
 

令和４年度 福祉職員のためのスキルアップ研修開催要項 
 

１ 目 的 

 社会福祉施設及び団体に勤務する職員を対象に、職務を遂行する上で必要な知識や技術

を習得することを目的として開催する。 
 

２ 主 催 

 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 
 

３ 会 場 

⑴ 集合研修：山梨県福祉プラザ４階 大ホール（甲府市北新１－２－１２） 

⑵ オンライン研修：オンライン会議ツール「Zoom」 
 

４ 開催日時、対象者、定員、受講料、研修内容等 

 別紙「研修日程一覧」参照 

有料の場合、山梨県社会福祉協議会会員法人と非会員法人で受講料金別 

 ※会員法人とは、山梨県社会福祉協議会の会員として登録しており、会費を納入され 

ている法人。 
 

５ 申込方法 

 本会ホームページ福祉人材研修課 「研修申込ページ」より申込とする。 

URL：https://sites.google.com/view/y-fukushi-kensyu/  

 有料研修の受講決定者には、後日、施設等宛に受講料振込依頼書及び受講決定通知を送 

付します。 

研修申込ページからの申込みが難しい方については、FAXでの申込も可。 
 

６ その他 

（１）駐車場は、山梨県福祉プラザ第２駐車場をご利用ください。 

   できるだけ、公共交通機関の利用、または乗り合わせでお越しください。 

（２）新型コロナウィルス感染症の拡大防止や台風等の影響などで、やむを得ず本研修を 

延期又は中止等することがあります。延期又は中止する場合は、山梨県社会福祉協 

議会のホームページに掲載しますので、受講前に確認ください。 

（３）集合研修の参加の方は、不織布マスクを着用で参加お願いします。また、受付時に 

検温を行います。発熱や風症状のある方は、受講を控えていただきますこと、ご了 

承ください。 

（４）研修会場は、個人の希望に合わせての室内温度調整ができません。また、新型コロ 

ナウィルス感染症拡大防止のため、適宜換気等を行います。衣服等で、体温調節で 

きる恰好でお越しください。 

（５）オンライン研修参加には、ＰＣまたはスマートフォンなどのインターネットに接続 

できる情報端末と「Ｚoom」アプリの事前インストールが必要となります。 

（６）受講料振込後の返金はいたしかねますこと、ご了承ください。 

 



 

７ 研修内容、定員、受講料、開催日時、申込受付期間 

  「研修 No.４」「研修 No.７」は、ハイブリット開催（集合＋オンライン）となります。 

  開催日時、申込期間は、次の表のとおり。 

  （当日の受付開始は、研修開始３０分前になります） 

 

研修名 

(研修 No.１) 

初級者向け 

福祉職場のビジネスマナー研修 

～福祉職として身につけて欲しい職場のマナー～ 

 

 

内容 

 

 

 

講義及び実技 

２日を通じてじっくりと福祉職場におけるマナーを学び、より実践力の高

い応対方法を身に着けます 

【１日目】 

・福祉職場のマナーの基本 

（マナーとは、ビジネスマナー、あいさつの重要性、物の授受） 

・福祉職場におけるコミュニケーション 

（コミュニケーションとは、言葉遣い、電話応対のポイント） ほか 

【２日目】（フォローアップ研修） 

・研修後の振り返り 

・現場で課題に感じている応対方法に関するポイント  ほか 

講師 山梨学院大学 経営学部経営学科 教授 立石 貴子 さん 

定員 ３０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

定員内訳：集合研修：３０名 

テキスト 立石貴子（２０１９）「福祉の職場のマナーガイドブック」全国社会福祉

協議会 

受講料 会員：９，０００円  非会員：１３，０００円 

開催日時 令和４年７月２１日（木）１０時～１６時（受付：９時３０分より） 

令和４年８月２５日（木）１３時３０分～１６時３０分 

（受付：１３時より） 

受付期間 令和４年７月１１日（月）まで 

備考 ※この研修は２日間の参加が要件になります。どちらか１日の参加はでき

ませんのでご了承ください。 

・受講料に、テキスト「福祉の職場のマナーガイドブック」（税抜：１，０

００円）購入代が含まれます。 

 

 

 

 

 



 

 

研修名 

(研修 No.2) 

中堅職員向け 

中堅職員・チームリーダー研修 

 

 

内容 

 

 

