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社会福祉法人　幸知会
業務執行理事

氏角田　君江 

JR「東京駅」
 八重洲中央口
徒歩5分〒104-8388

東京都中央区京橋1丁目7-1 
戸田ビルディング4F

ゲスト講師週休3日 10時間勤務制
導入によるメリット

介護・障がい・保育業界向け「働き方改革」採用セミナー

0120-958-270

0120-958-270

㈱船井総合研究所
HRDコンサルティング事業本部
スタッフ職採用チーム
人財マネジメントコンサルタント

㈱船井総合研究所
HRDコンサルティング事業本部
スタッフ職採用チーム
人財マネジメントコンサルタント

㈱船井総合研究所
HRDコンサルティング事業本部
スタッフ職採用チーム

平日
9:45～17:30

026331



週休３日・１０時間制勤務導入により、単月の正社員応募数16名
◆週休３日・１０時間制勤務導入で
　　　　　　人材に困らなくなった理由
仕事とプライベートのメリハリを求めている正社員が多かったため

職員への事前アンケートと説明会実施による半年間の意識改革

朝晩の業務負担を正社員だけに任せられるようになった

施設１ヶ月あたりのシフトシミュレーション実施と職員への意識改革

◆勤務時間を変えても、退職がなかった場合

◆一人当たり生産性があげられた理由

◆週休3日・１０時間制勤務に取り組む際のポイント社会福祉法人
幸知会
本部長

山口　昭夫氏

当日セミナーでお伝えする 成功事例
週休3日・１０時間制勤務
を導入を目的とした
シフトシミュレーション

地域相場・業界相場も見よ！
採用調査による
最適な給与と福利厚生とは？

採用ホームページと
indeed活用による
応募・採用数獲得 !

優秀な社員を採用し
業績アップを実現するための

日本総人手不足時代に突入 ! 最新の介護・障がい・保育業界の採用事情とは？

求職者のニーズの変化に対応できていますか？押さえておくべき求職者の変化 !
いつまでも無駄な採用費をかけ続ける !? ダイレクトリクルーティングの重要性 !
求職者を魅了する採用商品力の強化とは？

週休3日・１０時間制勤務のメリット・デメリットは？

総人件費をあげずに週休3日・１０時間制勤務を導入するポイント

「働き方改革」を職場に浸透させることで採用に及ぼした影響とは？

自社の採用力アップ !中途採用の仕組み化ができるまで！
紙媒体はもう時代遅れ !?indeed活用方法 !
採用の母集団形成はこう作る ! 応募が最大化される採用チャネルの作り方と採用手法

大公開！

以下に２つ以上当てはまる経営者様はすぐお申込みください !以下に２つ以上当てはまる経営者様はすぐお申込みください !

新人・中堅層の相次ぐ退職に、絶えず現場が忙しく職員の習熟に繋がらない
職員の休みが取りにくく、残業が発生している
求人広告を掲載しても人が集まらない
indeedや自社独自のホームページを活用、工夫しても人が集まらない
求人がきても、夜勤職種が埋まらない
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優秀な社員を採用し、業績アップを実現するための
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国内大手メーカーを退職後、
平成14年に異業種である
社会福祉法人　幸知会に入職。
現場で培った経験を経て、当該法人の「働
き方改革」プロジェクトを推進。

わずか毎月１０万円
毎月コンスタント

に応募が発生 !



セミナー講座カリキュラム

講座 内容 講 師

第1講座 介護・障がい・保育業界の現在と今後
株式会社 船井総合研究所

HRDコンサルティング事業本部 スタッフ職採用グループ
チームリーダー 人財マネジメントコンサルタント

植野 公介

第3講座 採用の最新成功ノウハウと最新事例 大公開！

第4講座
株式会社船井総合研究所

介護グループ グループマネージャー チーフ経営コンサルタント

沓澤 翔太

第2講座 週休3日・10時間制勤務導入の成功事例 社会福祉法人 幸知会
本部長 山口 昭夫氏

講師紹介

社会福祉法人 幸知会

本部長 山口昭夫氏
国内大手メーカーを退職後、平成14年に異業種である社会福祉法人 幸知会に入職。

デイサービスやホームヘルパーなどの現場にて、介護職・サービス提供責任者・生活相談員といった様々な職種を

経験し、平成29年に法人本部長に就任。現在に至る。
前職・現場で培った経験を経て、当該法人の「働き方改革」プロジェクトを推進。週休3日・10時間制勤務導入を提案し、
働く環境の改善だけでなく、採用に困らない仕組みの構築も手掛けた。

