
令和2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 令和2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

新任職員研修「現場で使えるマナー研修」(3ｺｰｽ)
社会福祉施設の新任者

(経験年数1年未満）

各ｺｰｽ

40

Aコース　4月17日

Bコース　5月15日

Cコース　6月5日

6,000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）

新任職員研修「キャリアビジョンと倫理観」
社会福祉施設の新任者

(経験年数１年未満）
40 6月 6,000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。

新任職員研修（転職者対象）

「福祉マインド・倫理観の醸成」
社会福祉施設の新任者 40 6月 6,000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。

新任職員研修

業務の進め方研修

社会福祉施設の新任者

(経験年数２年未満）
42 8月 3,000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 。

自己肯定感向上研修　【New】 社会福祉施設の新任職員 40 10月 6,000円
働き始めて半年が過ぎ、あらゆる不安や悩みを抱きはじめる頃に自己肯定感を学び、自分自身を見つめ直し

モチベーションアップにつなげる機会とする。

老人福祉施設新任職員研修 老人福祉施設の新任職員 40 6月19日 3,000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 7月 3,000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月25日

5月27日
3,000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 7月29日 3,000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」

（全2回）

社会福祉施設の中堅職員

（経験年数２年～５年）
40 5月・6月 8,000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）
60 8月 6,000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）
40 8月 6,000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。

メンタルヘルス研修【New】
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 メンタル不全について理解し、自身のストレスに気づき、対処する手法について学ぶ。

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 10月 3,000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 12月 3,000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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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）
40 2月 3,000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
障がい福祉施設の中堅職員

（経験年数２年～６年）
30 11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。

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回）

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 6,000円

主任者研修「人材育成とその指導法」 40 3月 6,000円

主任者研修「業務課題の改善」 40 7月 6,000円

主任者研修「リーダーシップ・チームワーク」(全2回) 40
8月20日

8月21日
6,000円

主任者研修「リスクマネジメント」 40 11月 6,000円

リーダーシップ向上研修　【New】 40 1月 6,000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 6,000円

管理職研修「職員の採用と育成」① 40 10月 6,000円

管理職研修「職員の採用と育成」②

（外国人の採用）【New】
40 11月 6,000円

管理職研修「リスクマネジメント」 40 9月 6,000円

社会福祉施設職員共通研修 社会福祉施設職員 40 1月 3,000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 3,000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 6,000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 社会福祉施設・事業所の職員 40 12月 3,000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。

障がい者福祉施設スキルアップ研修（全2回）

市内の障がい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年程

度

30 2月 8,000円
講義、個別・グループ演習、事例検討等を通して、障がい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。

救急安全講座①（基礎講習） 社会福祉施設・事業所の職員 30 6月3日 6,000円

救急安全講座②（水上安全法） 社会福祉施設・事業所の職員 20 6月4日 6,000円

救急安全講座③（幼児安全法） 社会福祉施設・事業所の職員 30 6月・11月 6,000円

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。
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調理技術講座（児童施設） 児童福祉施設の栄養士・調理員 25 2月26日 3,000円 交流を通して、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9日 3,000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）
保育園・認定こども園の

栄養士・調理員
25 12月2日 3,000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8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

10月16日

10月30日
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（2ｺｰ

ｽ）

社会福祉施設の経理担当で、

初めて会計を学ばれる方、経験し

て　　　1年目の方

各ｺｰｽ

40
4月24日 5,000円

社会福祉法人会計基準を学ぶ前のステップとして、簿記で一番大切なポイントである仕分けの基本を理解し、経理

実務における基礎的な知識を修得する。

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29日 6,000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　実践編
社会福祉施設・事業所の

事務職員（経理担当者）
40 10月 6,000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 6,000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（介護請求）　【New】
社会福祉施設・事業所の

事務職員
40 6月15日 3,000円 介護保険制度の基礎、介護保険請求業務を理解し習得する。

事務職員講座（労働・社会保険事務基礎編） 社会福祉施設事務担当者 40 5月13日 6,000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（全2回） 社会福祉施設・事業所の管理者 40
7月8日

7月15日
4,000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（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾗﾎﾞｼｽﾃﾑ使用

研修）」

　(全3回・3クラス）

社会福祉施設・事業所の職員

（相談援助に携わる職員の方に

オススメ）

各ｸﾗｽ

18

【春】5月13日,27日,

6月10日

【夏】7月4日,18日,

8月1日

【秋】11月6日,20日,

12月4日

10,000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（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾗﾎﾞｼｽﾃﾑ使用

研修）」

　フォローアップクラス(全3回）

社会福祉施設・事務所の職員

（相談援助に携わる職員の方に

オススメ）

18

1月12日

1月26日

2月9日

10,000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月31日,11月14日

11月28日,12月12日
8,000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

(概ね3年以上勤続の方が望ましい)

24
10月23日,11月6日

11月20日,12月4日
8,000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。
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