
 2019年度　社会福祉関係職員研修実施計画表

※都合により日程、研修内容等変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 〈受講料（）内は、県社協会員料金〉

№ 研　修　名 受講対象者 実施日
受講
定員
(名)

研修内容（予定）
受講料
（円）

申込開始日 申込締切日

1

社
会
福
祉
行
政

新
任
職
員
研
修

福祉行政新任職員研修 在職1年未満の県・市町村職員
2019年５月16日（木）～17日（金）
新潟ユニゾンプラザ5階「特別会議室」

40

 講義　 　　　「社会福祉行政論」
 講義　　　 　「生活保護と生活困窮者自立支援制度について」
 講義　　　 　「児童の福祉施策」
 講義　　　 　「障害者の福祉施策」
 講義　　　 　「高齢者の保健福祉施策」
 講義 　　　　「地域福祉の推進について」
 講義･演習  「地域包括ケアを推進するために」

5,100 ３月25日(月) ４月14日(日)

2
［第1回］ 2019年７月17日（水）・18日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大会議室」

80 ４月１日(月) ５月19日(日)

3
［第2回］ 2019年９月11日（水）・12日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80 ５月27日(月) ７月７日(日)

4
［第3回］ 2019年10月30日（水）・31日（木）
燕三条地場産業振興センターリサーチコア

80 ７月16日(火) ９月１日(日)

5
［第4回］ 2019年11月21日（木）・22日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80 ８月５日(月) ９月16日(月)

6
［第1回］ 2019年７月23日（火）・24日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80 ４月８日(月) ５月26日(日)

7
［第2回］ 2019年８月27日（火）・28日（水）
燕三条地場産業振興センターリサーチコア

80 ５月13日(月) ６月23日(日)

8
［第3回］ 2019年９月３日（火）・４日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大会議室」

80 ５月20日(月) ６月30日(日)

9
［第4回］ 2019年10月24日（木）・25日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大会議室」

80 ７月８日(月) ８月25日(日)

10
［第5回］ 2019年11月13日（水）・14日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80 ７月29日(月) ９月16日(月)

11
［第6回］ 2019年12月４日（水）・５日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大会議室」

80 ８月19日(月) 10月６日(日)

12
［第1回］ 2019年９月25日（水）・26日（木）
燕三条地場産業振興センターリサーチコア

80 ６月10日(月) ７月28日(日)

13
［第2回］ 2019年10月１日（火）・２日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80 ６月17日(月) ８月４日(日)

14
［第3回］ 2019年11月６日（水）・７日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大会議室」

80 ７月22日(月) ９月８日(日)

15 管理職員コース
施設長・事務局長等の役職に
ある職員、又はそれに該当する
管理者

2019年８月８日（木）・９日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

60

 講義･演習　「キャリアデザインとセルフマネジメント」
 講義･演習　「福祉サービスの基本理念と倫理」
　　　　　　　　 「メンバーシップ・リーダーシップ」
 講義･演習　「管理職員としての能力開発と人材育成」
　　　　　　　　 「業務課題の解決と実践研究」
　　　　　　　　 「リスクマネジメント」 他啓発科目
 講義･演習　「行動指針マップの策定」
 講義･演習　「キャリアデザインシートと行動計画の策定」

9,000 ５月７日(火) ６月16日(日)

主任、係長に就いている職員又
はそれに該当する指導的職員

 講義･演習　「キャリアデザインとセルフマネジメント」
 講義･演習　「福祉サービスの基本理念と倫理」
　　　　　　　　 「メンバーシップ・リーダーシップ」
 講義･演習　「チームリーダーとしての能力開発」
　　　　　　　　 「業務課題の解決と実践研究」
　　　　　　 　　「リスクマネジメント」 他啓発科目
 講義･演習　「行動指針マップの策定」
 講義･演習　「キャリアデザインシートと行動計画の策定」