講義（ワーク含む）・質疑応答 

【１日目】 

中堅層になると、自身の仕事だけでなく「チームのこと」や「人材育成」

などについて考える場面が多くなってくるのではないでしょうか。この研

修では現場で実際にマネジメントに直面している中堅職員の悩みや疑問

に則し、中堅職員・チームリーダーが押さえておくべきチームづくりや職

員育成について学ぶことを通じて、現場での人材育成体制の向上を図りま

す。 

【２日目】 

１日目のフォローアップ研修として、前回の研修後から現場にて取り組ん

だ実践を振り返るとともに、中堅職員・チームリーダーとして現場で人を

育てていくために必要な姿勢や考え方を深めていきます。 

講師 介護哲学研究室 カイゴテラス  

代表 前田 卓弥 さん（社会福祉法人福信会 麦久保園 施設長補佐） 

定員 ３０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

定員内訳：集合研修：３０名 

受講料 無料 

開催日時 令和４年 ８月９日（火）１０時～１６時（受付：９時３０分より） 

令和４年１２月６日（火）１０時～１６時（受付：９時３０分より） 

受付期間 令和４年７月２５日（月）まで 

備考 ※この研修は２日間の参加が要件になります。どちらか１日の参加はでき

ませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

研修名 

(研修 No.3) 

中堅職員～管理職層向け 

福祉職場におけるストレスマネジメント研修 

 

 

内容 

 

 

講義（ワーク含む）・質疑応答 

職員を管理・サポートする立場にある者を対象に職員のストレスに気づ

き・対処するための方法や面談等、ロールプレイを通じた対応方法を学び

ます。 

①ストレスマネジメントの基礎 

②職員が抱えるストレスへの対処方法（面談・相談対応） ほか 

講師 山梨県立大学 

人間福祉学部 福祉コミュニティ学科 

教授 中島 朱美 さん 

定員 ３０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

定員内訳：集合研修：３０名 

受講料 会員 ５,０００円  非会員 ７,０００円 

開催日時 令和４年８月１０日（水）１０時～１６時（受付：９時３０分より） 

受付期間 令和４年７月２９日（金）まで 

 

研修名 

(研修 No.4) 

中堅職員～管理職層向け 

福祉職場におけるメンタルヘルス研修 

 

 

内容 

 

 

講義・質疑応答 

職員を管理・サポートする立場にある者を対象に職員のメンタルヘルスに

問題が生じる前の予防対策や発生した際の対応ポイントなど、現場で実践

できるメンタルヘルス対策を学んでいきます。 

・福祉の職場で起こりやすいこころの病気の基本的背景 

・メンタルの不調を抱えた職員への対応方法 

・管理、サポートする立場の方のメンタルヘルス管理のポイント 

・組織として取り組めるメンタルヘルス対策 など 

講師 山梨県立大学 

人間福祉学部 福祉コミュニティ学科 

教授 坂本 玲子 さん 

定員 ４０名（先着順） 

定員内訳：集合研修：３０名 オンライン（ZOOM）研修：１０名 

受講料 会員 ４,０００円  非会員 ６,０００円 

開催日時 令和４年９月７日（水）１３時３０分～１６時３０分（受付：１３時より） 

受付期間 令和４年８月２６日（金）まで 

 

 

 

 



 

 

研修名 

(研修 No.5) 

管理職層向け 

マネジメント研修 

「部下の能力を引き出すための上司の技術」 

「ソーシャルスタイル理論を活用した実践的コミュニケーション技術」 

 

 

内容 

 

 

講義（ワーク含む）・質疑応答 

福祉・介護の現場の離職原因として、職場の人間関係の問題が長らく大き

な要因となっており、組織におけるコミュニケーション不全が背景として

挙げられています。こうした状態を改善していくためには、管理職の姿勢

や関わり方が大きく関係しています。この研修では管理職としての自分自

身の傾向を把握しながら、育成やコミュニケーションに関する技術を学

び、管理職としての能力の向上を図ります。 

講師 ラッセルズ株式会社 平野 健一郎 さん 

定員 ３０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

定員内訳：集合研修：３０名 

受講料 無料 

開催日時 令和４年９月２２日（木）１０時～１６時（受付：９時３０分より） 

受付期間 令和４年９月９日（金）まで 

 

研修名 

(研修 No.6) 

中堅職員～管理職層向け 

介護現場におけるリスクマネジメント研修 

 

 

内容 

 

 

講義・質疑応答 

介護現場には様々なリスクが潜んでおり、あらかじめリスクを想定した管

理や対応が求められています。今回の研修では主に現場職員をマネジメン

トする立場の方を想定し、現場からの報告をどのように安全管理の向上に

つなげるかなど、管理者として押さえておきたいリスクマネジメントの取

り組みについて学びます。 

講師 健康科学大学 

看護学部 看護学科 

教授 小林 美雪 さん 

定員 ３０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

定員内訳：集合研修：３０名 

受講料 会員 ４,０００円  非会員 ６,０００円 

開催日時 令和４年１０月７日（金）１３時３０分～１６時３０分 

（受付：１３時より） 

受付期間 令和４年９月２６日（月）まで 

 

