
平成30年度　岡山県福祉人材センター　研修計画

■社会福祉法人等におけるキャリアパス構築支援研修

No 研修会名 実施予定月日 日数 日程 研修内容 対象 参加費 定員

1

新

福祉職員キャリアパス対応生涯研修

課程　【初任者コース】

〔A日程〕10-11月

〔B日程〕10-11月

〔C日程〕10-11月

2日 3

講義・演習

・初任者に求められる役割行動(他者期待)を学ぶとともに、自身の思い

(自己期待)と融合させることで、キャリアビジョンを描き、アクションプランを

策定する。

初任者

（新卒者・入職後3年以内）

会員6,000円

非会員20,000円
各60名

2

新

福祉職員キャリアパス対応生涯研修

課程　【中堅職員コース】

〔A日程〕7月12･13日

〔B日程〕8月7・8日
2日 2

講義・演習

・中堅職員に求められる役割行動(他者期待)を学ぶとともに、自身の思

い(自己期待)と融合させることで、キャリアビジョンを描き、アクションプラン

を策定する。

中堅職員

（主任・ﾘｰﾀﾞｰ等の役職にない職

員、入職後概ね3～5年）

会員6,000円

非会員20,000円
各60名

3

新

福祉職員キャリアパス対応生涯研修

課程　【チームリーダーコース】

〔A日程〕6月19・20日

〔B日程〕7月5・6日
2日 2

講義・演習

・チームリーダーに求められる役割行動(他者期待)を学ぶとともに、自身

の思い(自己期待)と融合させることで、キャリアビジョンを描き、アクション

プランを策定する。

チームリーダー

（近い将来ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰに就く職

員、主任・ﾘｰﾀﾞｰ・係長等の職

員）

会員6,000円

非会員20,000円
各60名

4

新

福祉職員キャリアパス対応生涯研修

課程　【管理職員コース】
8月21・22日 2日 1

講義・演習

・管理職員に求められる役割行動(他者期待)を学ぶとともに、自身の思

い(自己期待)と融合させることで、キャリアビジョンを描き、アクションプラン

を策定する。

管理職員

（近い将来管理者に就く職員、

現在、管理者等に就いている職

員）

会員10,000円

非会員30,000円
50名

5

新

初任者重点テーマ強化研修

（コミュニケーション）
7月30日 1日 1

講義・演習

・初任者のキャリアアップに必要な「コミュニケーション」について学び、スキ

ルを習得する。

初任者

（新卒者・入職後3年以内）

会員 3,000円

非会員10,000円
70名

6

新

中堅職員重点テーマ強化研修

（業務における課題解決）
9月 1日 1

講義・演習

・中堅職員のキャリアアップに必要な「業務における課題解決」について

学び、スキルを習得する。

中堅職員

（主任・ﾘｰﾀﾞｰ等の役職にない職

員、入職後概ね3～5年）

会員 3,000円

非会員10,000円
70名

7

新

チームリーダー重点テーマ強化研修

（リーダーシップ）
8月 1日 1

講義・演習

・チームリーダーのキャリアアップに必要な「リーダーシップ」について学び、ス

キルを習得する。

チームリーダー

（近い将来ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰに就く職

員、主任・ﾘｰﾀﾞｰ・係長等の職

員）

会員 3,000円

非会員10,000円
50名

8

新

キャリアパスを活かした人材マネジメン

ト研修
9月 1日 1

講義・演習

・求められる人材育成とキャリアパス体系構築

・キャリアパスを活かした人事処遇制度の推進体制の構築

人材育成担当者・管理職員
会員 3,000円

非会員10,000円
60名

9

福祉職場における人材育成研修の

体系構築・推進研修

　（※H30年度開催・隔年開催）

9月6・7日 2日 1

※旧「福祉の職場研修向上研修（担当者養成研修）」と同様の研修です。

講義・演習

・これからの福祉人材育成と職場内研修

・職場研修の考え方と推進方法

・OJT・OFF-JTの理解　　・年度研修計画の策定

職場研修担当者
会員 3,000円

非会員10,000円
60名



平成30年度　岡山県福祉人材センター　研修計画

■福祉現場のニーズに合った人材育成研修

No 研修会名 実施予定月日 日数 日程 研修内容 対象 参加費 定員

10 接遇セミナー
〔A日程〕4月18日

〔B日程〕4月20日
1日 2

講義・演習

・接遇ﾏﾅｰの基本、ｻｰﾋﾞｽの時代に求められる人物像
初任者

会員3,000円

非会員10,000円
各100名

11 接遇リーダー研修
〔A日程〕4月24日

〔B日程〕5月11日
1日 2

講義・演習

･接遇ﾘｰﾀﾞｰの役割、接遇ﾏﾅｰの実践
