
 
 
○ 各研修・講座の詳細については、開催の約２ヶ月前に、対象施設あてに 

開催要項と申込用紙をお送りします。 
 

○ インターネット上の下記ＵＲＬ（神戸市社会福祉協議会）から、募集中の研

修の詳細をご覧いただくことができます。 

   URL: http://www.with-kobe.or.jp/  
 

○ 研修・講座の受講決定については、先着順の場合と抽選の場合がありますが、

開催要項が施設に届きましたら、できるだけお早めにお申し込みください。 
 

○ 定員を遵守しなければならない研修については、一施設あたりの申込人数を

制限させていただくことがありますので、ご了承ください。 
 

○ ＦＡＸでお申込みいただいた場合、折り返し、市民福祉大学から「受付確認」

の連絡をいたします。 

※申込書を送信後、１週間たっても市民福祉大学から連絡がない場合は、ＦＡＸの

不具合等により受付できていない可能性がありますので、お手数ですがお問い合

わせください。 
 

○ 申込締切後、受講者本人あてに受講決定通知をお送りします。 

※申込後、受付確認連絡を受けたにもかかわらず、受講日の５日前になっても通知

が届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください。 

 

○ 社会福祉施設従事者研修の受講料について、平成３０年度より事前振込方式

に変更しました。お申し込み後、受講決定通知を送付する際に、郵便払込用

紙を同封いたしますので、お近くの郵便局で受講料をお振り込み下さい。                

・恐れ入りますが、払込手数料はご負担ください。 

・受講料の領収書は、払込票をもって代えさせていただきます。 

･ 準備の都合上、指定の期日までにお振り込みいただきますようお願いします。 

・入金後、研修日の 1週間前を過ぎてキャンセルされる場合は、当日の研修資料

の送付をもって対応させていただきます（返金いたしかねますのでご了承くだ

さい）。 
 

○ 申込後にやむを得ず辞退される場合は、できるだけ早くご連絡ください。(辞

退者待ちの方がいらっしゃる場合があります。) 

また、当日欠席・遅刻の場合も必ずご連絡ください。無断での欠席は厳にお

慎みいただきますようお願いいたします。 
 

※ 講師都合等により、予定が変更となる場合があります。どうぞ、ご了承ください。 

（注）当大学では、「障害」の用語を「障がい」と表記しています。 

研修・講座の申込について 

http://www.with-kobe.or.jp/college/index.htm


□市民対象研修

●障がい者支援ボランティアの養成

　　　・手話ボランティア養成講座（基礎編）<3>     　※朝・昼・夜クラス                                                                      

　　　・点訳ボランティア入門講座<1>                                                                       

　　　・精神保健福祉ボランティア講座<1>

　　　・視覚障がい者のためのガイドボランティア講座<1>

　　  ・視覚障がい者のためのパソコンサポートボランティア講座<1>　　

●地域人材育成研修

　　　・ヒューマンサービスコース　活動力アップコース<5>

　　　　　　　①ベーシックプログラム「地域・福祉・活動の基本を学ぼう」

　　　　　　　②スキルアッププログラム①「協働（コラボレーション/ファシリテーション）の作法を学ぼう」

　　　　　　　③スキルアッププログラム②「上手な会議の作法を身につけよう」

　　　　　　　④スキルアッププログラム③「地域の課題を探り、解決する方法を学ぼう」

　　　　　　　⑤マインドアッププログラム「元気な活動現場から実践ノウハウを学ぼう」

　　　　・市民活動講座（コミュニティ・ビジネス）<1>

●ボランティア入門講座<9>　(区ボランティアセンターで実施)                                           

□地域活動者対象研修

●民生委員・児童委員新任研修<１>                                                                       

●民生委員・児童委員スキルアップ研修<3>                                                          

傾聴研修<2>

　　　 専門研修(地域福祉課題の解決に向けたテーマを演習を通じて学ぶ）　<1>

　　　　　　　　　　 ●民生委員・児童委員中堅研修<1>                              

　　　　　　　　　　 ●主任児童委員研修<１>                                      

　　　　　　　　　　 ●児童委員研修<1>                                          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●地区民生委員児童委員協議会会長･副会長研修<1>  

●心配ごと相談所相談員研修<1>                                                                        

●給食会活動研修<3>                                                                                 

        レクリエーション研修<2>

全体会<1>

●地域福祉講演会<1>                                                                          

●ふれあいのまちづくり協議会（区別・協議会別）研修支援事業                                                          

そ
の
他
の
研
修

平成３０年度　神戸市社会福祉協議会　市民福祉大学研修・講座体系
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●ヒューマンサービスコース 子育てコーチング<2>       

