なりたい「私」にちかづくために。
東社協 東京都高齢者福祉施設協議会 職員研修委員会

2 0 1 9 年度

職員研修 のご案内

東社協

東京都高齢者福祉施設協議会

東京都高齢者福祉施設協議会は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会（東社協）の業種別部会連絡協議会に属する部会の一つ
として、東京都内の特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・地域包括支援センター・在宅介護支援センター・
デイサービスセンター等を会員とする組織です。（会員数約 1200 施設・事業所）
東京の高齢者福祉の発展と、福祉サービスの質の向上を目指し、業種別・職種別・テーマ別などさまざまな委員会活動をとお
して、研修会の企画や調査研究、提言活動、ネットワークづくりに取り組んでいます。

職員研修委員会が目指すもの
高齢化がすすむ大都市・東京では、高齢者福祉を担う職員に大きな期待が寄せられています。
東京都高齢者福祉施設協議会 職員研修委員会では、
「人が人を支える」という福祉の原点をふまえ、
専門職である現場職員に求められる技術や知識、心構えを学ぶためのさまざまな研修会を開催してい
ます。
職員一人ひとりのスキルアップを通して、東京の高齢者福祉をさらに向上・発展させるために、東
京都高齢者福祉施設協議会の研修にぜひご参加ください。

これからの福祉を担う人たちの、
さらなるスキルアップのために

現場職員だからこそ企画できる、
ニーズ本位の研修会を目指して

東京都高齢者福祉施設協議会
会長
西岡 修

東京都高齢者福祉施設協議会 職員研修委員会
統括委員長
堀
茂

社会福祉法人白十字会
特別養護老人ホーム白十字ホーム ホーム長

社会福祉法人一誠会
特別養護老人ホーム偕楽園ホーム

「東京の高齢者福祉の向
上」を目指して、私たち協
議会ではこれまで多くの研
修会・学習会・情報交換会
を開催してきました。その
中核が、職員向けの研修会
です。現場の職員の皆さん
が企画運営に加わり、多くの会員施設からご
参加を頂いております。
高い専門性とスキルを身につけた人材は、
現場の宝です。協議会の研修会は、「いま聞
きたい情報」「最近話題の手法」
「職種共通の
悩み」…といった、現場密着のテーマで開催
しています。多くの職員の皆様のスキルアッ
プのために、ぜひご活用ください。

職員研修委員会は、次頁に
解説のある 7 つの職種別研
修委員会と人材育成研修委
員会の 8 つの委員会に分か
れ、それぞれに研修会の企画
づくりを行っています。委員
会のメンバーは、皆さんと同
じように日々頑張っている現場の職員です。
研修会の特徴のひとつは、現場の ‘ いま ’ を
色濃く反映できる点です。「こんなスキルを身
につけたい！」「他の施設ではどうしてるのだ
ろう？」といった声をもとに、研修会の企画づ
くりを行っています。これは委員会メンバーが
現場職員だからこそ実現できるものです。
会員の皆様の声を是非お寄せください。委員
会への参加も大歓迎です。一緒に研修会をつ
くっていきましょう！

施設長

職員研修委員会の研修で得られること
●高齢者福祉・介護分野で活躍する著名な講師による研修が、リーズナブルな参加費で受講でき
ます。
●現場の職員がつくる研修だからこそ、今もっとも知りたい情報が得られます。
●国や東京都の最新動向・情報を提供しています。
●東京都高齢者福祉施設協議会のネットワークを活かし、都内のさまざまな施設・事業所の事例
をきくことができます。
●他の施設ではたらく同職種・異職種それぞれの職員との情報交換と交流の機会が得られます。

東社協 東京都高齢者福祉施設協議会 職員研修委員会

２０１９年度研修予定表
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月

日

曜日





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー（第１回）

相談員





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー（第２回）

相談員





金

13：30～16：45 機能訓練指導員のための認知症のある方への評価と対応（仮）

機能訓練指導員





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー（第３回）

相談員





木

10：00～17：00 介護報報酬請求事務に関する研修会（基礎編）

ケアマネ、事務職員





火





水





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー（第４回)

相談員





火

14：00～17：00 デイサービス新任職員研修

デイサービス職員





金

10：00～16：30 看取りに関する研修会（第１回）

全職種





木

10：00～16：30 看取りに関する研修会（第２回）

全職種





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー（第５回）

相談員





月

10：00～16：30 経営分析・財務分析に関する研修会（仮）

事務職





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー(第６回)

相談員





火

14：00～17：00 ＯＪＴリーダー研修会

デイサービス職員





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー(第７回)

相談員





水

10：00～16：30 看取りに関する研修会（第３回）

全職種





水

13：30～17：30 高齢者福祉施設におけるチームマネジメントを学ぶ研修会〈フォローアップ研修〉 対象者のみ





金

13：30～16：45 機能訓練指導員のための情報交換会

機能訓練





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー(第８回)

相談員





火

10：00～16：30 介護技術に関する研修会

介護職員





火

14：00～17：00 認知症に関する研修会

デイサービス職員

10：00～16：30 労務管理に関する研修会

事務職



未定 未定



未定 未定






土

未定 未定

時間

宿泊研修
（1泊２日）

未定

研修名

高齢者福祉施設におけるチームマネジメントを学ぶ研修会〈宿泊研修・前期〉

緊急時の食事提供に関する研修会

職種

全職種

栄養士

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー（第９回)

相談員

10：00～16：30 介護報報酬請求事務に関する研修会（応用編）

ケアマネ、事務職員





水

10：00～17：30 中堅職員のための能力開発研修

中間管理職





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー(第１０回)

