
 

 

 

【趣 旨】 

この研修は、利用者援助や後輩の育成などにおいて、将来施設の中心的役割を期待される介護現場の 

２～３年目職員の方を対象に、チームアプローチをテーマに、他施設職員との意見交換やグループ研究を

していただくものです。 

チームアプローチへの理解を深める講義やグループ研究、交流会を通して、スキルアップと研修終了後

も協力しあえる仲間づくりを促進することで、現職場での介護の仕事への意欲を高め、さらには介護職場

の活性化を図ることを目的として開催いたします。 

 

【日 程】（詳細は、開催スケジュールをご覧ください） 

① 講義・演習  令和元年 ８月 19 日（月）・23 日（金）、9 月 9 日（月） 

② グループ研究 令和元年 10 月 1 日（火）、11 月 19 日（火） 

③ 研究発表会  令和元年１２月 17 日（火） 

 

【会 場】（予定） 

① 講義・演習  こうべ市民福祉交流センター（神戸市中央区磯上通 3－１－32） 

   ※9/9は、しあわせの村（神戸市北区しあわせの村１－６野外活動センターあおぞら） 

にて開催。研修終了後、交流会（BBQ）を予定しています！ 

② グループ研究 こうべ市民福祉交流センター（神戸市中央区磯上通 3－１－32） 

③ 研究発表会       〃 

 

【受講対象者】 

 次の①～③を全て満たす方 

①市内の介護保険施設等で実務を行う介護職員で、現在の勤務先での職務経験年数が、概ね２年から３年程度の方  

②所属する施設長から推薦のあった方 

③研修期間の全日程に出席できる方 

 

【研修内容】（内容・時間については、都合により変更される可能性があります） 

①テーマ：チームアプローチについて 

他施設の職員とのグループワークを通して、研修終了後も協力しあえる仲間づくりを図ります。 

②講義・演習（グループワークを含みます） 

・講義・演習「対人援助技法」〔3時間〕 

    （講師）神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 相澤 譲治 教授 

・グループワーク「事例研究」〔2.5 時間〕 

（講師）関西学院大学 人間福祉学部 大和 三重 教授 

・講義・演習「利用者の生活向上支援のためのチームアプローチ・仲間づくりについて」〔２時間〕 

  （講師）神戸女子大学 健康福祉学部 泉 妙子 教授 

 ③グループ研究  

グループごとにテーマを決定し、先進的な取組みを行っている施設の見学などにより研究を進めてい

ただきます。研究費用の一部は市が負担します（上限あり）。 

・企画・計画〔3.5時間〕 

（講師）関西学院大学 人間福祉学部 大和 三重 教授 

（アドバイザー）社会福祉法人神戸福生会 山内 賢治 業務執行理事 

        老人保健施設ハーベスピア 田上 正巳 療養課長 

 

令和元年度 神戸市「スキルアップ・福祉の仲間づくり」研修 開催要項 



 

 

・講義「グループ研究への取組み方について」〔1 時間〕 

  （講師）社会福祉法人神戸福生会 山内 賢治 業務執行理事 

・中間報告〔2 時間〕 

・講義「グループ研究 発表会に向けた進め方・まとめ方について」〔1時間〕 

  （講師）社会福祉法人神戸福生会 山内 賢治 業務執行理事 

・講義「グループ研究 発表会に向けての仕上げ」〔45 分〕 

  （講師）老人保健施設ハーベスピア 田上 正巳 課長 

・グループでの活動〔9時間〕 

※その他、グループで作成した計画に基づいて、適宜自主的に活動していただきます。 

※自主活動日に使用いただけるよう、こうべ市民福祉交流センターの開放日を設けます。 

   開放日については、研修開始後にお伝えいたしますのでご活用ください。 

・研究発表会〔3時間〕 

各グループによる発表・質疑応答と審査・表彰 

 

【参 加 費】 

  １０，０００円（１人あたり） ※事前振込払い-締切後、決定通知と併せて振込用紙をお送りします。 

 

【募集人員】 

  ３０名 

 

【申込方法】 

受講希望者は、別紙「受講申込書」に所要事項を記入の上、郵送で社会福祉法人神戸市社会福祉協議会

市民福祉大学〔下記住所〕へお申し込みください。希望者多数の場合は選考させていただきます。 

 

【申込締切】 

 令和元年 ６月 ２４日（月）（必着） 

 

【受講決定】 

  受講の可否は令和元年７月初旬頃までに、所属先に郵送させて頂きます。 

※受講が決定された方には事前課題として、事例検討シート及びグループ研究検討シート（各Ａ４用紙 

１ 枚 程 度 ） を 提 出 し て い た だ き ま す 。 課 題 は 市 民 福 祉 大 学 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://shiminfukushidaigaku.jp）からダウンロードいただけます。 

