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研修センターが実施している
人材確保事業のご案内
研修センターでは、「働くなら練馬区で！」をキャッチフレーズとして、
求職者と介護・障害福祉サービス事業者との出会いの場を提供しています。
また、令和４年度からは、福祉人材のすそ野を広げる取り組みを、さらに
推進しています。

法人・事業所

求職者と事業者との
出会いの場の提供

人材確保に向けた
すそ野の拡大

区民向け研修
セミナー
離職中の資格保持者が再就職するためや、

求職者

介護や障害福祉に対する理解を進め、

出展費用は
無料！

介護・福祉職として働くことの魅力を
伝えます。

資格のない方・お仕事の経験のない方が、
練馬区で介護・障害福祉の仕事について
もらうためのきっかけづくりを行います。

就職相談会
介護従事者養成研修

出展費用は

（介護スタッフ研修）

無料！

相談・面接会
区内の複数の法人がブースを出展し、
見学や就職の相談、面接を行います。

研修修了者が就労に
つながるよう、最終日
に複数の法人がブース

介護に関する必要な知識・技術を取得し、

を出展し、就職相談

家事援助の訪問サービスを練馬区内限定

会を行います。

で従事できる研修を年 3 回実施します。

高齢化する障害者と家族の支援
【日時】第 1 回：7 月 27 日（水）
第 2 回：8 月 10 日（水）
【時間】各 13：00～17：00
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター
研修室 1・2
【講師】社会福祉法人 同愛会
東京事業本部 採用・人材育成担当
古山 恵治 氏
以前は大泉福祉作業所と大泉つつじ荘で施設長を務められ、現
在は法人の東京事業本部で採用・人材育成を担当されている講師
をお迎えし、ゼミナール形式の研修で支援方法などについて共に
考えてくださいます。
利用者を通じてご家族等で障害のある方に関わっている介護サ
ービス事業所の方にもおすすめです。「65 才に到達すると介護
保険制度の利用へ移行するけど…」「親なき後の生活は？」な
ど、練馬区における地域共生社会の実現に向けて、障害福祉分
野、介護分野の垣根を越えて、共に学びませんか？

安定して働き続けるために必要な支援とは
【日時】7 月 22 日（金）14：30～16：30
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター
研修室 1・2
【講師】元 大東コーポレートサービス株式会社
代表取締役 山崎 亨 氏

この研修では、障害者が働きやすい職場づくりについて
理解し、職場定着のために支援者としてどのような支援が
必要かを学びます。また、働きやすい環境のための、より
良いコミュニケーションについて、講師が実際に現場で行
っていた手法を体感しながら学びます。現場経験が豊富な
講師のお話は、事例も多く、支援方法について悩んでいる
方におすすめです。
集合＆Zoom オンライン研修

高齢化に向けた支援
【日程】第 1 回：7 月 22 日（金）
第 2 回：8 月 19 日（金）
第 3 回：9 月 22 日（木）
【時間】各 9：30～12：00
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター
研修室 1・2
【講師】株式会社チームウェル
代表取締役副社長 遠藤 恵子 氏
利用者や家族に対応する際に、「うまく伝わっていない
ような気がする…」と感じたことはないでしょうか。また
は、対応することに苦手意識を持っている方はいないでし
ょうか。この研修はそんな方におすすめの研修です。
介護職員等が利用者や家族に対応する際に必要となるソ
ーシャルワークの基本について、居宅介護支援事業所で主
任介護支援専門員も務められている講師が、同じ事業者と
しての立場からわかりやすく教えてくださり、全 3 回の連
続研修で楽しく学べる研修です。

zz

～介護保険への移行について～
【日時】7 月 26 日（火）
9：30～11：30
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター
研修室 1・2
【講師】社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団
練馬地域包括支援センター
センター長 貞廣 幸枝 氏

この研修では、地域における包括的支援体制づくりや介護
保険サービスについて理解し、高齢を迎える障害者が介護保
険サービスへスムーズに移行できる支援について学びます。
また、超高齢社会における課題や具体的な事例から、障害
者が地域で安心して暮らせる支援について考えます。
この機会に、高齢期を迎える障害者の支援について学びま
せんか？

「地域共生社会の実現に向けて」知っておきたいトピックス研修

第1弾

集合＆

【日時】7 月 19 日（火）14：30～16：30
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター 研修室 1・2
【講師】立教大学 コミュニティ福祉学部 福祉学科
助教 田中 悠美子 氏

Zoom オンライン研修

講師の田中先生は、“若年認知症ねりまの会 MARINE”の代表として、若年認知症のご本人やご家族、ヤ
ングケアラーをサポートする活動を、長きにわたって行われています。介護・障害福祉サービスに従事する
職員として「ヤングケアラー」について知ることから始めませんか？
練馬区における地域共生社会の実現に向けて、また日頃の支援において、専門職としての引き出しを増や
し、視野を広げたい方におすすめです。

