
 

開 催 要 項 
１ 趣 旨 

   本研修では保健医療福祉・介護サービス分野に従事する中堅職員または介護サービス分野への再
就業を希望する者等であって、介護支援専門員の資格取得など、自身のキャリアアップを目指している
方を対象に、チームケアのリーダーとして必要な能力の一つであるケアマネジメントの理念や幅広い知
識等を習得します。 

   ケアマネジメント能力を身に付けキャリアアップを検討されている方は、本研修を是非御活用ください。 

   

２ 主 管 

  沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 

 

３ 実施主体    

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 （福祉人材研修センター） 
 

４ 受講対象者 

(1) 基礎編(無料の 4日間研修)  

主な受講対象者は、以下の(ｱ)から(ｴ)の要件の全てを満たすものとします。 

(ｱ) 保健医療福祉・介護サービス分野に従事している者又は、介護サービス分野への再就業を希

望する者 

(ｲ) 保健・医療・福祉に関する法定資格（※1）（介護福祉士や看護師等）を有していること 

(ｳ) (ｲ)の資格取得後、当該資格に基づく業務に 3年以上従事（※2）した経験がある者 

(ｴ) 研修の日程をすべて出席できる者 
 
（※1） 「法定資格」とは、介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格に同じ。 

（※2） 「3年以上従事」とは、申込締め切り日（令和2年6月30日）までに 3年を満たす者。 

（※3） 上記を満たしていなくても受付の状況等により受講できる場合がありますので、お問い合わせください 
 

(2) 実践編（有料の 1日研修） 

※基礎編の総仕上げとして模試と解説を行います。より高い学習効果を得るために基礎編とのセットでのお

申込みをお勧めします。 

主な受講対象者は、以下の(ｱ)または(ｲ)の要件を満たすものとします。 

(ｱ) 令和2年度介護支援専門員実務研修受講試験受験予定の者 

(ｲ) 将来的に介護支援専門員実務研修受講試験の受験を検討している者 

 

５ 研修受講料  

(1) 基礎編（計4日間）：無 料 ※但し、テキスト代はご負担いただきます 

(2) 実践編（１日）：10,000円 ※消費税・模擬試験代（5,500円）込み 

※受講料の現金でのお支払いは受け付けません。また、受講決定後の申込キャンセル等による返

金は原則行いません。後日資料を送付いたします 

 

６ 会 場 沖縄県総合福祉センター 東棟１階 ゆいホール 

   那覇市首里石嶺町4-373-1（石嶺小学校むかい） 

※インターネットによるオンライン配信も行います。 

 

令和 2年度 介護人材キャリアアップ研修 
 チームケアリーダーを目指したケアマネジメント能力の向上 



７ 定 員 ※併せて4ページ＜受講にあたっての留意事項＞も御確認ください。 

新型コロナウイル感染拡大防止の観点から、研修会場は各参加者との距離を保つため、入場人数を制限し

ております。ネット環境のある方はオンライン（インターネット）配信による受講を御検討下さい。なお、その場

合は研修会場における講義の様子を同時配信するのみで録画配信は行いませんので、研修時間に合わせ

てご視聴ください。 
 

  （１）県総合福祉センター ゆいホール：定員60名 

※定員に達し次第締め切ります。申し込み状況等により、ネット環境がない方や基礎編・実践編の

セットで申し込む方を優先する場合がございますので予め御了承ください。その場合、オンライ

ン配信による参加に切り替えることも可能です 
 

  （２）オンライン配信による参加に定員はありません 

   

８ 研修日程及び内容 ※講師プロフィールは（別紙）をご覧ください 

※日程を選んでの参加はできません。また、日程の途中で集合研修・オンライン配信での受講を変更

することはできません 

 日 付 時 間 内 容 講 師 

基 

礎 

編 

7月11日（土） 9：30～9：40 開会  

 9：40～10：30 基調講演「県内の介護職員等のキャリ

アアップに向けて」 

渡慶次 直人 氏 

（ケアセンターきらめき 代表取締役） 

 10：30～16：30 介護保険制度と介護支援について① 林 和美 氏 

（国際医療福祉大学 教授） 7月12日（日） 9：30～15：30 介護保険制度と介護支援について② 

8月1日（土） 
9：30～15：30 高齢者福祉の基礎知識について 

竹藤 登 氏 

（沖縄県社会福祉士会 顧問） 

8月9日（日） 
9：30～15：30 高齢者保健医療の基礎知識について 

益田 雄一郎 氏 

（みのかも西クリニック 院長） 

実 

践 

編 

8月16日（日） 9：30～12：00 模擬試験 伊禮 ひろみ 氏 

（ケアプランもみの木 管理者） 

13：00～17：00 解答解説 

※全日程とも受付時間は、8：45～9：30 となります。感染症対策の影響で受付に時間を要することもあ

りますので、時間に余裕をもってお越しください。 

 

９ テキスト （事前購入必須 別紙「注文書」を参照）  

※本研修では下記のテキストをもとに講義を行います。 

※実践編（有料研修）のみ受講予定の方も是非事前にご購入下さい 

〔八訂〕介護支援専門員基本テキスト【全 3巻】  

価格／6,930円（税込）  

発行／一般社団法人 長寿社会開発センター ※全 3巻のセット販売となります。 

   ※本研修開催前までに、別紙チラシ「テキスト注文書」より、各自で事前購入ください 

尚、悪天候等により、注文から配達までに時間を要する場合があります 

※研修会場での販売はございません 

 