7,100

7,100

中堅職員コース
職務経験概ね４年以上で主任､
係長に就いていない中堅職員

 講義･演習　「キャリアデザインとセルフマネジメント」
 講義･演習　「福祉サービスの基本理念と倫理」
　　　　　　　　 「メンバーシップ・リーダーシップ」
 講義･演習　「中堅職員としての能力開発」
　　　　　　　　 「業務課題の解決と実践研究」
　　　　　　　　 「リスクマネジメント」 他啓発科目
 講義･演習　「行動指針マップの策定」
 講義･演習　「キャリアデザインシートと行動計画の策定」

7,100

初任者コース 職務経験３年以下の新任職員

 講義･演習　「キャリアデザインとセルフマネジメント」
 講義･演習　「福祉サービスの基本理念と倫理」
　　　　　　　　 「メンバーシップ・リーダーシップ」
 講義･演習　「福祉職員としての能力開発」
　　　　　　　　 「業務課題の解決と実践研究」
　　　　　　　　 「リスクマネジメント」 他啓発科目
 講義･演習　「行動指針マップの策定」
 講義･演習　「キャリアデザインシートと行動計画の策定」
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 2019年度　社会福祉関係職員研修実施計画表

※都合により日程、研修内容等変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 〈受講料（）内は、県社協会員料金〉

№ 研　修　名 受講対象者 実施日
受講
定員
(名)

研修内容（予定）
受講料
（円）

申込開始日 申込締切日区　　分

16
福祉事業所における
　    キャリアパス構築支援研修

社会福祉施設・事業所の管理
職員及び人材育成担当者等

2019年５月20日（月）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80

 講義　　　　　「福祉の人材育成の現状と課題
　　　　　　　　　　～キャリアパスの基本的理解～」
 講義・演習　「事業所におけるキャリアパスの構築及び
                                                               活用方法について」

3,100 ３月25日(月) ４月14日(日)

17 エルダー研修
新人職員の育成・指導を担当し
ている、又は担当予定の福祉関
係職員

2019年６月５日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義 　　　　 「エルダー」の考え方と、育成・指導におけるポイン ト」
 講義・演習　「育成計画を立ててみよう」
 まとめ　　　　「職員が育ち、定着する職場づくりに向けて」

3,100 ３月25日(月) ４月21日(日)

18 福祉職場の働き方改革研修 施設長・事務局長・管理者等
2019年６月11日（火）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80

 講義　　　　　「働き方改革と人事管理」
 　　　　　　　　「福祉職場の非正規雇用」　「福祉職場の定年再雇用」
 　　　　　　　　「職場の多様な働き方とキャリアパスと人事考課」

3,100 ３月25日(月) ５月６日(月)

19
［第1回］ 2019年６月18日（火）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

70 ３月25日(月) ５月６日(月)

20
［第2回］ 2019年７月４日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

70 ４月１日(月) ５月26日(日)

21
［第1回］ 2019年７月25日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

70 ４月22日(月) ６月９日(日)

22
［第2回］ 2019年９月20日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

70 ６月24日(月) ８月４日(日)

23 社会福祉職員スタートアップ研修
職務経験1年以下の新任職員
で､過去に社会福祉の基礎を学
んだことがない方

2019年８月１日（木）・ ２日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

講義　　　　　「福祉サービスの基本理念と職業倫理」
 講義・演習　「対人援助職に求められる知識・技術について」
 講義　　　　　「社会福祉のあゆみと社会福祉政策の動向」
 講義・演習　「利用者本位のサービス提供を実現するために」

5,100 ５月７日(火) ６月16日(日)

24 職場研修担当職員研修 職場研修担当者
2019年８月20日（火）・21日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

70

 講義          「これからの福祉人材育成と推進方法」
 講義・演習　「福祉職場の考え方と推進方法、職場研修の
                                                                推進実態を診断する」
 講義・演習　「OJT活性化施策の推進、OFF-JTによる人材育成」
 講義・演習　「職場ニーズ分析と年間計画策定、
                                                職場研修担当職員の役割と課題」

5,100 ５月20日(月) ７月７日(日)

