参加票を御持参ください

　【お問い合せ先（運営受託会社）】

とちぎ介護人材育成認証制度　事務局 [(株)エイデル研究所 内] 担当：中村

電話：0120-404-641 FAX:0120-404-644

栃木県外から発信の場合・・・・ 電話: 03-3234-4641 FAX:03-3234-4644

メール：tochigi-kaigo@eidell.co.jp

受付日

6/5（水）

9/10（火）

番号

【認証制度スタートアップセミナー　申込書】

参加希望日 参加者氏名 所属事業所名 役職

申込日

ふりがな


Sheet1

				【お申込み方法】 モウシコ ホウホウ																																																																				受付日 ウケツケ ビ						番号 バンゴウ

				下記の必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはメールでお送りください カキ ヒツヨウ ジコウ キニュウ ウエ オク

				ＦＡＸ番号：0120-404-644　または　03-3234-4644　【(株)エイデル研究所】 バンゴウ カブ ケンキュウジョ

				メールアドレス：tochigi-kaigo@eidell.co.jp





				【認証制度スタートアップセミナー　申込書】 ニンショウ セイド モウシコミショ

				法人名： ホウジン ナ



				事業所名： ジギョウ ショ ナ



														ご所属部署 ショゾク ブショ																																				お役職 ヤクショク

				ご担当者： タントウシャ



				氏名： シメイ

				電話番号： デンワ バンゴウ																																														ＦＡＸ番号： バンゴウ



				メールアドレス：																																						＠



				ご希望の日程に☑を入れてください キボウ ニッテイ イ

				参加希望日																		参加者氏名 サンカ シャ シメイ																				所属事業所名　　 ショゾク ジギョウ ショ メイ																														役職 ヤクショク

								6/12（火） カ











								9/19（水） スイ











								1/24（水） スイ











						※		同日　3名様以上のお申込みの場合は、当申込書をコピーしてお使いください バアイ

						※		参加の受付は先着順です。　受付後、「参加票」をＦＡＸまたはメールにて後日お送りします ゴジツ

								定員超過の場合には、ご担当者様宛てに連絡させていただきます タントウシャ サマ ア レンラク

						※		申込後にキャンセルや希望日の変更がある場合には、事前に下記お問い合せ先までご連絡ください モウシコミ ゴ キボウ ビ ヘンコウ バアイ ジゼン カキ ト アワ サキ レンラク







						【お問い合せ先（受託運営会社）】 ト アワ サキ ジュタク ウンエイ カイシャ																												(株)エイデル研究所

						　とちぎ介護人材育成認証制度　事務局　（担当：中村） カイゴ ジンザイ イクセイ ニンショウ セイド ジムキョク タントウ ナカムラ

																												TEL:0120-404-641																				FAX:0120-404-644

																												メール：tochigi-kaigo@eidell.co.jp

						栃木県外から発信の場合・・・・・ トチギケン ガイ ハッシン バアイ																						TEL:03-3234-4641																				FAX:03-3234-4644
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Sheet1 (2)



				【お申込み方法】 モウシコ ホウホウ																																																						申込日 モウシコミ ビ														受付日 ウケツケ ビ						番号 バンゴウ

				下記に必要事項を御記入の上、ＦＡＸまたはメールにて送付ください カキ ヒツヨウ ジコウ ゴ キニュウ ウエ ソウフ

				ＦＡＸ番号：0120-404-644　または　03-3234-4644　【事務局/(株)エイデル研究所】 バンゴウ ジム キョク カブ ケンキュウジョ																																																										月 ガツ								日 ニチ

				メールアドレス：tochigi-kaigo@eidell.co.jp





				【認証制度スタートアップセミナー　申込書】 ニンショウ セイド モウシコミショ



				法人名： ホウジン ナ





				事業所名： ジギョウ ショ ナ



														所属事業所名（部署名） ショゾク ジギョウ ショ メイ ブショ メイ																																				役職 ヤクショク

				担当者： タントウシャ





				申込担当者名： モウシコミ タントウシャ メイ

				※番号は市外局番から大きくはっきりとご記入ください バンゴウ シガイ キョクバン オオ キニュウ

				電話番号： デンワ バンゴウ																																												ＦＡＸ番号： バンゴウ



				メールアドレス：																																						＠



				ご希望の日程に☑を入れてください キボウ ニッテイ イ

				参加希望日																		参加者氏名 サンカ シャ シメイ																				所属事業所名　　 ショゾク ジギョウ ショ メイ																														役職 ヤクショク



										6/5（水） スイ









										9/10（火） カ









				【申込みについて】 モウシコ

				　○定員になり次第締め切り（先着順）　※申込み状況は事務局までお問い合せください テイイン シダイ シ キ センチャク ジュン

				　○空席がある場合には、開催日前日まで受け付けております クウセキ バアイ カイサイビ ゼンジツ ウ ツ

						■注意事項■ チュウイ ジコウ

						※		5名様以上のお申込みの場合は、本書をコピーしてお使いください バアイ ホン

						※		申込み後にキャンセルや希望日の変更がある場合は、お早めに事務局まで御連絡ください モウシコミ ゴ キボウ ビ ヘンコウ バアイ ハヤ ジムキョク ゴ レンラク

						※		申込み時点で定員超過の場合は、事務局から申込担当者様に御連絡いたします モウシコ ジテン テイイン チョウカ バアイ ジムキョク モウシコミ タントウシャ サマ ゴ レンラク

						※		申込み後に事務局から連絡がない場合は、受付が完了しております モウシコ ゴ ジムキョク

						※		御不明点などございましたら、事務局までお問い合せください ゴ フメイテン ジムキョク ト アワ

				【参加票】 サンカ ヒョウ

				　○開催日約1週間前頃に、参加者1名につき1枚ずつ、参加票をＦＡＸ送信いたします

				　○当日は、参加票を御持参ください トウジツ サンカ ヒョウ ゴジサン



								　【お問い合せ先（運営受託会社）】 ジュタク

												とちぎ介護人材育成認証制度　事務局 [(株)エイデル研究所 内]																																																						担当：中村

																																								電話： デンワ				0120-404-641														FAX:0120-404-644

																		栃木県外から発信の場合・・・・ トチギケン ガイ ハッシン バアイ																						電話: デンワ				03-3234-4641														FAX:03-3234-4644

																																								メール：tochigi-kaigo@eidell.co.jp
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