平成３０年度

チームリーダーキャリアアップ研修会

～福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程～

【実施要項】
１

目 的
昨今、少子高齢化・人口減少が進み、福祉・介護等ニーズが拡大・多様化する中、
福祉・介護等の現場においては、提供されるサービスの更なる資質向上が求められて
います。
その推進にあたっては、職員ひとり一人がどのように成長していきたいか、といっ
た「キャリアの進路・道筋を描くこと（キャリアデザイン）」が重要となります。
そこで、本研修会では福祉・介護等職員に共通に求められる能力を、段階的・体系
的に習得するための基礎的研修である「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（全
国共通）」を用いた事前学習や研修会を通して、職員のキャリアパスに応じた資質向
上の支援と、各施設・事業所等におけるキャリアパス制度構築や職員育成施策の支援
を目的として開催します。
２
３

主 催
沖縄県、沖縄県社会福祉協議会

福祉人材研修センター

後 援（予定）（順不同）
沖縄県市町村社会福祉協議会連絡協議会
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県保育協議会
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県社会福祉法人経営者協議会
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県身体障害児者施設協議会
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県心身障害児者施設協議会
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県児童養護協議会
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県老人福祉施設協議会

４

日 時
【１日目】平成３０年１０月２日（火） ９：５０～１７：００ （受付９：２０～）
【２日目】平成３０年１０月３日（水） ９：３０～１６：４０ （受付９：００～）

５

研修会場
沖縄県総合福祉センター 西棟４階 第５～７会議室
住所 〒903-0804 那覇市首里石嶺町 4－373－1

６

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（以下：本研修課程）とは・・・
2007(h19)年 8 月に告示された「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」（新福祉人材確保指
針）をふまえ、全国社会福祉協議会・中央福祉学院にて本研修課程が開発された。
【本研修課程の主な目的・特徴】
①職員が自らのキャリアアップの道筋（キャリアデザイン）を描き、各施設・事業所のキャリアパスの段階に応じて共通に求めら
れる能力の段階的・体系的な習得を支援する「従事者支援」と各施設・事業所の主体的なキャリアパスの整備や職員育成施策の
確立・実施を支援する「施設・事業所等支援」の 2 つが大きな目的である。
②高齢・障害・保育等、あらゆる分野に共通して求められるスキルを身に付ける基礎的研修として、各階層を 5 つの区分（初任
者・中堅・チームリーダー・管理者・上級管理者）に分け、全国共通の基礎的研修として標準テキストを作成。（h29 時点、全国
39 か所で実施。約 18,000 人が受講）
③研修プログラムは、従来の伝授型・解説型の研修会とは異なり、標準テキストを用いた「自己学習」「面接授業（研修会）
」「キャ
リアデザインシートの作成」で構成され、受講者同士の相互理解とフードバック講義により、職員のキャリアデザイン構築に寄
与する参加型研修となっている。
※本研修課程の詳しい内容は『おきなわ福祉研修支援サイト』の『
「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」とは』をご参
照ください。
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７

講師/プロフィール
田島 誠一（たじま

せいいち）氏

・【現
職】 合同会社 TKT 福祉経営研究所代表、日本福祉大学経営学部教授
・【最終学歴】 日本社会事業大学
・【主な職歴】 聖隷福祉事業団（保育士、本部総務部長、常務理事）、聖隷浜松病院（医事課長、事務次長）
聖隷三方原病院（事務長）
、日本社会事業大学専門職大学（教授）
、日本老人福祉財団（理事長）
厚生労働省社会・援護局「社会福祉法人経営研究会」
（委員）、日本老人福祉財団（理事長）
日本ホスピス緩和ケア協会（常務理事）
・【現
職】 日本社会事業大学評議員、公益社団法人日本サードセクター経営者協会協働代表理事
特定非営利活動法人東京 YWCA ヒューマンサービスサポートセンター理事長
公益社団法人全国有料老人ホーム協会理事、一般社団法人非営利組織評価センター評議員
障害平等研修（DET）サポーター
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程テキスト編集委員会（委員長）
・【主な著書】 「社会福祉法人の経営改革」（日本社会事業団専門社会福祉士講座③、社会保険研究所）
「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程テキスト」１～４（編著、全社協）、他多数
・奄美大島にて保育士としての勤務を皮切りに、保育・医療・高齢等の施設長や理事等を務める。また厚労省等の各種委
員を歴任するとともに、大学や各種セミナーでの講義において、福祉人材の養成・育成にも力を注いでいる。

８
９

研修会内容
別添「日程及びセッション」を御参照ください。
定

員

６０名

10 受講対象
・各福祉施設・事業所等において、実務を進める単位（チームやユニット、グルー
プ等）において、
「チームリーダー」や「リーダー」として指導的立場を担う職員
（役職名称例：主任、係長等）
・今後、上記役割を担うことが想定される職員
・事前学習およびプロフィールシートの作成・ご提出（詳細は「13 事前学習およ
びプロフィールシートの作成・ご提出について 重要」参照）及び全日程を受講
できる職員
※本研修会は雇児保発 0401 第 1 号(H29.4.1 付)「保育士等キャリアアップ研
修」とは別の研修です。ご注意ください。
11