25 スーパービジョン研修
チームリーダー（指導的職員）
又は人材育成担当職員

2019年８月30日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大会議室」

60

 講義　　　　　「スーパービジョンの基礎的理解」
 講義・演習　「スーパービジョンの実践・展開」

3,100 ５月27日(月) ７月15日(月)

26
コミュニケーションスキルアップ研修
〔初任者コース〕

職務経験２年未満の新任職員
2019年５月30日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義・演習　「自己覚知と他者理解」
 講義・演習　「コミュニケーションの基本」
 講義・演習　「記録の書き方」 3,100 ３月25日(月) ４月21日(日)

27 ストレスマネジメント研修 福祉関係職員
2019年５月31日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

100

 講義・演習　「ストレス及びメンタルヘルスの理解」
 講義・演習　「ストレス状態やストレスタイプの理解
 講義・演習　「ストレスへの対処方法について」 3,100 ３月25日(月) ４月21日(日)

3,100

職務経験２年未満の新任職員

 講義・演習　「接遇応対の基本」
 講義・演習　「職場における実践マナー」

3,100

 講義・演習　「接遇応対の基本」
 講義・演習　「リーダーの役割と問題解決の方法～職員の意識
　　　　　　　　　改革と組織開発を考える～」

接遇研修 〔初任者コース〕
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接遇研修 〔リーダーコース〕
職務経験５年以上の指導的職
員
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※都合により日程、研修内容等変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 〈受講料（）内は、県社協会員料金〉

№ 研　修　名 受講対象者 実施日
受講
定員
(名)

研修内容（予定）
受講料
（円）

申込開始日 申込締切日区　　分

28 フィジカルアセスメント研修 高齢者福祉関係職員
2019年６月７日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

100

 講義　　　　　「介護現場におけるフィジカルアセスメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の意義と概要 」
 講義・演習　「高齢者の身体的特徴と観察のポイント」
 講義・演習　「生命維持・生活支援のためのフィジカル アセスメント」

5,100
(3,100)

３月25日(月) ５月６日(月)

29 チームワーク向上研修
主任・係長等に就いている職員
又はそれに該当する指導的職
員

2019年６月19日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

100

 講義・演習　 「職場におけるチームワークの促進」
                     「問題解決力をたかめるために」 5,100

(3,100)
３月25日(月) ５月６日(月)

30
コミュニケーションスキルアップ研修
〔リーダーコース〕

職務経験１０年以上の指導的職
員

2019年６月26日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義・演習　「リーダーの基礎知識」
 講義・演習　「チームにおけるコミュニケーション」

3,100 ４月１日(月) ５月12日(日)

31 高齢者・障害者虐待防止・対策研修
高齢者及び障害者福祉関係職
員

2019年６月27日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義・演習　「施設等における虐待を防ぐために」
　　　　　　　　　　　～アンガーマネジメントとフロー理論～

3,100 ４月１日(月) ５月12日(日)

32 相談面接技術基礎研修
相談援助業務に従事している
職員（３年以下）,又は今後相談
業務に従事する予定の職員

2019年７月３日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

80

 講義・演習　「相談面接技術の理解」
 講義・演習　「相談面接の実践～相談面接の倫理と技術～」 5,100

(3,100)
４月８日(月) ５月19日(日)

33
［第1回］ 2019年 ７月 ９日（火）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120 ４月８日(月) ５月26日(日)

34
［第2回］ 2019年10月23日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120 ７月22日(月) ９月８日(日)

35
［第1回］ 2019年７月10日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120 ４月８日(月) ５月26日(日)

36
［第2回］ 2019年10月４日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120 ７月８日(月) ８月18日(日)

37
［第1回］ 2019年８月22日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120 ５月20日(月) ７月７日(日)

38
［第2回］ 2019年９月10日（火）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120 ６月10日(月) ７月28日(日)

39 福祉・介護職員リーダーシップ研修 福祉関係職員
2019年９月６日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