●市民福祉セミナー<1>       



●社会福祉施設新任職員対象研修<12>

ビジネスマナー<3>　

キャリアビジョンと倫理観<3>　　

転職者対象　福祉マインド・倫理観の醸成<1>　　

業務の進め方①<1>　　

業務の進め方②<1>　　

業務の進め方③<1>　　

研修同期づくり<2>　　

●社会福祉施設中堅職員対象研修<6>

キャリアビジョンと倫理観<1>　　

フォロワーシップと後輩指導<1>　

チームアプローチ<1>　　　    　  　

業務課題の改善<1>　                　    

経営管理・組織論<1>　　　　　　　　　

リスクマネジメント<1>　                      

●社会福祉施設主任者対象研修<5>

　 キャリアビジョンと倫理観<1>

人材育成とその指導法<1>

業務課題の改善<1>

経営管理・組織論<1>

リスクマネジメント<1>

●社会福祉施設管理職対象研修<3>

職員のキャリアデザインと環境整備<1>

職員の採用と育成<1>

リスクマネジメント<1>

●経営者研修<1>

組織運営にみるスーパービジョンの役割<1>

●社会福祉施設職員共通研修<1>                          

【新任職員研修】

●老人福祉施設新任職員研修(春季②、冬季①）<3>

●児童福祉施設新任職員研修<1>                                                                        

●保育教諭・保育士新任職員研修<2>                                                                            

●障がい福祉施設新任職員研修<1>                                                                        

【中堅職員研修】

●老人福祉施設中堅職員研修<1>

●児童福祉施設中堅職員研修<1>                              

●保育教諭・保育士中堅職員研修<1>                                  

●障がい福祉施設中堅職員研修<1>                              

●障がい福祉施設職員スキルアップ研修<1>

●更生福祉施設職員研修<1>                                  

●スキルアップ・福祉の仲間づくり研修（高齢者福祉施設対象）<1>

平成30年度　神戸市社会福祉協議会　市民福祉大学研修・講座体系

□社会福祉事業従事者対象研修
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業種別研修 

階層別研修 メインテーマ「皆が成長のある職場を目指して」 

H30年度新設 

H30年度新設 

H29年度新設 



●施設ボランティアコーデイネーター研修　<1>　＊偶数年度のみ開催

●介護技術講座<1>                                                                                    

●ケース会議講座<1> 

●医学講座<2>          

●調理技術講座（保育施設：講義①実習②、児童施設：実習①）<4>

●法令遵守・職業倫理等に関する研修（施設長対象）<1>　

●法令遵守・職業倫理等に関する研修(担当者対象）<2>

●事務職員講座（経理編④、総務編①）<5>                          

経理編　  ①超初級（簿記3級レベル）　　 　

 ②基礎編

 ③実践編

 ④決算編

総務編　　 労務・社会保険

【ヒューマンサービスコース　仕事力アップコース】

●福祉マネジメントセミナー<１>

●面接相談スキルアップ<3>

●面接相談スキルアップ　フォローアップ<1>

●スーパーバイザー養成講座<１>

●対人援助職元気アップ<１>

●職場内研修担当者研修<2>　

―ＯＪＴ実施担当者研修<1>

―新任職員対象OJTの受け方研修<1>

法
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化
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●救急安全講座(救急法①、幼児安全法①、水上安全法①)<3>                                                                                    

研修カリキュラムの特色・ねらい 
 

平成29年度に引き続き、平成30年度についても、社会福祉施設従事者のスキルアップ、定着につながる研修の 

再編を行いました。 

平成29年度については、離職率が高いとされる入職後3年未満の方々が、中堅職員となり、目標を持って自身の 

成長が実感できるよう研修の拡充を行いました。平成30年度においては、新任職員、中堅職員を支え、リードする 

立場にある主任者向けの研修、管理職向けの研修メニューを充実させています。これにより、社会福祉施設のマネ 

ジメント体制の強化を図り、働きやすい環境づくりを推進できるよう研修という側面からサポートしたいと考えています。 

 

最終ページに、業種や職種を問わず福祉関係職員に求められる基本的な教育内容を、各階層で求められる機能 

と役割を照らし合わせながらまとめています。 

人材育成を担う方々をはじめ、自身の成長を考えておられる従事者の皆様に、ぜひ活用いただければ幸いです。 



平成30年度　市民福祉大学　市民対象研修計画一覧表 平成30年3月

講座名（開催回数または日数） 対象者 定員 開催月(日) 受講料 目的・内容

聴

覚

障

害

手話ボランティア養成講座(基礎編）　(全20回）

① 神戸市内に在住、または在勤、

在学の方

② 手話ボランティア入門講座を修

了した方、または同程度の知識・技

術をお持ちの方

　　＊上記のすべてに該当する方

30名×

3ｸﾗｽ
10月～3月

10,000円

別途

テキスト代

3,240円

〈厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム基礎課程〉に沿って手話技術の習得、聴覚障がいへの理解を深める。

点訳ボランティア入門講座　(全20回）

初心者で点訳ボランティアとして活

動しようという熱意があり、講義に全

回出席可能な方

30
5月8日～

9月25日
10,000円 点訳技術の習得・視覚障がい者への理解等、点訳ボランティアとして必要な知識・技術を習得する。

視覚障がい者のためのガイドボランティア講座

(全３回)

市内在住・在勤・在学で視覚障が

い者へのボランティア活動に関心のあ

る方

20 10月 3,000円 視覚障がい者への理解を深めるとともに、移動支援の技術について学ぶ。

視覚障がい者のためのパソコンサポート

ボランティア講座 (全３回)

