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発行日 令和４年１１月１０日

☆☆安心♪サポート 訪問ヘルパーセミナー

＆お仕事相談会を開催しました☆☆

10 月 25 日（火） 区民・産業プラザ Coconeri ホールにおいて、訪問ヘルパ
ーに特化した人材確保イベントを開催しました。第 1 部の「安心♪サポート 訪問ヘ
ルパーセミナー」には 32 名が参加され、練馬区内の訪問介護サービス事業所で働く
職員が、訪問ヘルパーの仕事の魅力や働き方について丁寧にお伝えしました。その
後に開催された第 2 部「お仕事相談会」には、セミナーから続けて参加された方を含
めて 36 名が参加され、相談のために各法人のブースを回られていました。また、ブー
スでは、着席された方の仕事に対する不安に対して、事業所の担当者が丁寧に説
明をしていました。このイベントをきっかけに介護や福祉の仕事に興味を持ち、練馬区
で働く仲間が少しでも増えれば嬉しいです。

集合＆Zoom オンライン研修

サービス等利用計画と
個別支援計画の実践 ～児童編～
【日時】12 月 16 日（金）9：00～12：30
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター
研修室 1・2
【講師】練馬区福祉部 大泉総合福祉事務所
福祉事務係長 小嶋 康裕 氏
TEACCH プログラムの価値観には「自閉症の人々を世界観
の捉え方が一般の人と異なる異文化の人々として接する」とい
うものがあり、「無理に世間の常識に合わせるというより、周囲
が自閉症の特性を理解し許容した上で社会に適応できるよう
に支援していく」という基本原理で成り立っています。このプロ
グラムの「構造化」は放課後等デイサービスや障害者就労施設
などで広く取り入れられており、私たちの日常生活の場面でも
多くみられています。この機会に改めて学びませんか？
また、介護サービス事業所職員の方で自閉症や強度行動障
害について学びたい方も、ぜひお越しください。

【日時】12 月 9 日（金）10：00～12：00
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター
研修室 1・2
【講師】練馬区立こども発達支援センター
公認心理師
相談支援専門員 熊丸 高雄 氏
この研修は、実際に計画作成に携わっている講師から、支
援提供の基本を再確認しながら、サービス等利用計画や個別
支援計画の作成の流れ、作成にあたって大切にしたい点など
を、事業所側の視点でご講義いただけます。個別支援計画の
実例などから具体的にも学べる内容です。
児童が支援対象である事業所の方は、この機会に再確認
し、実践に活かしましょう。直接の支援はしていないが児童に
関わることが多い事業所、この機会に児童のことを学び、視
野を広げたいという事業所の方も受講可能です。
集合＆Zoom オンライン研修

移動・移乗介助 基礎研修

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 4 弾

～ボディメカニクスと持ち上げない介護～

児童福祉分野から地域共生社会を考える

【日時】 12 月 21 日（水）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】 株式会社 ツクイスタッフ
パートナー講師
株式会社 MAST 代表取締役
岩見 俊哉 氏

【日時】 12 月 16 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】 練馬区教育委員会事務局
こども家庭部
子ども家庭支援センター
所長 橋本 健太 氏

「私たちの事業所では今でも旧来の方法で移動・移乗介助を
行っているけど、大丈夫かな」
「利用者、職員双方にとって負担のない介助方法を知りたい」
など、困っていることはありませんか？
移動・移乗介助の方法は、様々な機器を活用するなど進化し
ており、知っておきたい基本的な事項を教わるのに最適な研修
です。この機会に、ボディメカニクスに基づいた持ち上げない介
護を学んでみませんか？

日頃支援しているご本人を含めた家族について、親側にある
課題が子どもへ、子ども側にある課題が親へ、家族の中で互い
に影響しあっていることはないでしょうか。ご本人への支援の
充実に向けて家族の状況を理解するために、障害福祉分野や
高齢者分野以外の児童分野の知識も学びませんか？
今回は練馬区の子ども家庭支援センター所長を講師に迎え、
練馬区における子ども（児童）を取り巻く状況や課題等をお話
いただきます。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。

zz
仕事力がアップするシリーズ 第 2 弾

【全 2 回の連続研修】

業務管理力を高める PDCA サイクルのきほんを学ぶ
【日時】 第 1 回：令和 4 年 12 月 12 日（月）13：30～17：00
第 2 回：令和 5 年 2 月 16 日（木）13：30～17：00
【会場】 練馬福祉人材育成・研修センター 研修室 1・2
【講師】 株式会社 ツクイスタッフ パートナー講師 柴田 茂之 氏
ケアプランなどの支援計画でおなじみの PDCA は、P（計画）、D（実行）、C（評価）、A（改善）の頭文字をとったもの
で、仮説と検証プロセスを循環させて目標達成のマネジメントの質を高めるものです。PDCA サイクルをうまく機能さ
せることにより業務管理や効率が高まり、職場の成長にもつながります。まずは個人としての仕事遂行力をアップさせ
ませんか？リーダー・管理者になった際に行う職場内チームのマネジメントにも活かすことができます。
初任者から中堅職員を対象としますが、「これまでに受講したことがない」「改めて確認したい」というリーダー・管理
者にもおすすめです。