チームリーダー

会員3,000円

非会員10,000円
各60名

12 コーチング研修 5月22・29日 2日 1

講義･演習

・後輩の育成・指導の際に役立つ手法としてコーチングの基本的な考え

方や基本スキルを体験的に学ぶ

中堅職員・チームリーダー
会員6,000円

非会員20,000円
80名

対人援助技術研修

【基礎コース】
9月 1日 1

講義・演習

・事例検討を通して対人援助職としての相談援助技術の基礎を学ぶ
相談援助業務にあたる職員

会員3,000円

非会員10,000円
40名

対人援助技術研修

【実践コース】
10月 1日 1

講義・演習

・事例検討を中心に相談援助技術の向上をはかる

相談援助業務にあたる職員
（基礎コースを受講したことがある者）

会員3,000円

非会員10,000円
40名

14 介護技術向上研修

〔A日程〕10-12月

〔B日程〕10-12月

〔C日程〕10-12月

2日 3
講義・実技

・基礎的な介護技術の再確認

介護職員
（介護業務経験1年以上3年未満程

度）

会員8,000円

非会員20,000円
各32名

15 介護職員指導技術研修
〔A日程〕10-12月

〔B日程〕10-12月
2日 2

講義・実技

・指導者としての心得・指導方法とポイント

・指導技術の実践等

介護技術指導職員

（介護技術の指導にあたる者、今後

行う者）

会員8,000円

非会員20,000円
各32名

リスクマネジメント研修

【新任コース】
5月9日

1日
(午後)

1
講義（演習）

・新任職員のための虐待防止・権利擁護の理解と実践
初任者

会員3,000円

非会員10,000円
90名

リスクマネジメント研修

【中堅コース】【指導・管理コース】
9-10月 1日 各１

講義・演習

・リスクマネジメントの実践のための知識と理論　　・KYT演習等

〔中堅ｺｰｽ〕　中堅職員

〔指導・管理ｺｰｽ〕

　　チームリーダー・管理職員

会員3,000円

非会員10,000円
各90名

17

新

災害時のBCP（事業継続計画）

策定研修

〔入所施設〕7月24日

〔通所施設〕7月25日
1日 各１

講義・演習

・災害時のBCP（事業継続計画）の必要性

・事例を想定した机上訓練

チームリーダー・管理職員
会員3,000円

非会員10,000円
各80名

18

新
クレーム対応研修 5月23日 1日 1

講義・演習

・苦情の捉え方、苦情への対応（コミュニケーション）を学ぶ
中堅・チームリーダー・管理職員 3,000円 80名

19 会計職員実務研修 6月28日 1日 1
講義・演習

・社会福祉法人会計基準の解説
会計担当職員（初任者）

会員4,000円

非会員10,000円
60名

20 人事・労務管理実務研修 6月12日 1日 1
講義・演習

・人事・労務管理の実務に必要となる基本的な制度・手続き等

人事労務管理担当者（実務

者）

会員3,000円

非会員10,000円
60名

21 メンタルヘルス担当者研修 12月 2日 1
講義・演習

・ストレス、こころの病、働きやすい職場づくり等について

メンタルヘルス担当者

チームリーダー・管理職員

会員6,000円

非会員20,000円
60名

22

新
コミュニティソーシャルワーク研修 6月7・22日 2日 1

講義・演習

・コミュニティソーシャルワークの基本的な視点や手法を習得する

地域公益活動担当者

中堅職員・チームリーダー

会員6,000円

非会員20,000円
60名

23
OJT指導者研修
（※H30年度開催なし・隔年開催）

16

※本研修は平成31年度に開催予定です。※旧「福祉の職場研修向上研修（OJT研修）」と同様の研修です。

13



平成30年度　岡山県福祉人材センター　研修計画

■資格取得に向けた研修

No 研修会名 実施予定月日 日数 日程 研修内容 対象 参加費 定員

24
介護支援専門員実務研修受講試

験準備講習会

7月

8月

9月

3日 1
講義・演習

・保健医療ｻｰﾋﾞｽの知識等　・福祉ｻｰﾋﾞｽの知識等　・模擬試験

介護支援専門員実務研修受講試験の受

験資格のある者

3日間 10,000円

(4,000円／1日)
90名

25
介護支援専門員実務・更新（未経

験者向け）・再研修〔県委託〕

H31.1-3月

※実務研修は5月まで

実14日

更・再9日
ー

講義・演習

・介護保険制度の理念　・ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基本等

介護支援専門員実務研修受講試験の合

格者及び更新（未経験者）・再研修受

講者

実務　35,400円

　＋実習　3,000円

更・再　21,900円

定員無

26

認知症介護実践研修(実践者研

修)