 

 



 

研修名 

(研修 No.7) 

全職層向け 

アンガーマネジメント研修 

 

 

内容 

 

 

講義・質疑応答 

近年虐待の報告件数が増加傾向にあり、怒りのコントロールに関する知識

や対処法について学ぶことが重要となっています。今回の研修では怒りと

どう上手に付き合っていけばよいのかという個人としての側面と、職場で

どのようにアンガーマネジメントを浸透させていけばよいのかという組

織としてできること両方の観点から学びを深めていきます。 

講師 健康科学大学  

健康科学部 人間コミュニケーション学科 

准教授 梅沢 佳裕 さん 

定員 ４０名（先着順） 

定員内訳：集合研修：３０名 オンライン（ZOOM）研修：１０名 

受講料 会員 ４,０００円  非会員 ６,０００円 

開催日時 令和４年１０月２１日（金）１３時３０分～１６時３０分 

（受付：１３時より） 

受付期間 令和４年１０月７日（金）まで 

 

研修名 

(研修 No.8) 

管理職層向け 

マネジメント研修 

「管理職のための組織マネジメント・リーダーシップ研修」 

 

 

内容 

 

 

講義（ワーク含む）・質疑応答 

組織の使命を理解し、目標を確実に達成していくためには、組織全体とし

て成果が上がるようにその活動を調整していくための役割を理解し、実行

していくことが重要です。この研修では経営管理能力の向上を目的に、管

理職としての役割・考え方を学ぶことを通じ、リーダーとしての資質の向

上を図ります。 

講師 ラッセルズ株式会社 平野 健一郎 さん 

定員 ３０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

定員内訳：集合研修：３０名 

受講料 無料 

開催日時 令和４年１１月２日（水）１０時～１６時（受付：９時３０分より） 

受付期間 令和４年１０月２１日（金）まで 

 

８ 問い合わせ先 

 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課（担当：矢巻、芦澤） 

 〒400-0005 甲府市北新 1-2-12 山梨県福祉プラザ４階 

 TEL 055-254-9955 / FAX 055-254-8614 / E-mail: yamaki@y-fukushi.or.jp 

 