100

 講義・演習　「福祉リーダーの極意
　　　　　　　　　 ～揺るぎない”福祉のプロ”を目指して～」 5,100

(3,100)
６月３日(月) ７月21日(日)

40 アクティビティ・ケア研修 福祉関係職員
2019年９月18日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義　　　　 「アクティビティ・ケアの基礎理論」
 講義・演習 「アクティビティ・ツールの製作と実践」
 講義・演習 「心を動かす」コミュニケーション実践
 講義        　「アクテビティ・ケアの実践にむけて」

8,300 ６月17日(月) ８月４日(日)

41 伝える力研修 福祉関係職員
2019年10月16日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義・演習　「コミュニケーションの基本」
 講義・演習　「相手に伝えるためのコミュニケーション方法」
 講義・演習　「対人援助職に必要とされる伝える力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プレゼンテ－ション力）」
 講義・演習　「プレゼンテーション力を高めるには」

5,100
(3,100)

７月16日(火) ９月１日(日)

5,100
(3,100)

職務経験概ね４年以上で主任、
係長に就いていない中堅職員

気づく力研修
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記録の書き方研修 福祉関係職員

 講義　　　　　「記録の目的・役割・意義、記録の書き方の基本」
 講義・演習　「記録の書き方の基本・ポイント」

5,100
(3,100)

 講義・演習　「今、中堅職員に求められること
 　　　　　　　　～人が育つ、職場が変わる気づき力～」

 講義・演習　「認知症疾患の理解について」
 講義・演習　「認知症ケアと対応について」

3,100認知症ケア・対応研修 福祉関係職員



 2019年度　社会福祉関係職員研修実施計画表

※都合により日程、研修内容等変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 〈受講料（）内は、県社協会員料金〉

№ 研　修　名 受講対象者 実施日
受講
定員
(名)

研修内容（予定）
受講料
（円）

申込開始日 申込締切日区　　分

42 コーチング研修 福祉関係職員
2019年10月17日（木）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義　　　　　「コーチングとは」
 講義・演習　「コーチングスキルの習得」
 講義・演習　「コーチングコミュニケーション」 3,100 ７月16日(火) ９月１日(日)

43
対人援助職のための
                ファシリテーション研修

福祉関係職員
2019年11月12日（火）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

100

 講義　　　　　「ファシリテーションの基本」
 講義　　　　　「現場で活かすファシリテーション」
 講義・演習　「ファシリテーションの実践」

5,100
(3,100)

８月12日(月) ９月29日(日)

44 口腔ケア研修 福祉関係職員
2019年11月29日（金）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義　　　　　「口腔ケアの必要性・効果と実際」
 講義・演習　「口腔ケアの実際とドライマウス」
 講義・演習　「食事介助の基本」
 講義・演習　「口腔ケアを進めるために」 3,300 ８月26日(月) 10月14日(月)

45 モチベーションアップ研修 福祉関係職員
2019年12月11日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義・演習　「感情労働とモチベーションアップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～チームの「元気」の支え方～」 5,100

(3,100)
９月９日(月) 10月27日(日)

46 看取りケア研修 福祉関係職員
2019年12月18日（水）
新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」

120

 講義・演習　「施設・在宅における看取の現状と対応について」

3,100 ９月17日(火) １１月４日(月)
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社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の会員加入について 《ご案内》

新潟県社会福祉協議会では会員を募集しています。

本会は社会福祉法第110条に規定され、県内の公私の社会福祉関係者（市町村社会福祉協議会、民生委員・児童委員、社会福祉施設、関係機

関・団体等）の参加と協力のもと、「共に生き共につくる福祉社会を目指して」を基本理念に、住民一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らすこ

とができるまちづくりのための活動に取り組んでいます。

会員にご加入いただきますと、本会の主催する社会福祉研修への参加費割引や、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への加入ができ

るほか、県内の社会福祉の動向などを掲載した本会機関紙「福祉にいがた」をお届けします。

会員規程や会費、入会申込方法等の詳細は、本会ホームページをご覧ください。（http://www.fukushiniigata.or.jp/about/pref/）


