リコージャパン

水曜ウェビナー
のお知らせ

1 20
月

水

日～

10:00～/13:30～/15:30～

3３
月

水

日

無料開催

オンラインウェブセミナー方式
福祉介護業の皆様向けに、「リコージャパン水曜ウェビナー」としてオンラインセミナーを毎週水曜に
開催いたします。
一部のセミナーでは再放送もご用意しておりますので、ご都合に合わせてご参加いただけます。
詳細は以下URLにてご案内しています。
皆様のご参加をお待ちしております。

リコｰジャパンホームページ 「イベント・セミナー」よりお申込みいただけます
1月開催

https://event.ricoh.co.jp/public /seminar/view/6446#/

2月開催

https://event.ricoh.co.jp/public /seminar/view/6480#/

3月開催

１月下旬より受付開始いたします

セミナーご紹介
録画
配信

これからの介護保険
介護保険法の改正ポイントや介護報酬改
定の最新動向
協賛：株式会社ワイズマン

1/20(水)13:30-、 1/27(水) 15:30-

「これからの介護保険、21年度介護報
酬改定のポイント」介護保険制度の現状
と課題、次期介護報酬改定の全体像、特
定処遇改善加算の要件を緩和、CHASE
やVISITとはいったい何なのか？本セミ
ナーを参考にしていただき、みなさんの
事業所でも準備をすすめていただければ
と思います。

ライブ
配信

介護事業所の人材獲得と定着
の秘訣、ホームページ活用術

録画
配信

特別開催

介護事業所の「人が集まらない・育たな
い」を解消し、人材定着を目指す。
選ばれる介護事業所の人財採用・確保の
極意。また求人に関するホームページの
活用方法、２割の企業しか知らないホー
ムページ活用術、求職者に選んでもらう
ためのコンテンツは？介護事業所のホー
ムページ求人成功事例を、福祉専門の社
労士の方と共にご紹介させて頂きます。

録画
配信

除菌作業の徹底と効率化
最新の除菌対策製品による除菌負荷軽減

2/3(水)10:00-、 2/24(水)13:30-

施設内における接触で新型コロナウイル
スを始めとする感染症を『うつさない』
『持ち出さない』ためには、手指消毒の
強化などの対策が必要です。しかし感染
症予防に向けた各種の「除菌作業」は大
きな負荷がかかります。
毎日の除菌作業の強化と効率化に効果的
なソリューションをご紹介させて頂きま
す。

2021年介護報酬改定について、横断的、
サービス毎の論点を解説
協賛：NDソフトウェア株式会社

1/20(水)15:30-、 1/27(水)13:30-

2040年を見据えて議論されていた4つ
の柱に加え、コロナショックにより感染
症等への対応力も大きな論点となってい
ます。2021年介護報酬改定について、
横断的な論点に加え、サービス毎の論点
を解説します。改定内容や今後の介護福
祉業界の動向を踏まえ、今後取るべき経
営方針をお伝えします。

ライブ
配信

協賛：株式会社ディーエスブランド
1/29(金)10:00-

介護報酬改定について

介護職員の適正評価と定着
率向上
協賛：ピー・シー・エー株式会社

1/29(金)14:00-

特別開催

介護業の人が集まらない・育たないを解
消し、選ばれている介護事業所では、何
を重視して取り組んでいるのか。処遇改
善加算・介護職員等特定処遇改善加算取
得に必要な人事管理、人事考課と結果管
理（履歴管理）、一元管理の必要性につ
いて、福祉専門の社労士の方と共にご紹
介させて頂きます。

録画
配信

入退館感染対策
入館時の水際対策と感染発生時のトレー
サビリティー

2/3(水)13:30-、 3/3(水)15:30-

新型コロナウイルスを始めとする感染症
を『持ち込まない』ためには入館時の水
際対策が効果的ですが、来訪時の体温・
渡航歴やマスク有無のチェックなど実施
する工数も増えてきます。
入退館時に感染予防する導線の確保や入
館時チェック作業などを効率化するソ
リューションをご紹介いたします。

セミナーご紹介
録画
配信

接触回数の削減策
接触回数の削減・夜間訪室接触の工数削
減

2/3(水)15:30-、 2/24(水)10:00-

職員同士及び職員と入居者の接触頻度が
多く飛沫感染が心配、居室訪室頻度を減
らしたいが利用者の様子がわからないの
で訪室せざるを得ない・・・
職員同士との接触頻度を減らしつつも、
これまで通りのサービスをご提供するこ
とができる効果的なソリューションをご
紹介します。