令和４年度　福祉職員のためのスキルアップ研修　研修日程一覧

月 日 曜日 時間 初級 中堅 管理職

7月 21日 木 10時～16時（5ｈ） 〇 福祉職場のビジネスマナー研修（１日目）

相手との信頼関係を醸成していくには、モラルやマナーについて学びを深めることが

必要です。この研修では全社協「福祉の職場のマナーガイドブック」著者である立石

先生をお迎えし、福祉職場で働く人が押さえておくべき基本的なビジネスマナーや応

対技法を学びで、職員の応対力向上を図ります。

８月 25日 木 13時30分～16時30分（3ｈ） 〇 福祉職場のビジネスマナー研修（２日目）

この研修では１日目のフォローアップ研修として、自職場で実践をしてみての振り返

りや「こうした場面ではどのように対応すればいいのか？」といった疑問に答えてい

くことで、より一層の職員の応対力向上を図ります。

8月 9日 火 10時～16時（5ｈ） 〇
福祉・介護人材キャリアパス支援研修（中堅・リーダー対象）

中堅職員・チームリーダー研修（１日目）

中堅層になると、自身の仕事だけでなく「チームのこと」や「人材育成」などについ

て考える場面が多くなってくるのではないでしょうか。この研修では現場で実際にマ

ネジメントに直面している中堅職員の悩みや疑問に則し、中堅職員・チームリーダー

が押さえておくべきチームづくりや職員育成について学ぶことを通じて、現場での人

材育成体制の向上を図ります。

12月 6日 火 10時～16時（5ｈ） 〇
福祉・介護人材キャリアパス支援研修（中堅・リーダー対象）

中堅職員・チームリーダー研修（２日目）

この研修では１日目のフォローアップ研修として、前回の研修後から現場にて取り組

んだ実践を振り返るとともに、中堅職員・チームリーダーとして現場で人を育ててい

くために必要な姿勢や考え方を深めていきます。

3 8月 10日 水 10時～16時（5ｈ）
県福祉プラザ

４階大ホール
〇 〇 30名

県社協会員

5,000円

非会員

7,000円

福祉職場におけるストレスマネジメント研修

山梨県立大学

人間福祉学部 福祉コミュニティ学科

教授　中島　朱美　さん

職員を管理・サポートする立場にある者を対象に職員のストレスに気づき・対処する

ための方法や面談等、ロールプレイを通じた対応方法を学びます。

①ストレスマネジメントの基礎

②職員が抱えるストレスへの対処方法（面談・相談対応）　ほか

4 9月 7日 水 13時30分～16時30分（3ｈ）

①県福祉プラザ

　４階大ホール

②オンライン

　会議ツール

　「ZOOM」

〇 〇
40名

（①＋②合計）

県社協会員

4,000円

非会員

6,000円

福祉職場におけるメンタルヘルス研修

山梨県立大学

人間福祉学部 福祉コミュニティ学科

教授　坂本　玲子　さん

職員を管理・サポートする立場にある者を対象に職員のメンタルヘルスに問題が生じ

る前の予防対策や発生した際の対応ポイントなど、現場で実践できるメンタルヘルス

対策を学んでいきます。

・福祉の職場で起こりやすいこころの病気の基本的背景

・メンタルの不調を抱えた職員への対応方法

・管理、サポートする立場の方のメンタルヘルス管理のポイント

・組織として取り組めるメンタルヘルス対策　など

5 9月 22日 木 10時～16時（5ｈ）
県福祉プラザ

４階大ホール
〇 30名 無料

福祉・介護人材キャリアパス支援研修 （管理職層）

マネジメント研修

「部下の能力を引き出すための上司の技術」

「ソーシャルスタイル理論を活用した実践的コミュニケーション技術」

ラッセルズ株式会社

平野　健一郎　さん

福祉・介護の現場の離職原因として、職場の人間関係の問題が長らく大きな要因と

なっており、組織におけるコミュニケーション不全が背景として挙げられています。

こうした状態を改善していくためには、管理職の姿勢や関わり方が大きく関係してい

ます。この研修では管理職としての自分自身の傾向を把握しながら、育成やコミュニ

ケーションに関する技術を学び、管理職としての能力の向上を図ります。

6 10月 7日 金 13時30分～16時30分（3ｈ）
県福祉プラザ

４階大ホール
〇 〇 30名

県社協会員

4,000円

非会員

6,000円

介護現場におけるリスクマネジメント研修

（中堅・管理職向け）

健康科学大学

看護学部 看護学科

教授　小林　美雪　さん

介護現場には様々なリスクが潜んでおり、あらかじめリスクを想定した管理や対応が

求められています。今回の研修では主に現場職員をマネジメントする立場の方を想定

し、現場からの報告をどのように安全管理の向上につなげるかなど、管理者として押

さえておきたいリスクマネジメントの取り組みについて学びます。

7 10月 21日 金 13時30分～16時30分（3ｈ）

①県福祉プラザ

　４階大ホール

②オンライン

　会議ツール

　「ZOOM」

〇 〇 〇
40名

（①＋②合計）

県社協会員

4,000円

非会員

6,000円

アンガーマネジメント研修

健康科学大学

健康科学部 人間コミュニケーション学科

准教授　梅沢　佳裕　さん

近年虐待の報告件数が増加傾向にあり、怒りのコントロールに関する知識や対処法に

ついて学ぶことが重要となっています。今回の研修では怒りとどう上手に付き合って

いけばよいのかという個人としての側面と、職場でどのようにアンガーマネジメント

を浸透させていけばよいのかという組織としてできること両方の観点から学びを深め

ていきます。

8 11月 2日 水 10時～16時（5ｈ）
県福祉プラザ

４階大ホール
〇 30名 無料

福祉・介護人材キャリアパス支援研修（管理職層）

マネジメント研修

「管理職のための組織マネジメント・リーダーシップ研修」

ラッセルズ株式会社

平野　健一郎　さん

組織の使命を理解し、目標を確実に達成していくためには、組織全体として成果が上

がるようにその活動を調整していくための役割を理解し、実行していくことが重要で

す。この研修では経営管理能力の向上を目的に、管理職としての役割・考え方を学ぶ

ことを通じ、リーダーとしての資質の向上を図ります。

No.

1

2

30名

（要２日参加）

県社協会員

9,000円

非会員

13,000円

30名

（要２日参加）
無料

【お問合せ】社会福祉法人　山梨県社会福祉協議会　福祉人材研修課　研修担当

　　　　　　TEL　055-254-9955　FAX　055-254-8614

定員 研修名 講師 研修概要
対象者

会場 受講料

山梨学院大学 経営学部経営学科

教授　立石　貴子　さん

介護哲学研究室　カイゴテラス

代表　前田　卓弥　さん

（社会福祉法人福信会 麦久保園 施設長補佐）

県福祉プラザ

４階大ホール

県福祉プラザ

４階大ホール

開催日時

研修のお申込みはこちらから！⇒