相談員





火





水

10：00～16：30 高齢者福祉施設におけるチームマネジメントを学ぶ研修会〈グレードアップ研修〉 全職員





土

13：00～17：30 ソーシャルワーク・アカデミー(第１１回)

相談員





金

13：30～16：45 マネジメントの視点からの個別機能訓練計画の作成（仮）

機能訓練





金

10：00～17：00 生活相談員研修委員会 全体会

相談員

10：00～17：00 高齢者福祉施設におけるサービスマナー研修会（連続研修）

全職種

未定 未定 未定
未定 未定 未定

午後

午後

リスクマネジメント研修会（仮）

ソーシャルワーク研修会

*会場や参加費は、会員施設・事業所にお届けする開催要項をご覧ください。
*お申し込み方法は「2019年度職員研修のご案内」パンフレットをご覧ください。
*都合により日時及び内容を変更する場合があります。

相談員

相談員

東京都高齢者福祉施設協議会ウェブサイト 「東京 高齢協議会」で検索！
https://www.tcsw.tvac.or.jp/bukai/kourei/

職員研修委員会について
職員研修委員会は、東京都高齢者福祉施設協議会における委員会活動の一部であり、本委員会である職員研修委員
会と、下記の 8 つの委員会で構成されています。
各委員会とも、会員施設・事業所の施設長や職員のうち、都内各地域ブロック会の推薦や、公募参加により、約
20 名程度のメンバーで活動しています。

職員研修委員会
●介護職員研修委員会

●生活相談員研修委員会

●事務職員研修委員会

●看護職員研修委員会

●栄養研修委員会

●機能訓練指導員研修委員会

●ケアマネジャー研修委員会

●人材育成研修委員会

介護職員としての専門性を高める研修会の企画をする
とともに、各施設での悩みや問題を一緒に解決するため
に情報交換を行っています。

施設においてリーダーシップを発揮できる生活相談員
を育成しています。下部組織の小委員会では、生活相談
員業務指針の発行、加算算定状況に関する調査などを
行っています。

事務職員は、施設により担当する仕事内容が異なり、
施設と病院でのギャップなどの課題に対して、看護職
相談場所がないことでお悩みの方も多くいます。研修の 員が、自ら役割を見失うことなく、自信を持ってケアに
企画や情報交換を通して悩みを共有し、問題解決を図っ 携われるよう、研修会を企画しています。
ています。
「食」という重要な部門に携わるプロ、また 専門職集
団としてよりレベルアップを図るべく、新しいアイデア
づくりなどに努めています。
研修会の企画を通していち早く情報をキャッチし、ケ
アマネジャーとしてそれを効果的に伝える「企画力」
「説
明力」を学んでいます。

施設での機能訓練指導員の仕事・役割や、日頃の業務
における悩みについて共有できるよう、研修会の他に情
報交換会も企画しています。
職種に関わらず、主任・係長など部下を指導、育成す
る立場の中間管理者として必要な知識や技術を身につけ
てもらうための研修を企画運営しています。

東京都高齢者福祉施設協議会の職員研修体系
職種別研修
職員研修体系

業種別研修

介護職員

生活相談員

事務職員

看護職員

栄養士

機能訓練指導員

ケアマネジャー

多職種連携

デイサービス担当職員

※センター分科会で実施

階層別研修

新任職員対象研修

テーマ別研修

（例：認知症ケア研修、災害時対応研修、人材育成研修、制度政策の学習会等）

中間管理職対象研修

複数の職種を対象とした、職種・業種横断型の研修

※職員研修委員会以外にも、分科会や委員会主催による研修会を開催しています。ご案内は随時会員施設・事業所にお送りいたします。

職員研修委員会に参加しませんか（幹事の募集）
職員研修委員会の各委員会では、都内各地の会員施設・事業所の職員や施設
長が毎回集まりながら、研修会の企画運営についての議論の他、関連するテー
マの調査研究などにも取り組んでいます。
「他の事業所の職員と交流したい」「こんな研修会を企画・開催したい」
「スキ
ルアップをしたい」など、ご興味のある会員施設・事業所職員の方はふるって
ご参加ください。

研修会の概要
●開催日・時間 平
 日午後の時間帯に約３時間程度の規模で開催します。
（午前から行う場合や、開催日が土・日曜の場合もあります）
●会

場 おもに飯田橋駅（新宿区）周辺の会場で開催します。
（他会場で行う場合もあります）

●参   加   費

研修会により異なります。

研修会への参加申込方法
●東京都高齢者福祉施設協議会の会員施設・事業所に勤務する職員が対象です。
未加入の施設・事業所も希望に応じてご参加いただけます。
（参加費は会員価格と異なります。）
入会については、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
●会員の施設・事業所宛に、研修の開催案内をお送りします。
研修会の開催日より１～２ヶ月前をめどに、施設・事業所あてに、ファックスやメール
でご案内をお送りします。ウェブサイト（下記ＵＲＬ）にも開催案内を掲載しております。
※加入いただいた会員の施設・事業所には専用のＩＤ・パスワードを発行します。

●参加ご希望の研修に、所定の方法でお申し込みください。
お申し込みは、ウェブサイトの会員専用ページより受付いたします。

お問い合わせは

東京都社会福祉協議会

東京都高齢者福祉施設協議会

事務局 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 福祉部 高齢担当
〒 162 – 8953 東京都新宿区神楽河岸１–１ 飯田橋セントラルプラザ内
ＴＥＬ 03 – 3268 – 7172 ＦＡＸ 03 – 3268 –0635
●東京都高齢者福祉施設協議会ウェブサイト
http://www.tcsw.tvac.or.jp/bukai/kourei/

東京

高齢協議会

で

研修会のご案内はサイト内の「最新情報」に掲載しています。

東京都高齢者福祉施設協議会
マスコット「アクティブル」

2019.3