録画
配信

勤怠管理の課題解決事例を
一挙公開！

ライブ
配信
録画
配信

働き方改革関連法案が施行され、労務担
当者の管理にかかる手間は増大していま
す。更に介護施設では常勤換算表の作成
業務も負担になっております。監督署か
らの是正指導も始まっており、正しい管
理体制の構築は待ったなしです。事業主
の義務について今一度働き方改革関連法
案のおさらいをし、他施設の事例を交え
て対応検討のヒントをお伝えします。

録画
配信

介護処遇改善・特定処遇改
善はこう使う！
職員定着、キャリアアップにつながる処遇改
善活用例 協賛：応研株式会社

2/17(水)15:30-

「職員が定着しない」「キャリアアップ
が図れない」こうした介護業界共通の課
題に対し創設されたのが、介護処遇改善
加算、特定処遇改善加算制度です。しか
し、配分方法に頭を悩ませている事業所
も多いのが現状です。事業所での課題に
則し介護（特定）処遇改善加算を効果的
に配分する活用事例をご紹介いたします。
また「人事大臣」もご紹介いたします。

協賛：株式会社バッファロー

2/10(水)13:30-、 3/3(水)10:00-

人材不足とコロナ禍で作業が増えている
今、ICTの活用はとても重要です。
福祉介護業の業務改善に効果を発揮する
各種ソリューションのご紹介と、活用す
るためのインフラ基盤（Wi-Fi環境）を
どのように構築すればよいか、活用でき
そうな各種補助金情報を交えながらご紹
介いたします。

録画
配信

介護施設における労働時間管理の必要性
とは？ 協賛：応研株式会社
2/10(水)15:30-

リコーのご提案するICT導入
による福祉施設の生産性改善

キャリアパスのその先へ
職員の育成を後押しする評価・面談制度
協賛：応研株式会社

2/17(水)10:00-

介護業界において「よい人材」が定着し
育成できる体制は、経営の重要な根幹と
なります。職員の成長を後押しするため
にも、キャリアパスと連動した「評価制
度」が必要です。職員の成長を主眼にお
いた介護事業所での評価制度の役割と運
用方法を実践例を交えながらご紹介させ
ていただきます。また「人事大臣」の活
用例についてもご紹介いたします。

録画
配信

在留外国人市場とは？
介護福祉業界で期待される次世代
協賛：東京都中小企業診断士協会
城南支部

3/3(水)13:30-

介護福祉業界は人材不足が深刻化してい
ます。またコロナ禍で訪日外国人は激減
しました。しかし、この状況下でも日本
に留まり働く外国人は数多く存在し、彼
らを次の働き手として採用を進めている
企業が徐々に増加してきています。今回
は、この在留外国人にスポットを当てて
「在留外国人市場」の状況についてお伝
え致します。

リコージャパン 水曜ウェビナー
開催スケジュール
1月20日(水)
1月27日(水)

13:3015:30-

これからの介護保険

1月20日(水)
1月27日(水)

15:3013:30-

介護報酬改定について

1月29日(金)

10:00-

特別開催

1月29日(金)

介護保険法の改正ポイント・改定の最新動向 協賛：株式会社ワイズマン

2021年介護報酬改定について、横断的、サービス毎の論点を解説
協賛：NDソフトウェア株式会社

介護事業所の人材獲得と定着の秘訣、ホームページ活用術
協賛：株式会社ディーエスブランド

14:00-

介護職員の適正評価と定着率向上

2月3日(水)
2月24日(水)

10:0013:30-

除菌作業の徹底と効率化

2月3日(水)
3月3日(水)

13:3015:30-

入退館感染対策

2月3日(水)
2月24日(水)

15:3010:00-

接触回数の削減策

2月10日(水)
3月3日(水)

13:3010:00-

リコーのご提案するICT導入による福祉施設の生産性改善

2月10日(水)

15:30-

勤怠管理課題解決事例を一挙公開！

2月17日(水)

10:00-

キャリアパスのその先へ

2月17日(水)

15:30-

介護処遇改善・特定処遇改善はこう使う！

3月3日(水)

13:30-

在留外国人市場とは？

特別開催

協賛：ピー・シー・エー株式会社

最新の除菌対策製品による除菌負荷軽減

入館時の水際対策と感染発生時のトレーサビリティー

接触回数の削減・夜間訪室接触の工数削減

協賛：株式会社バッファロー

介護施設における労務時間管理の必要性とは？ 協賛：応研株式会社

職員の育成を後押しする評価・面談制度 協賛：応研株式会社

職員定着、キャリアアップにつながる処遇改善活用事例

協賛：応研株式会社

介護福祉業界で期待される次世代 協賛：東京都中小企業診断士協会 城南支部

お申込み方法（下記URLまたは、リコーのホームページからお申し込みいただけます）
1月開催

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/6446#/

2月開催

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/6480#/

3月開催

１月下旬より受付開始いたします

1月

2月

3月
１月下旬
より
受付開始

20210107
●担当者・お問い合わせ先
東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