市内在住・在勤・在学で視覚障が

い者へのボランティア活動に関心のあ

る方

10 1月 1,500円 音声ソフトを使ってのパソコン操作のサポートを学び、視覚障がい者の情報障害を補うボランティアを養成する。

精

神

障

害

精神保健福祉ボランティア養成講座（全５回）

市内在住または在勤在学で、精神

保健福祉に関するボランティア活動

に関心のある方

40 9月～10月 2,500円
心に病のある人の理解と、さまざまな原因によって心の病をもつ方の心のケアをはじめ、日常生活および社会参加へ支

援をして頂ける方を養成する。

C

B
コミュニティビジネス研修 コミュニティビジネスに関心のある方 30 12月 500円 コミュニティビジネスのすすめ方や活動事例を学ぶ。

入

門
ボランティア入門講座 各区ボランティアセンターで実施

市民福祉セミナー

神戸市内に在住、または在勤・在

学の方（原則）で、テーマに関心の

ある方

企画中 1,000円 市民を対象に、市民福祉活動参加へのきっかけとなるよう福祉の知識を学ぶ。

開講特別講演(全２回）

「誉めて、叱って、子どもをのばす、子育てコーチング」
40

①5/16,5/23

②6/27,7/4
1,000円 心理学の社会的行動理念に基づく子育てコーチング。実践的な子育ての基本を学ぶ。

活動力アップコース【ベーシックプログラム】

「地域・福祉・活動の基本を学ぼう!」
30 6月7日 1,000円

地域福祉の考え方に基づく福祉のまちづくり、協働の作法を共に学びあうとともに、地域での協働につながる出会いや

かかわりの体験を提供する基本的なところを理解する。

活動力アップコース【スキルアッププログラム①】

「協働の作法を学ぼう!

　ファシリテーション(協働促進）のきほんのき！」

30 7月12日 1,000円

活動力アップコース【スキルアッププログラム②】

「上手な会議の作法を身につけよう！」
30 9月5日 1,000円

活動力アップコース【スキルアッププログラム③】

「地域の課題を探り、解決する方法を学ぼう！」
30 10月1日 1,000円

活動力アップコース【マインドアッププログラム】

「元気な活動現場から実践のノウハウを学ぼう！」
30 11月 500円

必要性ややる気に応える情報提供（地域での福祉活動やサービスに役立つ最新情報の提供、活動の活性化につな

がる先進事例の紹介、交流等）を行う。
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地域福祉活動を進めていく上で具体的なスキル（ファシリテーション、会議運営、地域課題解決法）を提供する。

そ
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地域活動・市民活動にかかわってい

る方、本コースに関心のある方
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平成30年度　市民福祉大学 地域活動者対象研修 計画一覧表 平成30年3月

研修名（開催回数または日数） 対象者 定員 開催月(日) 目的・内容

民生委員・児童委員新任研修 新任の民生委員・児童委員 対象者 9月、3月
新任の民生委員・児童委員を対象に、その役割を理解し業務に必要な基礎知識を修得するとともに、今日的な課題を

テーマに理解を深める。

民生委員・児童委員中堅研修 ２期目以上の民生委員・児童委員 650 6月 中堅の民生委員・児童委員を対象に活動に必要な知識・技術や今日的課題について学ぶ機会とする。

主任児童委員研修 市内すべての主任児童委員 350 7月 すべての主任児童委員を対象に、職務遂行に必要な専門知識・技術や今日的課題について学び、資質の向上を図る。

児童委員研修
地区民生委員児童委員協議会の民

生委員・児童委員、主任児童委員
650 11月

地区民生委員児童委員協議会の民生委員・児童委員、主任児童委員として、今日的な児童問題の課題や具体例に

ついて考え、児童委員活動を進めていくために実践的な活動の方法や技法等を学ぶ。

地区民生委員児童委員協議会会長・副会長研

修

地区民生委員児童委員協議会の会

長・副会長
350 2月

地域民生委員児童委員協議会の会長・副会長として修得しておくべき基礎知識・技術を学ぶことにより、地区民児協活

動の活性化を支援する。

民生委員・児童委員スキルアップ研修①(2コー

ス)
２期未満の民生委員・児童委員 40 ８月 「傾聴」をテーマにしたスキルアップ研修。講義・演習を通じて学んでいただき、相談援助技術の向上を図る。

民生委員・児童委員スキルアップ研修② ２期未満の民生委員・児童委員 40 11月 地域福祉課題対応力アップに繋がるテーマを演習形式で実施。

心配ごと相談所相談員研修
①各区心配ごと相談所相談員

②各区社協心配ごと相談所担当職員
40 1月

各区の心配ごと相談所相談員を対象に、職務遂行に必要な専門知識・技術や今日的課題について学んでいただき資質

の向上を図り、もって各区心配ごと相談所の機能強化を図ることを目的とする。

給食会活動研修（全体会） 650 6月4日

給食会活動研修（レクリエーション）(2回)
各回

80
4/24，25

地域福祉講演会

①市内自治会等で地域活動をされてい

る方

②講演会に興味・関心のある方

200 3月
地域住民が、自立と連帯、相互扶助の取り組みの充実を目指し、又、地域福祉への理解を深め視野を広げる機会とす

る。

ふれあいのまちづくり協議会（区別）研修支援 ふれあいのまちづくり協議会構成員 通　年
各区のまちづくり支援課が実施するふれあいのまちづくり協議会対象の研修について、講師料助成等の支援を行い、必要