12

受講料
①本 会 会 員：１名につき、１０，０００円（税込、テキスト代別）
②本会非会員：１名につき、１５，０００円（税込、テキスト代別）
申込期限

平成３０年８月１７日（金）

必着

13

事前学習およびプロフィールシートの作成・ご提出について 重要
本研修会は「事前学習およびプロフィールシートの作成」と 2 日間の「面接授業
（研修会）」、研修会終了後の「事後課題」で構成されています。
「事前学習およびプ
ロフィールシートの作成」は、以下①②について取り組んでいただき、受講前に予
め提出していただきます。また、研修会終了後は、
「事後課題」として以下③につい
て取り組んでいただき、提出していただきます。詳細は受講決定通知等の送付時に
お知らせいたします。
①テキストの通読及び「テキストの事前学習シート」の作成
②「自己のプロフィールシート」の作成（上司コメントの記入含む）
③「私のキャリアデザインシート」の作成（上司コメントの記入含む）
※上記①②の提出が無い場合は受講できませんので、ご注意ください。

14 受講から事後課題提出までの流れ
（１）受講申込
・別紙「受講申込書」に必要事項を御記入のうえ、申込期限までに当センターあ
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て FAX に御申込ください。
・受講決定は受講者の種別等に偏りがないよう考慮し、決定いたします。なお、申
込が定員を超えたときは受講をお断りする場合がありますので、御了承ください。
（２）受講決定通知等の送付
・受講が決定した方には、受講決定通知等（受講料の振込、テキストの事前購入、
事前学習・課題についてなど）を所属先へ送付いたします。受講決定通知等の送
付は申込締切後、約 2 週間以内（土日・祝日除く）を目安といたしております。
・受講決定通知等が届きましたら、受講料のお振込み、テキストの事前購入、事
前学習・課題への取り組み及び提出をお願いいたします。
（３）研修会受講
・受講決定通知書及び記載されている準備物を御持参の上、研修会会場へお越し
ください。
（４）事後課題提出
・研修会終了後は、「事後課題」への取り組み及び提出をお願いいたします。
受講から事後課題提出までの流れ
内容
受講申込
受講決定通知等の送付
受講料の振込
テキストの事前購入
事前学習およびプロフィールシートの作成・
ご提出
研修会受講
私のキャリアデザインシート（事後課題）へ
の取り組み・ご提出

いつまでに
８月１７日（金）までに
申込締切後、約 2 週間以内
９月２１日（金）までに
９月２１日（金）までに
１０月２日（火）～３日（水）
研修終了日からおよそ３週間以内

誰が
事業所
主催者
事業所
受講者ご本人
上司の方
受講者ご本人
受講者ご本人
上司の方

15 注意事項
（１）受講料振込後のキャンセルについては、原則返金いたしません。
（２）事前課題の提出及びすべてのセッションに出席した受講者に対し、修了証を
交付します。※遅刻・早退・欠席の場合は、いかなる理由であっても修了証の
交付はいたしません。
（３）台風接近等により、公共交通機関がストップした場合やその他の影響により本研
修会の開催ができない場合は、中止又は延期いたします。中止又は延期が決定した
場合は、本会ホームページにてお知らせいたします。また、その際の受講料につい
ては、関係費等の最小限の実費等を差し引いた上で返金いたします。
16

個人情報の取扱について
「受講申込書」に記載された個人情報は、当研修会の運営管理の目的にのみ使用
し、他の目的に使用することはありません。なお、当研修会の受講者名簿等に、
氏名・所属等を掲載いたしますので、御了承ください。

17

申込・問合せ先
沖縄県社会福祉協議会・福祉人材研修センター（担当：新垣 安大）
住 所 〒903-8603 那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 西棟３階
ＴＥＬ ０９８－８８２－５７０３
ＦＡＸ ０９８－８８７－１０７１

18 その他
（１）当センター周辺は飲食店が少ないため、昼食は西棟２階のレストランや隣接
するコンビニエンスストアの御利用、弁当の御用意等をおすすめします。
（２）研修会会場は、駐車台数に限りがあり、近隣には有料駐車場もありませんの
で、なるべく公共交通機関を御利用するか、お乗り合わせの上御来場ください。
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平成３０年度 チームリーダーキャリアアップ研修会
～福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程～
日程及びセッション
日

時

プログラム内容

10：00～12：00

10
月
２
日
（
火
）

（120 分）

開会・オリエンテーション
【第１セッション】
基軸科目の講義と演習（テキスト第１章）
昼食

12:00～13:00
13：00～15：00
（120 分）

【第２セッション】
基礎科目の講義と演習（テキスト第２・３章）

15：00～17：00

【第３セッション】
重点科目の講義と演習

（120 分）

9：00～
9：30～11：30
（120 分）

10
月
３
日
（
水
）

師

受付

9：20～
9：50～10：00

講

合同会社 TKT 福祉経営研究所
代表 田島 誠一 氏

受付
【第４セッション】
啓発科目の講義と演習（テキスト第４～８
章）

（福祉職員ｷｬﾘｱﾊﾟｽ対応生涯研
修課程ﾃｷｽﾄ編集委員 委員長）

昼食

11:30～12:30
12:30～14:30
（120 分）

【第５セッション】
行動指針の策定

14:30～16:30
（120 分）

【第６セッション】
キャリアデザインシートと行動計画の策定

16:30～16:40
閉講式
（10 分）
※各セッションの進行等により適宜、休憩時間を設けます。
※研修内容は、講師等の都合により変更する場合があります。
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