１０ 受講までの流れ 

(1) 別紙申込書を FAX にて送信又は本会ホームページより「受講申込入力フォーム（Google フォーム）」

へアクセスし、必要事項を入力の上送信してください。（宛先は「13.申込および問い合わせ先」を参照） 

    ※「介護支援専門員実務研修受講試験申込封書」に同封しないでください（厳守） 

※申し込み後、実践編（有料研修）受講希望者は、下記の口座へ受講料をお振込みください 



 [銀 行 名] 琉球銀行 石嶺支店 

 [口座番号] 普通預金 315904 

 [口座名義] 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 会長  湧川 昌秀 

 [ ﾌﾘｶﾞﾅ ] ﾌｸ.ｵｷﾅﾜｹﾝｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 

※振込手数料は申込者負担です 

※申込者の氏名を確認しますので、受講者本人の個人名を御記載ください 

※法人・事業所名でのお振込み又は申込者と口座名義が異なる場合は事前にお知らせください 

     

(2) 本会よりご自宅又はメールアドレス宛に「受講案内」をお送りします 

   ※実践編（有料研修）受講希望者につきましては、入金が確認できない方への案内ができません

ので、必ず受講申込締切日までに入金をお済ませください 

※研修当日は「受講案内」に従ってご参加ください。 

 

１１ やむを得ず開催が中止または延期となった場合 

(1) 台風接近等により、公共交通機関が停止した場合や、その他の影響により研修の開催ができない場

合は、中止又は延期いたします。中止、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。 

(2) 実践編（有料研修）が中止となった場合、受講料については模擬試験問題費（5,500 円）、研修資料

作成費（1,500 円）、送料等実費を差し引いた上で返金いたします。また、後日模擬試験問題・解答

解説集資料を御自宅宛てに郵送いたします。 

 

１２ 注意事項 

(1) 本研修は中堅職員以上の保健医療福祉・介護職員を対象に、チームケアのリーダーとして必要な

能力の一つであるケアマネジメント能力を養成すること、介護支援専門員の資格取得などキャリアア

ップを支援する研修となっております。理解度確認のためにその都度、介護支援専門員実務研修

受講試験に関連する問題等による解説を行う場合もございます。趣旨、テキスト、研修内容等をもう

一度お確かめのうえ、受講申し込みとテキストのご購入をお願い致します。 

(2) 「基礎編」では、ケアマネジメント能力向上にあたり必要となる幅広い分野の知識を修めていただく

ため、4 日間全日程参加できる方のみに限定しております。日程を選んでの参加はできませんので

ご注意ください。 

(3) 会場の県総合福祉センターは駐車スペースが限られております。当日、車を利用の方は詰め込み

駐車の場合があります。その場合、研修途中で自車の移動はできません。あらかじめ御了承くださ

い。 

(4) 研修会場周辺は食堂等が限られているため、昼食は隣接するコンビニエンスストア等を御利用いた

だくか、事前に準備されることをお勧めいたします。また、食事の際は新型コロナウィルス感染拡大

防止の観点から、向かい合わせや近距離(少なくとも 1ｍ以上離れてください)での食事は避けるよう

お願いします。 

 

１３ 申込及び問い合わせ先 

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会  

福祉人材研修センター 介護人材キャリアアップ研修係 【担当：林、外間】 

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟３階 

TEL 098-882-5703 ／ FAX 098-887-1071 

ホームページ https://www.okishakyo.or.jp/ 

受付時間／月～金曜日（祝祭日を除く） 午前9時～午後5時 

  

↑ 受講申込入力フォーム 

   はコチラから 

申込締め切り日：6月 30日(火) 

https://www.okishakyo.or.jp/


 

 
 

Ⅰ 会場にて参加される皆様へ ～新型コロナウィルス感染拡大防止に向けたお願い～ 

  (1) 研修会に参加する場合は、下記の点をすべて満たしたうえでご参加くださいますようお願いします。 

  ① 自宅で必ず検温を行い、その結果を後日郵送する受講案内に同封される「健康状態申告書」（氏

名、連絡先の記入を含む）にご記入のうえ、会場の受付でご提出ください。 

  ② マスクの着用 

 

  (2) 次の項目に該当する方は、研修会への参加をお控えください。 

  ① 発熱の症状がある方（体温 37.5度以上） 

  ② 風邪の症状がある方 

  ③ 過去14日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方 

  ④ 感染拡大している地域や国への訪問歴が 14日以内にある方 

  ⑤ 高齢の方や基礎疾患をお持ちの方 

 

(3) 本研修会の参加者で感染者が出た場合には、下記の点についてご協力をお願いします。 

 ①保健所等の聞き取りへの協力 

 ②濃厚接触者となった場合、接触してから 14日間を目安に自宅待機すること 

 

 

Ⅱ オンライン配信で受講される皆様へ 
(1) オンライン参加者には、個別に申込者限定の専用アドレスをお知らせします。 

 

(2) 配信はYouTubeにて行います。インターネット環境の確認をお願いいたします。 

※インターネットにおいてYouTubeが閲覧できる環境であれば問題ありません。スマートフォン、タブ

レット端末による視聴も可能です。 

 

 （3）その他オンライン参加について気になる点がある際は、事務局までお問合せください。  

 