な知識・技術の向上を援助する。

ふれあいのまちづくり協議会(協議会別）研修支

援
ふれあいのまちづくり協議会構成員 通　年

ふれあいのまちづくり協議会の活発な活動と円滑な運営のためふれあいのまちづくり協議会が行う研修への講師料助成を

行い、会の活動を支援する。（お申込・お問い合わせは、各区まちづくり支援課へ）

ひとりぐらし高齢者ふれあい給食会活動

を行っているグループの方

ひとりぐらし高齢者ふれあい給食会活動を行っているグループを対象に、ひとりぐらしのお年寄りにとって安全で楽しいサービス

を展開できるよう、高齢者の食生活や衛生管理をはじめとする知識・技術を学び、給食会活動の質的向上を図る。

民

生

委

員

・

児

童

委

員

研

修

そ

の

他

の

研

修



平成30年度　市民福祉大学 社会福祉事業従事者対象研修計画一覧表 平成30年3月

研修名（開催回数または日数） 対象者
定員

(人)
開催予定

受講料

(予定額）
目的・内容

ビジネスマナー研修(3コース)
社会福祉施設の初任者(経験年

数1年未満）

各ｺｰｽ

35
5/10,5/23,6/1 4,000円

社会福祉施設の職員として働くにあたり必要なビジネスマナーについて学ぶ

身だしなみ／電話応対／敬語他（マナー研修）

キャリアビジョンと倫理観(3コース）
社会福祉施設の初任者(経験年

数１年未満）

各ｺｰｽ

40

4/16,4/23,5/1

4
3,000円 福祉職員の職業倫理について学ぶと共に、自らのキャリアアップの 道筋を設計する基礎を学ぶ

転職者対象

福祉マインド・倫理観の醸成
社会福祉施設の初任者 50 5月21日 3,000円

他業種からの転職者を対象に、基本的な倫理観を理解し、働き続けるためのキャリアイメージを描ける福祉マインドを

醸成する

業務の進め方①「他人に伝わる！記録の書き方」
社会福祉施設の初任者(経験年

数２年未満）
42 5月17日 1,500円 申し送り、個別のケースなど、記録の書き方全般について学ぶ

業務の進め方②
社会福祉施設の初任者(経験年

数２年未満）
36 8月 3,000円 新任職員として仕事の基礎を学び、日々の業務で活用できるようにする。

業務の進め方③
社会福祉施設の初任者(経験年

数２年未満）
36 11月 3,000円 新任職員として仕事の基礎を学び、日々の業務で活用できるようにする。

研修同期づくり(2ｺｰｽ）
社会福祉施設の初任者(経験年

数１年未満）

各ｺｰｽ

30
11月、1月 6,000円

同じ福祉分野で仕事をする他分野の職員との研修を通じて、横のつながりを創り出し、連帯感の醸成とモチベーショ

ンアップにつなげる

老人福祉施設新任職員研修　(3ｺｰｽ） 老人福祉施設の新任職員
各ｺｰｽ

40
6月,11月 1,500円 老人福祉施設の職員として働くにあたり、職員としての役割を自覚し必要な知識について学ぶ。

児童福祉施設新任職員研修 児童福祉施設の新任職員 30 6月6日 1,500円 児童福祉施設の職員として働くにあたり、職員としての役割を自覚し必要な知識について学ぶ。

保育教諭・保育士新任職員研修　(2ｺｰｽ）
保育園・認定こども園の新任保育

教諭・保育士

各ｺｰｽ

50
5/28,6/11 1,500円 保育園・認定こども園の保育教諭・保育士として働くにあたり、職員としての役割を自覚し必要な知識について学ぶ。

障がい福祉施設新任職員研修 障がい福祉施設の新任職員 30 6月15日 1,500円 障がい福祉施設の職員として働くにあたり、職員としての役割を自覚し必要な知識について学ぶ。

中堅職員研修「キャリアビジョンと倫理観」
社会福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
40 5/15,6/19 6,000円

現状や中堅職員の役割について理解を深める

向上心を持って職務に取り組むためのキャリアデザインと自己管理について学ぶ

中堅職員研修「フォロワーシップと後輩指導」
社会福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
40 7月 3,000円 上司を支え、後輩の育成を図る人間関係スキルの向上と、チームの目標の実現に向けての自身の役割を学ぶ

中堅職員研修「チームアプローチ」
社会福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
50 8月 3,000円

他職種との連携・協働にあたり自分がどの役割を担い、全体とし てどのようなサービスを組み立てていくのかについて理

解する

中堅職員研修「業務課題の改善」
社会福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
40 9月 6,000円 決められたことが「できる」だけではなく、業務上の課題に気付き、 分析の上、目標に向けた課題解決策を立てる

中堅職員研修「経営管理・組織論」
社会福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
50 12月 3,000円 組織運営管理に関する基礎的な知識を習得し、職場で業務の 中心的役割を担えるようにする

中堅職員研修「リスクマネジメント」
社会福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
50 8月 3,000円 福祉サービスのリスクマネジメントの基本的視点について理解し、 事故発生時の適切な対応方法を身につける

老人福祉施設中堅職員研修
老人福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
40 2月 1,500円