〔指定実施機関〕

〔第1回〕7月・9月

〔第2回〕8月・10月

〔第3回〕9月・11月

〔第4回〕10月・12月

〔第5回〕11月･H31.1月

6日 5

講義・演習

・認知症ケアの基本的視点と理念、倫理

・認知症の人への介護技術

・アセスメントとケアの実践の基本　　・自施設実習　等

介護保険施設･事業者

実務経験2年程度の介護職員
33,000円 各72名

27
認知症対応型サービス事業

開設者研修〔委託〕
9月 1日 1

講義・演習

・地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業の制度理解

・認知症高齢者の理解・ケアのあり方等

指定小規模多機能型居宅介護事業所、

指定認知症対応型共同生活介護事業所

代表者

3,000円 定員無

28
認知症対応型サービス事業

管理者研修〔委託〕

〔第1回〕 9月

〔第2回〕11月

〔第3回〕H31.3月

2日 3

講義・演習

・地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業の制度理解

・管理者の役割　等

指定認知症対応型通所介護事業所、指

定小規模多機能型居宅介護事業所、指

定認知症対応型共同生活介護事業所管

理者であって、実践者研修修了者

4,000円 定員無

29
小規模多機能型サービス等

計画作成担当者研修〔委託〕
10月 2日 1

講義・演習

・小規模多機能型サービス事業の理念

・ケアマネジメント論・居宅介護支援計画作成の実際

指定小規模多機能型居宅介護事業所計

画作成担当者であって、実践者研修修了

者

4,000円 定員無

30 認知症介護基礎研修〔委託〕

〔第1回〕6月

〔第2回〕7月

〔第3回〕12月

1日 3

講義・演習

・認知症の人の理解と対応の基本

・認知症ケアの実践上の留意点

認知症ケアに関わる人（岡山市以外） 無料 各100名

＊日程・内容等は、都合により変更する場合があります。 ＊研修会の対象者は岡山県内社会福祉施設・事業所の方です。

＊会場は、きらめきプラザ（岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館）を基本に開催を予定しています。



平成30年度　岡山県福祉人材センター　年間研修スケジュール　＊H30.4月-H31.3月

No 研修名

1 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（初任者研修）

2 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（中堅職員研修）

3 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（チームリーダー研修）

4 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（管理職員研修）

5 初任者重点テーマ強化研修（コミュニケーション）

6 中堅職員重点テーマ強化研修（業務における課題解決）

7 チームリーダー重点テーマ強化研修（リーダーシップ）

8 キャリアパスを活かした人材マネジメント研修

9 福祉職場における人材育成研修の体系構築･推進研修（隔年開催）

10 接遇セミナー

11 接遇リーダー研修

12 コーチング研修

13 対人援助技術研修（基礎・実践コース）　

14 介護技術向上研修

15 介護職員指導技術研修

16 リスクマネジメント研修（新任・中堅・指導管理コース）

17 災害時のBCP（事業継続計画）策定研修

18 クレーム対応研修

19 会計職員実務研修

20 人事・労務管理実務研修　

21 メンタルヘルスケア担当者養成研修　

22 コミュニティソーシャルワーク研修

23 OJT指導者研修（※30年度開催なし・隔年開催）

24 介護支援専門員実務研修受講試験準備講習会

25 介護支援専門員実務・更新・再研修

26 認知症介護実践研修　実践者研修

27 認知症対応型ｻｰﾋﾞｽ事業　開設者研修

28 認知症対応型ｻｰﾋﾞｽ事業　管理者研修

29 小規模多機能型ｻｰﾋﾞｽ等計画作成担当者研修

30 認知症介護基礎研修

3日目

3月7月 8月 9月 1月 2月10月 11月 12月４月 ５月 6月

実践基礎

新任 中堅・指導管理

5日程

※実務研修は5月まで開催

1日目 2日目