７月実施の研修は６月１０日（金）９:００より
ホームページで申込受付中です！
日程

時間

研修タイトル
集合 ＆ Zoomオンライン 研修

介護・障害福祉サービスの

19日 （火） 14：30-16：30

共通課題
の研修

ヤングケアラーの理解について
6/13まで受付

介護分野の

21日 （木） 13：30-16：30

22日 （金）

専門研修
介護分野の

9：30-12：00

専門研修

会場

認知症ケアを助ける環境づくり
全2回の連続研修－第2回－

なるほどが盛りだくさん！
ソーシャルワーク基礎研修
～利用者や家族への対応力を磨く～

共通

全3回の連続研修－第1回－

22日 （金） 14：30-16：30

障害福祉分野の

専門研修

安定して働き続けるために必要な支援とは
6/24まで受付

介護分野の

25日 （月）

専門研修

9：15-12：00

摂食・嚥下リハビリテーションの基礎と実践
全6回の連続研修－第2回－

練馬福祉人材育成・
研修センター
研修室1・2

集合 ＆ Zoomオンライン 研修

26日 （火）

障害福祉分野の

9：30-11：30

27日 （水） 13：00-17：00

28日 （木） 10：00-12：00

28日 （木） 13：30-15：30

専門研修

高齢化に向けた支援
～介護保険への移行について～

障害福祉分野の

高齢化する障害者と家族の支援

専門研修
障害福祉分野の

専門研修
障害福祉分野の

専門研修

全2回の連続研修－第1回－

移動支援サービスの基礎知識
～障害者の余暇・社会参加支援を考える～
強度行動障害の支援
～問題行動の背景を探る～
6/24まで受付

介護分野の
31日 （日） 10：00-16：00

専門研修

一人の人と向き合うことから始める認知症ケア
センター方式地域型基礎研修
全3回の連続研修－第2回－

障害福祉サービス事業者の方も

介護分野の

専門研修

受講できますが、介護サービス

障害福祉分野の

事業者向けの内容であることを

専門研修

ご留意ください。

介護サービス事業者の方も
受講できますが、障害福祉
サービス事業者向けの内容
であることをご留意ください。

動画を活用して OJT を充実

７月

BCP 関連や研修センターの集合研修で実施していない法定研修などを追加！

申込期間

配信期間

オンライン研修 オンデマンド配信

6月10日（金）9：00
～
6月30日（木）12：00

7月１日（金）
～
7月29日（金）12：00

「職員の人材育成 ベーシック研修」
※各テーマの詳細はホームページをご覧ください。

日程

時間

研修タイトル
7/26まで受付

障害福祉分野の

10日 （水） 13：00-17：00

専門研修

会場

共通

高齢化する障害者と家族の支援
全2回の連続研修－第2回－
7/21まで受付

介護分野の
19日 （金）

9：30-12：00

専門研修

なるほどが盛りだくさん！
ソーシャルワーク基礎研修
～利用者や家族への対応力を磨く～
全3回の連続研修－第2回－

23日 （火）

9：30-11：30

専門研修

障害者の生活を支援するとは
～サービス等利用計画と個別支援計画～
集合 ＆ Zoomオンライン 研修

介護分野の
24日 （水） 14：30-16：30

専門研修

施設で取り組む高齢者虐待防止対策
～「虐待です」と言われないために
できること～
6/24まで受付

介護分野の

29日 （月）

9：15-12：00

専門研修

練馬福祉人材育成・
研修センター
研修室1・2

集合 ＆ Zoomオンライン 研修

障害福祉分野の

摂食・嚥下リハビリテーションの基礎と実践
全6回の連続研修－第3回－

申込期間

配信期間

オンライン研修

7月11日（月）9：00
～
7月29日（金）12：00

8月１日（月）
～
8月31日（水）12：00

「職員の人材育成

オンデマンド配信
ベーシック研修」

※各テーマの詳細はホームページをご覧ください。

研修に申込したいけど、どうすれば良いの？
各研修の申込はどこから？

下記研修センターHP より

「研修を申込みたい」方

会員ログイン

☎

「ログイン ID・パスワードが分からない」方

または

✉

下記にお問い合わせ

研修の申込の際には、事前に研修センターへのご登録が必要となります。

各研修の申込はいつからいつまで？
いつから

開催月の前月 10 日から （例：7 月の研修は 6/10 から申込開始）

研修開催前日の 12：00 まで （例：7/26 の研修は 7/25 の 12：00 まで）
いつまで
研修によっては、早く申込みを〆切る場合があります。詳しくは予約システムをご確認ください。

研修に申込したけどメールが来ない。予約は出来てるの？
ここまでクリックしないと
予約完了となりません

「予約確認」の後、
「この内容で予約申込み」をクリック

研修センターHP より

事業所のメールアドレスが変更となった

練馬福祉人材育成・研修センター
☏：０３－６７５８―０１４５

変更届を提出

受付時間:午前 9 時～午後 5 時

定休日:土曜・日曜、祝日

✉：kensyu-center@nerima-swf.jp

HP：http://www.nerima-carenet.jp/

（HP に ✉お問い合わせフォームもございます）