老人福祉施設の中堅職員として、職務を遂行するうえで必要な知識や技術を身につけ、資質を高めるとともに、今

日的な課題について学ぶ。

児童福祉施設中堅職員研修
児童福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～５年）
30 2月 1,500円

児童福祉施設の中堅職員として、職務を遂行するうえで必要な知識や技術を身につけ、資質を高めるとともに、今

日的な課題について学ぶ。
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平成30年度　市民福祉大学 社会福祉事業従事者対象研修計画一覧表 平成30年3月

研修名（開催回数または日数） 対象者
定員

(人)
開催予定

受講料

(予定額）
目的・内容分野

保育教諭・保育士中堅職員研修
保育園・認定こども園の中堅職員

（経験年数２年～５年）
50 2月 1,500円

保育園・認定こども園の中堅保育教諭・保育士として、職務を遂行するうえで必要な知識や技術を身につけ、資質

を高めるとともに、今日的な課題について学ぶ。

障がい福祉施設中堅職員研修
障害福祉施設の中堅職員（経験

年数２年～６年）
30 2月 3,000円

障がい福祉施設の中堅職員として、職務を遂行するうえで必要な知識や技術を身につけ、資質を高めるとともに、今

日的な課題について学ぶ。

障がい福祉施設職員スキルアップ研修

市内の障害者施設で実務を行う

支援職員で、現在の勤務先で職

務経験年数が、概ね２年から５年

25 2月 6,000円
講義（またはミニ講義）、個別・グループ演習、事例検討等を通して、障害者施設における支援に関わる知識およ

び技術について学ぶ。

更生福祉施設職員研修 更生福祉施設の職員 30 10月 無料
更生福祉施設の職員が、明日の仕事への鋭気を養うとともに、社会一般にまたがる広い視野を身につけ、業務の遂

行に役立てる。

スキルアップ・福祉の仲間づくり研修（全６日間）

下記3点をすべて満たす者

①介護保険施設等で実務を行う

介護職員

②現在の勤務先での職務経験年

数が概ね2～3年程度あり所属す

る施設長からの推薦がある

③研修期間の全日程に出席できる

30 8月～12月 10,000円
チームアプローチをテーマに他施設職員との意見交換やグループ研究を行い、その講義やグループ研究を通して研修

後も協力しあえる仲間づくりを促進するとともに、介護の仕事への意欲を高め、職場の活性化を図る。

主任者研修「キャリアビジョンと倫理観」 40 8月 3,000円

主任者研修「人材育成とその指導法」 40 3月 3,000円

主任者研修「業務課題の改善」 40 7月 3,000円

主任者研修「経営管理・組織論」 40 12月 3,000円

主任者研修「リスクマネジメント」 40 1月 3,000円

管理職研修「職員のキャリアデザインと環境整備」 40 7月 3,000円

管理職研修「職員の採用と育成」 40 10月 3,000円

管理職研修「リスクマネジメント」 40 1月 3,000円

経

営

層

組織運営にみるスーパービジョンの役割
理事長など経営に直接関わる社会

福祉施設役職員
40 8月 6,000円 組織運営において、スーパービジョンの果たす役割や必要性につ いて学ぶ

社会福祉施設職員共通研修 社会福祉施設職員 40 1月 1,500円 自己の業務の再確認と、意識の向上を図る機会となる研修を行う。

介護技術講座
社会福祉施設において介護を主た

る業務としている職員
40 1月 1,500円 施設利用者へのサービス向上のため、介護技術の向上を図る。

ケース会議講座 社会福祉施設・事業所の職員 40 2月 3,000円 利用者の処遇向上のため必要なケース会議の知識と技術を学ぶ。

医学講座① 社会福祉施設・事業所の職員 40 12月 1,500円 社会福祉施設・事業所職員として従事するにあたり、知っておくべき医学の知識について学ぶ。

医学講座② 社会福祉施設・事業所の職員 40 2月 1,500円 社会福祉施設・事業所職員として従事するにあたり、知っておくべき医学の知識について学ぶ。

救急安全講座（基礎講習） 社会福祉施設・事業所の職員 30 6月13日 ４,000円

救急安全講座（水上安全法） 社会福祉施設・事業所の職員 20 6月14日 ４,000円

救急安全講座（幼児安全法） 社会福祉施設・事業所の職員 30 11月 ４,000円

職
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リーダーとして果たすべき責務・役割を認識し、必要な知識について学ぶ。

社会福祉施設・事業所における急病・不慮の事故などに対する応急処置について、救急法・蘇生法などの正しい知

識と技術を習得し、施設利用者及び職員の安全を図る。

主

任

者

研

修

主任、係長またはそれに準ずる役

職にある

社会福祉施設職員

（ただし施設長、副施設長、事務

局長等は除く）

現に小規模事業管理者・部門管

理者等についている職員

近い将来管理者の役割を担うこと

が想定される指導的立場の職員

管理職として果たすべき責務・役割を認識し、必要な知識について学ぶ。



平成30年度　市民福祉大学 社会福祉事業従事者対象研修計画一覧表 平成30年3月

研修名（開催回数または日数） 対象者
定員

(人)
開催予定

受講料

(予定額）
目的・内容分野

調理技術講座（児童施設） 児童福祉施設の栄養士・調理員 25 １月 2,000円 実習を通して、児童福祉施設の栄養士・調理員の調理知識の習得と調理技術の向上を図る。