株式会社船井総合研究所
介護グループ
グループマネージャー
チーフ経営コンサルタント
沓澤 翔太

開 催 要 項

日時・会場

料金

お申込方法

お振込先

￥
会員企業：（1名様） 24,000円（税抜） ２５，９２０円 （税込）

一般企業：（1名様） 30,000円（税抜） ３２，４００円 （税込）

ＤＶＤ購入：（1セット） 50,000円（税抜） ５４，０００円 （税込）

※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。
●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受
付とさせていただきます。● 万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催４営業日前ま
でにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを取消させてい
ただく場合がございます。 ●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電
話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合は、受講料の
50％、当日および無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。 ●会員企業様と
はFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

※会員企業様は20％OFFでご購入いただけます（お試期間を除く）。※商品は代金引換（現金払い）にて発送いたします
（送料・代引手数料は弊社負担）。 ※商品の発送は2019年1月下旬を予定しておりますが、諸事情により遅れる場合が
ございます。※代金引換時の受領伝票が領収証となります。※CDは音声のみの収録です。

お振込口座は当セミナー専用の振込先口座でございます。 ※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

三井住友銀行（０００９）近畿第一支店（９７４） 普通ＮＯ. ５７８５２５７
カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

・諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認下さい。また、最小催行人員に満たない場合、中止させて
いただくことがございます。尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、予めご了承下さい。

内容に関するお問合せ／植野（ウエノ）・小泉（コイズミ）
申込に関するお問合せ／櫻田（サクラダ）

TEL：０１２０－９６４－０００（平日９：３０～１７：３０） FAX:０１２０－９６４－１１１ （２４時間対応）

お問合せ
お申込

株式会社 船井総合研究所
HRDコンサルティング事業本部
スタッフ職採用チーム
チームリーダー
人財マネジメントコンサルタント

植野公介
介護施設（在宅・施設問わず）を対

象に、介護士・看護師・理学療法士

・作業療法士など介護関係職の採

用コンサルティングを得意としている

。また、前職の人材会社での支店長

経験を活かし、職員面談・就業後フ

ォローといった採用・定着・育成・研

修にかけてワンストップで対応する数

少ないコンサルタントである。

デイサービスセンター、小規模多機能型施
設、特別養護老人ホーム、高齢者住宅な
どの新規開設、収支改善、異業種からの
介護事業への新規参入支援などを手がけ
る。現在は、デイサービスや高齢者住宅の
利用者獲得や新規開設を中心にコンサル
ティングを行っている。介護事業所のコンサ
ルティング以外にも訪問診療の集患や介
護職の販売コンサルティングなど介護事業
所と関連する企業へのコンサルティング実
績もある。

大阪会場：2018年11月14日(水)㈱船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 7階(地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」⑩番出口より徒歩3分)

※会場12：30～16：30（受付開始12：00）

東京会場：2018年11月21日(水) TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
〒104-8388 東京都中央区京橋1丁目7-1戸田ビルディング4F(JR中央線「東京駅」八重洲中央口より徒歩5分)

※会場12：30～16：30（受付開始12：00）

WEBからの申し込み

FAXからの申し込み

右記

株式会社船井総合研究所
HRDコンサルティング事業本部
スタッフ職採用チーム

小泉 勇貴

主に介護業界における中途
採用コンサルティングを提供
しており、前職での経験を活
かした現場密着型へのコンサ
ルティングは定評。
特にWebマーケティングを活
用した中途採用コンサルティ
ングを得意とし、その後の定
着・育成までをサポートして
いる。

株式会社 船井総合研究所
HRDコンサルティング事業本部 スタッフ職採用グループ

植野 公介、小泉 勇貴

まとめ講座

お申込みはこちらから



介護・障がい・保育業界向け 「働き方改革」 × 採用セミナー

ＦＡＸお申し込み用紙 ０１２０－９６４－１１１ 担当：櫻田

会場/商品 日時

□大阪会場
2018年11月14日(水) ㈱船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 7階(地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」⑩番出口より徒歩3分)

□ 東京会場
2018年11月21日(水) TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
〒104-8388 東京都中央区京橋1丁目7-1 戸田ビルディング4F(JR中央線「東京駅」八重洲中央口より徒歩5分)

□ 講演収録DVD

&テキストの購入
（ ）セット

▼ご参加を希望される会場にチェックを入れてください。

お問合せＮＯ：S026331

▼介護・障がい・保育業界向け 「働き方改革」 × 採用セミナー

▼上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参加される方に限り、無料経営相談を行えます。

※商品をお申込の際はFAX受信後、必ず確認のお電話をさせていただきます。

ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付をさせていただきます。

F2099
検