 

【その他】 

・研修の運営は、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会市民福祉大学が行います。 

・参加費は、事前にお振込にてお支払い願います。なお、振込用紙は受講決定通知と一緒に送りします。 

・「受講申込書」に記載された個人情報は、運営管理の目的にのみに使用いたします。なお、本研修の 

名簿に、氏名・所属施設名を記載させていただきます。 

・研修中、研修便り発行のため写真撮影を行います。研修便りは受講者、受講者所属の施設や神戸市内の

社会福祉施設に配布予定です。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

【お申込み・お問い合わせ先】 

  社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 市民福祉大学（担当：佐々江・山本・西島） 

（住所）〒651-0086 神戸市中央区磯上通３－１－32 こうべ市民福祉交流センター内 

（電話）078-271-5300 （FAX）078-271-5365 



 

 

第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目 第６日目

日付 8月19日（月） 8月23日（金） 9月9日（月） 10月1日（火） 11月19日（火） 12月17（火）

内容 講義・演習・グループ研究 演習・グループ研究 講義・演習・グループ研究
グループ研究

（中間報告を含む）
グループ研究 グループ研究発表会

会場 こうべ市民福祉交流センター こうべ市民福祉交流センター しあわせの村 こうべ市民福祉交流センター こうべ市民福祉交流センター こうべ市民福祉交流センター

日程

休憩

移動

オリエンテーション オリエンテーション

19:30 19:30

19:00 19:00

◎ 研修の内容・スケジュールについては、都合により変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
◎ 宿泊研修はなし。

グループ研究中間報告
〔2時間〕

神戸学院大学
総合リハビリテーション学部

相澤譲治教授
神戸女子大学健康福祉学部

泉妙子教授
関西学院大学人間福祉学部

大和三重教授
老人保健施設ハーベスピア

田上正巳課長
社会福祉法人神戸福生会

山内賢治理事

講義・演習〔1時間〕
「グループ研究発表会に向けた

研究の進め方・まとめ方」
社会福祉法人神戸福生会

山内賢治理事

終了

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

交流会

しあわせの村
デイキャンプ場

BBQ

16:30

オリエンテーション オリエンテーション
終了

17:00 17:00
終了 終了 終了

15:00 15:00

15:30
グループ研究〔0.5時間〕

「グループ研究」
助言：山内賢治　理事

15:30

16:00 座談会[1時間]
「先輩が語るスキルアップ・福祉
の仲間づくり研修」

【H30年度修了生　2名】
飯田　大虎　氏
坂田　沙織　氏

16:00

16:30

13:30 13:30

グループ研究発表会
〔3時間（休憩を含む）〕

各グループより発表、
審査・表彰

【全講師・アドバイザー、
施設関係者】

14:00 14:00
講義・演習〔1時間〕
「グループ研究への
取組み方について」

社会福祉法人神戸福生会
山内賢治　理事

グループ研究〔2.5時間〕

助言：
老人保健施設ハーベスピア
田上正巳課長

14:30 14:30

12:30 12:30

13:00 13:00
講義・演習〔1時間〕
「対人援助技法」

神戸学院大学
総合リハビリテーション学部

相澤譲治　教授

「グループ研究の企画・計画」
[3.5時間]

関西学院大学人間福祉学部
大和三重教授

社会福祉法人神戸福生会
山内賢治理事

老人保健施設ハーベスピア
田上正巳課長

グループ研究〔3時間〕
「グループ研究」

自主学習

中間報告準備 講義〔1時間〕
「グループ研究発表会への

仕上げについて」
老人保健施設ハーベスピア

田上正巳課長

受付

11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み

オリエンテーション

グループ研究〔2.5時間〕
「グループ研究」

自主学習

グループ研究〔2.5時間〕
「グループ研究」

自主学習

10:00 10:00

講義・演習〔2時間〕
「対人援助技法」

神戸学院大学
総合リハビリテーション学部

相澤譲治　教授

講義・演習〔2時間〕
「利用者の生活向上支援のため
のチームアプローチ・仲間づくり

について」

神戸女子大学健康福祉学部
泉妙子　教授

10:30 10:30

11:00

令和元年度「スキルアップ・福祉の仲間づくり」研修　開催スケジュール　（予定）

受付 受付 受付 　受付 　受付

9:30 9:30

オリエンテーション

グループワーク〔2.5時間〕
「事例研究」

関西学院大学人間福祉学部
大和三重教授

社会福祉法人神戸福生会
山内賢治理事

老人保健施設ハーベスピア　田
上正巳課長

 