調理技術講座（保育施設①：講義）

保育園・認定こども園及びその他の

児童福祉施設の

栄養士・調理員等

40 12月 1,500円 保育園・認定こども園及び児童福祉施設の栄養士・調理員等の調理・栄養に関する知識の習得を図る。

調理技術講座（保育施設②：実習）2コース
保育園・認定こども園の栄養士・調

理員
30 2月 各2,000円 実習を通して、保育園・認定こども園の栄養士・調理員の調理知識の習得と調理技術の向上を図る。

【受託事業】法令遵守・職業倫理研修

 施設長対象研修「高齢者・障害者虐待防止研

修」

高齢者及び障害者入所施設の施

設長
400 7月6日 無　料

社会福祉施設の経営管理において良質かつ安心、安全なサービス提供に向け、コンプライアンスの徹底等、施設長

としてマネジメントの基本姿勢について考える機会とする。

【受託事業】法令遵守・職業倫理研修

―虐待防止のための施設内研修の進め方

　　(2コース)

高齢者及び障害者入所施設の職

場研修担当者

各コー

ス90

①10/12

②10/26
無　料 各施設において、虐待防止に留まらず「不適切なケア」の防止を目指して行う施設内研修の支援目的で開催する。

事務職員講座　経理事務①　超初級編

社会福祉施設・事業所の事務職

員（経理担当者）で経験年数概

ね１年未満の職員

39 4月18日 10,000円
会計が始めての方を対象に、基礎的な用語説明から社会福祉法人会計基準がどういうものなのかまでを体系的に

学ぶ。

事務職員講座　経理事務②　基礎編

社会福祉施設・事業所の事務職

員（経理担当者）で経験年数概

ね２年未満の職員

40 7月27日 4,000円 社会福祉法人会計基準での日常業務等における基礎的な知識について学ぶ。

事務職員講座　経理事務③　実務編

社会福祉施設・事業所の事務職

員

（経理担当者）

40 11月 4,000円 社会福祉法人会計基準での日常業務等における実務的な知識について学ぶ。

事務職員講座　経理事務④　決算編

社会福祉施設・事業所の事務職

員

（経理担当者）

40 2月 4,000円 社会福祉法人会計基準での決算作成のポイントなどについて学ぶ。

事務職員講座（労働・社会保険事務基礎編） 社会福祉施設・事業所の事務職員 40 4月26日 4,000円 労働・社会保険の実務の基礎について学ぶ。

福祉マネジメントセミナー

「管理職のためのスーパービジョンとコーチング」

  (全２回）

社会福祉施設・事業所の管理者 40 7/11,7/18 3,000円
行動心理学の立場から、部下の指導法やリーダーシップについて学ぶとともに、スーパービジョンの必要性についても学

ぶ。

「面接相談スキルアップ（ラボ研修）」

　(全４回・3クラス）

社会福祉施設・事業所の職員

（相談援助に携わる従事者）

各ｸﾗｽ

18

①

5/14,28,6/11,25

②7/7,21,8/4,18

③9/7,21,10/5,19

８,000円

コミュニケーションラボシステムを利用した体験学習を用い、援助的なコミュニケーションについて学び、自分自身のコ

ミュニケーションパターンに気づき、援助者としての自己覚知を促進させることにより、相談援助場面におけるスキルアッ

プを目指す。

「面接相談スキルアップ（ラボ研修）」

フォローアップクラス（全３回）

社会福祉施設・事業所の職員

（相談援助に携わる従事者）
18 1/25,2/8,2/22 8,000円

コミュニケーションラボシステムを利用した体験学習を用い、援助的なコミュニケーションについて学び、自分自身のコ

ミュニケーションパターンに気づき、援助者としての自己覚知を促進させることにより、相談援助場面におけるスキルアッ

プを目指す。

対人援助のスーパービジョン①

「対人援助職元気アップ講座」(全４回）

社会福祉施設・事業所の職員

（仕事上の課題を整理したい方）
24

10/27,11/10,

11/24,12/8
５,000円 日々の対人援助業務について個人やグループでふりかえり、今後の課題を明確にする。

対人援助のスーパービジョン②

「スーパーバイザー養成講座」(全４回)

社会福祉施設・事業所でスーパー

バイザーとして部下にかかわる立場

の方

24
11/2,11/16,

11/30,12/14
５,000円 スーパービジョンとは何か、スーパービジョンの方法、スーパーバイザーとしての心構えなどについて学ぶ。

新任職員対象　OJTの受け方研修
採用後1年未満でOJT研修を受け

る者
40 5月25日 3,000円 職場内研修の目的等、受講するにあたっての心構えを理解する。

職場内研修(OJT)実施担当者研修 社会福祉施設のOJT研修担当者 40 2月 6,000円
職場内研修の目的や基本的な意義を理解し、その担当者として企画、推進、展開さらに評価に必要なリーダーシッ

プの習得を目指す。
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平成30年度　市民福祉大学　研修・講座実施計画

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市民対象
研修・講座

・点訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門講座

・HSC「子育てコーチング」
①

・HSC「子育てコーチング」
②

・HSCﾍﾞｰｼｯｸ①
「活動の基本」

・HSCスキルアップ①
「協働の作法」

　

