
 
中堅職員研修②「スーパービジョン研修」 

中堅職員研修③「中堅職員向けサロン」 

開催要項 

 
１．ねらい  

中堅職員という立場になると、リーダーとして指導していく役割を徐々に担うようになります。また、福

祉・介護の仕事は責任とやりがいがある仕事ですが、中堅職員は孤立による悩みや不安を抱えやすい

状況にあります。 

そこで、ス-パービジョン研修ではリーダー的立場の職員が初任者及びスタッフを指導・教育していく

方法の１つであるスーパービジョンについて学びます。指導を受ける職員（スーパーバイジー）と共に、

業務を行う中で生じた問題や課題などについて考え、スーパーバイザーとして適切な対応を図るスーパ

ービジョンの実践は、サービスの質や職員の定着率を向上させることにつながります。また、事業所とし

ても事業所自体でスーパービジョン体制を構築することはとても重要です。研修を通してスーパービジョ

ン体制の必要性及び具体的な方法を学び、指導的な立場にある中堅職員の教育力向上を目指しま

す。 

またスーパービジョン研修修了後に、情報交換会・交流会（サロン）を実施し、業務上の悩みや不安を

共有し、課題解決方法やそのヒントを得られるような情報交換の機会を設けます。地域包括ケアシステ

ムの構築のために、同職種または地域内での仲間づくりの場となるよう開催します。 

 

２．テーマ及び講師  

講義・演習：＜スーパービジョン研修＞ 

「介護現場の人材育成に活かすスーパービジョン ―理論と方法― 」 

＜中堅職員向けサロン＞ 

「情報交換・交流会」 

 

講師：ソーシャルワーカー・サポートセンター名古屋（SSN）代表 浅野 正嗣 氏 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 

＜スーパービジョン研修＞ 

平成３０年９月２７日（木）午前１０時～午後４時 

       平成３０年９月２８日（金）午前１０時～午後４時 

    平成３０年１０月４日（木）午前１０時～午後２時 
 
＜中堅職員向けサロン＞ 

平成３０年１０月４日（木）午後２時～午後４時 
 
※本研修は３日間の連続研修となり、スーパービジョン研修と 

中堅職員向けサロンの両研修を受講いただきます。 
 
 

【会  場】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 研修室 

    名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地 昭和区役所７階 

      最寄駅：地下鉄鶴舞線・桜通線「御器所」駅 
 

４．定員及び対象者  

【定  員】７０名     

【対象者】市内の在職３年以上の介護業務従事者で、３日間とも研修に参加可能な方。 
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裏面に続きます 



５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

８月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/） 

※詳細は別紙「申込方法のご案内」をご覧ください。 

 

６．参加可否  

８月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、 

落選者には「落選のお知らせ」をＦＡＸで通知いたします。 

 
 

７．その他  

〇 本研修は平成３０年７月１１、１２、２５日開催のものと同一内容です。 

〇 研修会場への自動車での来場はご遠慮ください。 

〇 当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

〇 昼食は弁当・外食等、各自でお願いいたします。 

〇 無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅刻および欠席される場合はご連絡願います。 

〇 当日は所属で使用されている名札をお持ちください。 

 

 

【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 勝・配藤 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 



 

中堅職員①「サービス提供責任者業務の基礎的理解」開催要項 

１．ねらい  

サービス提供責任者は個別計画の作成、調整、訪問介護員への指導、サービス提供等、様々

な業務を担っています。この研修では初任のサービス提供責任者を対象として、サービス提供

責任者の業務について再確認します。現場経験豊富な複数の事業者の協力によって作成したマ

ニュアルにより、訪問介護事業における基本事項の再確認をはじめ、アセスメントやモニタリ

ング業務、記録業務の注意点まで、現任のサービス提供責任者から現場目線で解説していただ

きます。 

※ 研修にはグループワークも含みます。 
 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「サービス提供責任者の業務とは」※昨年度と同様の研修内容が含まれています。 

講師 名介研 訪問サービス委員会委員 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成３０年１０月５日（金） 午前１０時～午後４時 

【会  場】名古屋市高齢者就業支援センター 大会議室   

    名古屋市昭和区御器所通３－１２－１ 御器所ステーションビル５F 

最寄駅：地下鉄「御器所」駅 ２番出口から徒歩１分  
 

４．定員及び対象者  

【定  員】 ６０名  本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】市内訪問系事業所に従事するサービス提供責任者で在職３年未満の職員 
 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

８月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 
 

６．参加可否  

８月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選の 

お知らせ」を FAX で通知いたします。 

 

７．その他  

○ 本研修は平成３０年１２月５日（水）に名古屋市社会協議会社会福祉研修センターでも 

開催します。 

○ 研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。 

○ 筆記用具、昼食は各自でご用意ください。 

○ 当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

○ 無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅刻および欠席される場合はご連絡願います。 
 

 
【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ  http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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テーマ別研修③「医学基礎知識研修」開催要項 

 
１．ねらい  

介護関係の業務では、医療との連携や多職種との調整の場において、基本的な医学基礎知識は

必須科目となります。本研修では、主に高齢者を対象としている介護関係業務従事者に必要とな

る医学の基礎知識について学びます。 

※医学について基礎的な知識を学研修であり、経験の少ない介護関係業務従事者向けの内容とな

っています。個別の事案にお答できる内容とは限りません。 
 

２．テーマ及び講師  

講義：「福祉・介護専門職に必要な医学的基礎知識を学ぶ研修」 

 「在宅介護医療の連携について理解を深める研修」 

講師：一般社団法人名古屋市医師会 在宅医療・介護連携委員会 委員長 

   医療法人古山医院 院長 古山 明夫  氏 
 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 平成３０年１１月２日（金）午前１０時～午後４時 

