
令和 4 年度 

介護福祉士ファーストステップ研修 開催要綱 

日本介護福祉士会では職能団体としての責任において、介護福祉士における専門性を高めるため、キャリアアップの研修

体系の一環として、基本研修につづきファーストステップ研修を開催しております。本研修は、新人職員の指導者及び中級

管理者・チームリーダーを育成する研修です。領域ごとの講義ならびに多彩な題材に基づくグループ演習を行い、気づき、

振り返り、考え、連携できるチームリーダーの養成を目的としています。 

なお、本研修は日本介護福祉士会の生涯研修制度の中で、認定介護福祉士養成研修の前段階の研修として位置づけられて

おりますので、認定介護福祉士を目指されている方も積極的に受講して頂きますようお願いいたします。研修修了後、会員

様には「日本介護福祉士会生涯研修ポイント」をお渡しします。 

➢ 主 催  公益社団法人日本介護福祉士会・一般社団法人兵庫県介護福祉士会 

➢ 日 程  裏面参照 ※新型コロナウイルス等の影響により、会場・日程が変更になる場合がございます。ご了承願います。 

➢ 会 場  兵庫県福祉センター（神戸市中央区坂口通 2-1-1） 
6/18(土)はのじぎく会館（神戸市中央区山本通 4-22-15） 
7/26(火)･8/30(火)は兵庫県民会館(神戸市中央区下山手通 4-16-3) 
11/19(土)は兵庫県中央労働センター（神戸市中央区下山手通 6-3-28）  

  ※都合上、会場・日程が変更になる場合がございます。ご了承願います。 

➢ 受講対象者  ①介護福祉士資格取得後 2 年程度の実務経験をもつ者 
②介護福祉士基本研修修了者  ※①②ともに必須 

➢ 定 員  ５０名 ※お早めにお申込下さい（先着順） 

➢ 申込方法   Web で受付ております。 

申し込みフォーム https://ws.formzu.net/dist/S9634264/ 

     又は、右記ＱＲコードから必要事項をご入力の上、お申込みください。 

➢ 受 講 料  会 員    ７５，０００円 （登録料 ５，０００円を含む） 
   非会員  １５０，０００円 （登録料 ５，０００円を含む） 

申込時にご入会頂くと、会員価格（75,000 円）で受講頂けます。その場合に
は別途入会金、年会費共で11,000円(兵庫県介護福祉士会入会金\1,000を
免除)のお支払いが必要となります。 

① 受講料入金締切日 ： 令和４年４月２５日（月） 

② 受講料振込先：  口座名義  一般社団法人兵庫県介護福祉士会 
 

※受講料入金後の 

返金はできません 

※振込手数料は 

 ご負担願います 
   

 

※お振込みの際は、受講者氏名の前に「ファースト」とご記入ください。(難しい場合は必ずご連絡ください。) 

➢ 支払い方法  ①一括払い ②３回の分割払い（２回目は 8 月、３回目は 10 月の予定） 

➢ 申 込 締 切  令和 4 年 4 月 25 日（月） 
   ※先着順。定員になり次第、締め切らせていただきます。 

➢ 受 講 時 間  日本介護福祉士会では８時間の総合学習時間が含まれます。 
 コミュニケーション技術の応用的な展開については、認知症を 1 日研修にし

ています。（日程参照） 

➢ そ の 他 15 日間の講義をすべて受講され、修了課題に合格されますと、日本介護福
祉士会より修了証が発行されます。 
本研修は繰越し受講が可能です。開始年度を含め 3 年度以内に修了下さい。 
ただし、繰越し手数料としておひとり 1,000 円／年度をご負担願います。 

申込み・お問合せ先  

一般社団法人兵庫県介護福祉士会事務局 

〒651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1 兵庫県福祉ｾﾝﾀｰ 5 階 

TEL：078-242-7011  FAX:078-242-7033 

ゆうちょ銀行からの振込 口座番号 ００９１０－７－３３２５３４番 

他行からの振込 

金融機関名 ゆうちょ銀行 

店名（店番） ０９９（ｾﾞﾛｷｭｳｷｭｳ）店 

口座種類 当座     口座番号 ０３３２５３４ 



 
受講日程 

領
域 受講日 時間 受講科目 担当講師 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ケ
ア 

5/30(月) 

9:00～9:15 受付 兵庫県介護福祉士会事務局 

9:15～9:30 オリエンテーション 兵庫県介護福祉士会事務局 

9:30～12:00 

利用者の全人性、尊厳の実践的理解と展開 
滋賀県介護福祉士会 

顧問 村田 美穂子 13:00～16:30 

6/18(土) 

9:30～12:00 

介護職の倫理の実践的理解と展開 

日本介護福祉士会 常任理事 

兵庫県介護福祉士会 相談役 

安達 眞理子 13:00～16:30 

7/6(水) 

9:30～12:00 

コミュニケーション技術の応用的な展開 
兵庫県対人援助研究所 

主宰 稲松 真人 13:00～16:30 

7/26(火) 

9:30～12:00 

ケア場面での気づきと助言 
(株)ふくなかまジャパン 

代表取締役社長 眞辺 一範 13:00～16:30 

8/8(月) 

9:30～12:00 

ケア場面での気づきと助言 
(株)ふくなかまジャパン 

代表取締役社長 眞辺 一範 13:00～16:30 

8/30(火) 

9:30～12:00 

コミュニケーション技術の応用的な展開・認知症 

クオリティライフ株式会社 
多機能型福祉マンション コ・クール垂水 
介護・就労事業統括責任者 

 次長 岡本 圭左 13:00～16:30 

 
 

 
 

連
携 

9/10(土) 

9:30～12:00 

家族や地域の支援力の活用と強化 
社会福祉法人三翠会 
 統括施設長 前川 嘉彦 

13:00～16:30 

10/1(土) 
9:30～12:00 

職種間連携の実践的展開 
社会福祉法人三翠会 
 統括施設長 前川 嘉彦 

13:00～16:30 

11/2(水) 
9:30～12:00 

観察・記録の的確性とチームケアへの展開 
神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ福祉専門学校 

学科長 神原 珠美 13:00～16:30 

 
 

 
 

 
 

 
 

運
営
管
理
基
礎 

11/19(土) 
9:30～12:00 

チームのまとめ役としてのリーダーシップ 

日本介護福祉士会 常任理事 

兵庫県介護福祉士会 相談役 

安達 眞理子 13:00～16:30 

12/15(木) 

9:30～12:00 

セーフティマネジメント 
特別養護老人ホーム 松寿苑 

施設長 石原 正三千 13:00～16:30 

2022 

/1/14(土) 

9:30～12:00 

問題解決のための思考法 
湊川短期大学 

准教授 白井 三千代 13:00～16:30 

2/3(金) 

9:30～12:00 

介護職の健康・ストレスの管理 
湊川短期大学 

准教授 白井 三千代 13:00～16:30 

2/27(月) 
9:30～12:00 

自職場の分析 
兵庫県対人援助研究所 

主宰 稲松 真人 13:00～16:30 

3/10(金) 

9:30～12:00 

総合学習 
滋賀県介護福祉士会 

顧問 村田 美穂子 13:00～16:30 

 
※5/30（月）は 9:15～オリエンテーションを開始しますのでご出席ください。 
※受付は 9:00 より開始いたします 
 
 