　

・精神保健福祉
　ボランティア講座

・HSCｽｷﾙｱｯﾌﾟ②
　「会議の作法」

・手話基礎課程
　（水曜朝クラス）

・手話基礎課程
　（水曜昼クラス）

・手話基礎課程
　（水曜夜クラス）

・視覚障がい者のための
　ガイドボランティア講座

・HSCｽｷﾙｱｯﾌﾟ③
　「地域の課題解決方法」

　

・HSCﾏｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ
「活動事例」

・市民活動講座
「コミュニティ･ビジネス入
門講座」

　

・視覚障がい者のための
　パソコンサポート
　ボランティア講座

・市民福祉セミナー

　

・給食会活動研修
　（レクリエーションA・B）

・民生委員・児童委員
 　中堅研修

・主任児童委員研修

・給食会活動研修
 （全体会）

・スキルアップ研修 ・民生委員・児童委員新
任研修(9月委嘱者)

・児童委員研修 ・心配ごと相談所
　相談員研修会

・地区民生委員児童委員
協議会会長・副会長研修

・民生委員・児童委員新
任研修(３月委嘱者)

・地域福祉講演会

・ふれあいのまちづくり協議会(区別・協議会別）研修支援事業 ・ふれあいのまちづくり協議会(区別・協議会別）研修支援事業

地域活動者
対象研修

社会福祉事業
従事者対象
研修・講座

・キャリアビジョンと倫理
観
　(A・B・C/新任)

・事務職員講座
「労働・社会保険」

・保育教諭・保育士新任
  職員研修(A･B)

・業務の進め方研修①
　(新任）

・ビジネスマナー研修
　(A・B・C)

・福祉マインド･倫理観
（転職者対象）

・HSC従事者ｺｰｽ
 面接相談ｽｷﾙｱｯﾌﾟ　春
 月曜クラス

・OJTの受け方研修（新
任）

・HSC子育てコーチング①

・キャリアビジョンと倫理
観(中堅)

・老人福祉施設
　新任職員研修(A･B)

・障がい福祉施設
  新任職員研修

・救急安全講座①
　（救急法基礎講習）

・救急安全講座②
　（水上安全法）

・事務職員講座
　「経理①超初級」

・HSC子育てコーチング②

・児童福祉施設
  新任職員研修

・法令遵守・職業倫理
　研修(施設長対象）

・事務職員講座
「経理②基礎」

・HSC従事者コース
福祉マネジメントセミナー
「管理職のためのｽｰﾊﾟｰ
ﾋﾞｼﾞｮﾝとｺｰﾁﾝｸﾞ」

・HSC従事者ｺｰｽ
 面接相談ｽｷﾙｱｯﾌﾟ夏
 土曜クラス

・フォロワーシップと後輩
指導(中堅)

・業務課題の改善
(主任者・新）

・職員のキャリアデザイン
と環境整備（管理職・新）

・スキルアップ・福祉の仲
間づくり研修（高齢者福祉
施設）

・業務の進め方研修②
(新任）

・チームアプローチ
(中堅)

・キャリアビジョンと倫理
観（主任者・新）

・組織運営にみるスー
パービジョンの役割
（経営者･新）

・リスクマネジメント
(中堅)

・業務課題の改善
(中堅)

・HSC従事者ｺｰｽ
 面接相談ｽｷﾙｱｯﾌﾟ秋
金曜クラス

・経営管理・組織論
(中堅）

・法令遵守・職業倫理
（職場研修担当者）A・B

・HSC従事者ｺｰｽ
「対人援助職元気アップ
講座」

・HSC従事者ｺｰｽ
 ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ養成講座

・更生福祉施設職員
  研修

・職員採用と人材育成
（管理職・新）

・研修同期づくり研修A

・救急安全講座③
　（幼児安全法）

・業務の進め方研修③
(新任）

・老人福祉施設
　新任職員研修（C）

・事務職員講座
「経理③実践」

 

・調理技術講座
　（保育園①講義）

・医学講座①

・経営管理・組織論
（主任者・新)

・介護技術講座

・社会福祉施設職員
　共通研修
（福祉観の醸成）

・調理技術講座(児童）

・研修同期づくり研修B

・リスクマネジメント(主任
者・新）

・リスクマネジメント（管理
者・新）

・HSC従事者ｺｰｽ
 面接相談ｽｷﾙｱｯﾌﾟ
フォローアップクラス

・医学講座②

・職場内研修担当者研修

・事務職員講座
「経理④決算」

・ケース会議講座

・障がい福祉施設
　中堅職員研修

・老人福祉施設
　中堅職員研修

・児童福祉施設
　中堅職員研修

・保育教諭・保育士中堅
職員研修
 
・調理技術講座
　（保育②実習A・B）

・障がい福祉施設スキル
アップ研修

・人材育成とその指導法
(主任者・新)

※表中のHSC＝ヒューマンサービスコース



 

 

 

神戸市社会福祉協議会 市民福祉大学 平成３０年度 社会福祉事業従事者対象の研修体系          ＊（ ）カッコ内はコース数 

職務階層・想定対象者 求められる資質 階層・経験別研修 専 門 研 修 

第

５

段

階 

上級管理者(経営層) 