【会  場】 名古屋市医師会館６階講堂  

愛知県名古屋市 東区葵 1−4−38 

最寄駅：地下鉄桜通線「高岳」駅・東山線「新栄町」駅より徒歩約 5 分 
 

４．定員及び対象者  

【定  員】 １５０名  本研修のお申込みは１事業所１名とさせていただきます。 

申込が定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】 市内の介護関係業務従事者 
 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから８月１０

日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申込方

法のご案内」をご覧ください。 
 

６．参加可否  

８月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお

知らせ」を FAX で通知いたします。 

 

７．その他  

○ 研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。 

○ 当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越し下さい。 

○ 筆記用具、昼食は各自でご用意ください。 

○ 会場及び会場の周辺は全面禁煙となっております。ご了承下さい。 

○ 無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅刻および欠席される場合はご連絡願います。 

 

 
 

  【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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テーマ別研修①「ケアプラン作成研修」開催要項 

１．ねらい  

介護支援専門員自身が「より良いケアプランとは何か」「より良いケアプラン作成のためにはど

のようなことが必要か」等、利用者本位にたった視点による気付きを学ぶことでケアプランの質の

向上や給付の適正化につなげます。また、グループワークで他の介護支援専門員と意見交換するこ

とで、多様なニーズへの対応力を身に付けます。 ※居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象

とした内容です。 
 

２．プログラム及び講師  

講義：「適切なケアプラン作成について」 

講師：あたご研究所  代表 後藤 佳苗 氏  
 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 平成３０年１１月１４日（水） 午前１０時～午後４時３０分  

【会  場】 名古屋市総合社会福祉会館  

      名古屋市北区清水４－１７－１ 北区役所７F 

      最寄駅：地下鉄名城線「黒川」駅より徒歩 5 分 
 

４．定員及び対象者   

【定  員】 ６０名   本研修のお申込みは 1 事業所 1 名とさせていただきます。 

申込みが定員を超過した場合には抽選になります。 
 
【対象者】 市内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員 

 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから８月１０（金）

までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申込方法のご案内」を

ご覧ください。 

 

６．参加可否  

 ８月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知

らせ」を FAX で通知いたします。 
 

７．その他  

 ○ 研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。 

○ 当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

 ○ 昼食、筆記用具は各自でご用意ください。 

 ○ 無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅刻および欠席される場合はご連絡願います。 

 ○ 研修受講時に要介護１～５の方から１名を選び、個人情報を消したアセスメントシート、ケ

アプラン（第１表～第３表）、モニタリングシートをご持参ください。 

 

 

【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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テーマ別研修④「ターミナルケア研修」開催要項 

１．ねらい  

人生の最終段階の介護において多職種との連携の必要性を再確認するとともに、求められる介

護職員の役割、連携の在り方について学びます。現場での困難事例を紹介するとともに、その中

から介護職として利用者とどの様に向き合うのか、他の職種とどう関わればよいのか、今後の治

療・療養について患者・家族とあらかじめ話し合うプロセス“アドバンス・ケアプラン（ACP）”

について理解を深め、エンド・オブ・ライフケアに対する不安の解消を図ります。 

※ 研修にはグループワークも含みます。 
 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「人生の最終段階を迎える高齢者との向き合い方を学ぶ研修」 
講師：国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

在宅連携医療部長/在宅医療・地域連携診療部長 医学博士  三浦 久幸 氏 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成３０年１１月１６日（金） 午前１０時～午後４時 

【会  場】ｉｍｙホール・会議室 ６階 第三会議室 

      愛知県名古屋市東区葵３丁目７−１４ 

      最寄駅：地下鉄東山線 千種駅 1 番出口 徒歩 2 分 

地下鉄桜通線 車道駅 3 番出口 徒歩 2 分 
 

４．定員及び対象者  

【定  員】 １００名  本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】市内の介護関係業務従事者の職員 
 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

８月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 
 

６．参加可否  

８月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選の 

お知らせ」を FAX で通知いたします。 

 

７．その他  

○ 本研修は平成３１年１月２４日（木）に名古屋市医師会館でも開催します。 

○ 研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。 

○ 筆記用具、昼食は各自でご用意ください。 

○ 当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 
 

 
【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ  http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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テーマ別研修⑤「介護職員向けサロン」開催要項 

１．ねらい  

業務上の悩みや不安を共有し、課題解決方法や、そのヒントを得られるような情報交換を行い

ます。また、地域包括ケアシステムの構築のために、同職種または地域内での仲間づくりの機会

を提供します。 

※ 名刺および名札をご持参ください。 
 

２．プログラム及び講師  

サロン：介護職員の意見交換、交流の場  

相談役：名介研 各委員会委員等 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成３０年１１月２７日（火） 午後１時～午後５時 

【会  場】ｉｍｙビル ９階 imy ホール  

     愛知県名古屋市東区葵 3-7-14 

最寄駅：地下鉄「千種」駅１番出口より徒歩２分 

地下鉄「車道」駅３番出口徒歩２分 
 

４．定員及び対象者  

【定  員】７０名   本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 
 
【対象者】市内の介護関係業務従事者（管理者除く） 

 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから８月１０

日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申込方法

のご案内」をご覧ください。 

 

６．参加可否  

８月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選の

お知らせ」を FAX で通知いたします。 

 

７．その他  

〇 研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。 

○ 当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

○ 無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅刻および欠席される場合はご連絡願います。 

 ○ 研修の際は筆記用具、名刺、事業所で使用しているネームホルダーをお持ち下さい。 

 

 

【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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