 
現に施設長など運営統括

責任者についている職員 

近い将来上級管理者の役

割を担うことが想定され

る職員 

・運営統括責任者として組織の目標を設定し、計画を 

立てて遂行する。 

・必要な権限委譲を行い、部下の自主性を尊重して 

自律的な組織運営環境を整える。 

・人材育成、組織改革、法令遵守の徹底などを通じて

自組織を改善・向上させる。 

・自らの公益性を理解し、他機関や行政に働きかけ、

連携・協働を通じて地域の福祉向上に貢献する。 

・組織経営における課題の把握と分析を行い、安定的 

に運営する。 

●経営者研修（１） 

 

  

 

●社会福祉施設職員共通研修(１)  

  

 ●事務職員講座・経理編（４） 

  ※初めて学ぶ経理編を創設 

 ●事務職員講座・総務編（１） 

 ●調理技術講座 

（保育施設２、児童施設１） 

 ●施設ボランティアコーディネーター研修（１）  

 ●法令遵守・職業倫理研修 

  (施設長対象１、担当者対象２)  

●職場研修担当者向け研修（１） 

●スキルアップ・福祉の仲間づくり研修 

  高齢者福祉施設対象（1） 

●障がい福祉施設職員スキルアップ研修（1） 

第 

４ 

段 

階 

管理者 

 
現に小規模事業管理者･

部門管理者等についてい

る職員 

近い将来管理者の役割を

担うことが想定される指

導的立場の職員 

・業務執行責任者として、状況を適切に判断し、部 

門の業務を円滑に遂行する。 

・職員の育成と労務管理を通じて組織の強化を図る。 

・提供するサービスの質の維持・向上に努める。 

・経営環境を理解し、上位者の業務を代行する。 

・他部門や地域の関係機関と連携・協働する。 

●職員のキャリアデザインと環境整備（１）  

●職員の採用と育成（１） 

●リスクマネジメント研修（１） 

●ＨＳＣ福祉マネジメントセミナー（１） 

「管理職のためのスーパービジョンと 

コーチング」 

●ＨＳＣ対人援助のスーパービジョン（２） 

「対人援助職元気アップ講座」 

「スーパーバイザー養成講座」 第 

３ 

段 

階 

主任者 

 
現に主任･係長に就いて

いる職員 

近い将来、チームリーダ

ー等の役割を担うことが

想定される中堅職員 

・チームのリーダーとして、メンバー間の信頼関係を 

築く。 

・チームの目標を立て、課題解決に取り組む。 

・上位者の業務を補佐・支援する。 

・当該分野の高度かつ適切な技術を身につけ、同僚・

後輩に対してのモデルとしての役割を担う。 

・地域資源を活用して業務に取り組む。 

・教育指導者（スーパーバイザー）として、指導・ 

育成等の役割を果たす。 

●キャリアビジョンと倫理観（１） 

●人材育成とその指導法（１） 

●リスクマネジメント研修（１） 

●業務課題の改善（１） 

●経営管理と組織論（１） 

第 

２ 

段 

階 

中堅職員 

 
担当業務の独力遂行が 

可能なレベル 

・組織の中での自分の役割を理解し、担当業務を遂行

する。 

・職場の課題を発見し、チームの一員として課題の解

決に努める。 

・地域資源の活用方法を理解する。 

・後輩を育てるという視点を持って、助言・指導を 

行う。 

・職業人としての自分の将来像を設定し、具体化する 

●キャリアビジョンと倫理観（１） 

●フォロワーシップと後輩指導（１） 

●チームアプローチ（１） 

●業務課題の改善（１） 

●経営管理･組織論（１） 

●リスクマネジメント（１） 

 ●老人福祉施設中堅職員研修（１） 

 ●保育教諭・保育士中堅職員研修（１） 

 ●児童福祉施設中堅職員研修（１） 

 ●障がい福祉施設中堅職員研修（１） 

 ●更生福祉施設職員研修（１） 

●医学講座（２） 

 ●ケース会議講座（１） 

 ●救急安全講座（１） 

 ●水上安全法（１） 

 ●幼児安全法（１） 

 ●介護技術講座（１） 

 ●ＨＳＣ面接相談スキルアップ研修（４） 

第 

１ 

段 

階 

新任職員 

 
新卒入職後、もしくは他

業界から福祉職場へ入職

後1年以内 

・指導を受け、担当業務を安全・的確に行う。 

・組織・職場の理念と目標を理解する。 

・担当業務に必要な制度や法令等を理解する。 

・組織内の人間関係を良好にする。 

・福祉の仕事を理解し、自己目標の設定に努める 

・仕事から生じるストレスを理解し、対処方法を 

身につける。 

・福祉サービス従事者としてのルール・マナーを遵守

する。 

●ビジネスマナー研修（３） 

●キャリアビジョンと倫理観（３） 

●業務の進め方（３） 

●研修同期づくり研修（２） 

●福祉マインド･倫理観醸成（１） 

 ●老人福祉施設新任職員研修（３） 

 ●保育教諭・保育士新任職員研修（２） 

 ●児童福祉施設新任職員研修（１） 

 ●障がい福祉施設新任職員研修（１） 

●OJT受講者研修（１） 

 

 