１２月実施の研修は１１月１０日（木）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
受付終了

介護分野の
1日

（木）

9日

9：30-16：30

（金） 10：00-12：00

専門研修
障害福祉分野の

専門研修
介護・障害福祉サービスの

12日 （月） 13：30-17：00

共通課題
の研修

介護福祉士受験対策講座
全3回の連続研修－第3回－
集合 ＆ Zoomオンライン 研修

サービス等利用計画と個別支援計画の実践
～児童編～
仕事力がアップするシリーズ 第2弾

業務管理力を高める
PDCAサイクルのきほんを学ぶ
全2回の連続研修―第1回―
集合 ＆ Zoomオンライン 研修

介護・障害福祉サービスの

14日 （水）

9：00-12：00

共通課題
の研修

共通課題
の研修

16日 （金）

9：00-12：30

障害福祉分野の

専門研修

集合 ＆ Zoomオンライン 研修

ハローワークに学ぶ！
応募数が増える魅力的な求人票の作り方

共通課題
の研修

練馬福祉人材育成・
研修センター
研修室1・2

共通

自閉症、強度行動障害のある方への支援
～TEACCHプログラムを知り
「問題行動」への対処法を学ぶ～
集合 ＆ Zoomオンライン 研修

介護・障害福祉サービスの

16日 （金） 14：30-16：30

共通

今井塾！介護保険制度における
介護支援専門員の役割

介護・障害福祉サービスの

15日 （木） 15：00-16：30

会場

共通

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4弾

児童福祉分野から地域共生社会を考える
9：00-12：00
（訪問系事業所）

20日 （火）

受付終了
介護・障害福祉サービスの

共通課題
の研修

13：00-17：00
（入所/通所

感染症対策リーダー養成研修
全3回の連続研修－第3回－

施設・事業所）

介護分野の

21日 （水） 13：00-17：00

専門研修

移動・移乗介助基礎研修
～ボディメカニクスと持ち上げない介護～

オンライン研修 オンデマンド配信
動画研修で時間を有効活用！ＯＪＴを充実！

「職員の人材育成 ベーシック研修」
配信期間

12/1（木）～12/28（水）12：00

申込期間

11/10（木）～11/30（水）12：00

内容

・BCP 関連 ・感染症対策 ・法定研修
・職層別研修（新人職員、リーダー・管理者）
各テーマの詳細は申込期間内に
ホームページの申込ページをご参照ください

期間内であれば下記タイトルの動画を何度でも視聴可能
配信方法が異なりますのでそれぞれお申込みが必要です
福祉人材不足解消に外国人の採用を検討している管理職におすすめ

「外国人介護職員の現状と採用のポイント」
配信期間

12/1（木）9：00～12/15（木）

申込期間

11/10（木）9：00～11/30（水）12：00

内容

・外国人労働者の現状 ・在留資格の理解
・外国人介護職員を雇用できる制度の概要
・外国人雇用のルール
・外国人介護職員の雇用にあたって気を付けること など

詳細は申込期間内にホームページの申込ページをご参照ください

練馬福祉人材育成・研修センター 受付時間:午前 9 時～午後 5 時 定休日:土曜・日曜、祝日
☏：０３－６７５８―０１４５
✉：kensyu-center@nerima-swf.jp
HP：https://www.nerima-carenet.jp/ （HP に ✉お問い合わせフォームもございます）

共通

１月 研 修 予 定
日程

時間

12日 （木）

9：30-12：30

研修タイトル
介護・障害福祉サービスの

共通課題
の研修

会場

よりよい関係づくり
～自分も相手も楽になる
コミュニケーション術～

介護分野の

専門研修

介護・障害福祉サービスの

13日 （金）

9：30-11：30

共通課題
の研修

利用者・家族からの
カスタマーハラスメントへの対応（仮）

障害福祉サービス
障害福祉分野の

17日 （火） 13：30-16：30

専門研修
介護・障害福祉サービスの

18日 （水）

9：00-12：00

共通課題
の研修

18日 （水） 14：30-16：30

19日 （木） 13：30-16：30

障害福祉分野の

専門研修
介護分野の

専門研修
介護・障害福祉サービスの

20日 （金）

9：30-11：30

共通課題

身体障害・知的障害の理解と
支援方法について
～支援の現場から経験に
基づいた考え方を学ぶ～

事業者の方も
受講できますが、
介護サービス事業者

集合 ＆ Zoomオンライン 研修

今井塾！医療保険制度のしくみと
後期高齢者医療制度

練馬福祉人材育成・
研修センター
研修室1・2

共通課題

向けの内容であること
をご留意ください。

精神障害の理解と支援方法について
～発達障害を理解する～

看取りケアに関する研修（仮）

障害福祉分野の

専門研修

集合 ＆ Zoomオンライン 研修

障害者虐待防止（仮）

の研修

23日 （月）

9：30-11：30

障害福祉分野の

専門研修

介護サービス事業者の方
も受講できますが、

子どものことばの発達を支援する

介護・障害福祉サービスの

25日 （水） 14：30-17：00

共通課題

区民・産業プラザ
3階
ココネリホール

処遇改善加算セミナー

の研修

介護・障害福祉サービスの

26日 （木）

9：30-12：30

共通課題

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。

自然災害編 BCPのつくり方研修

の研修

介護・障害福祉サービスの

26日 （木） 15：00-17：00

共通課題
の研修

医療との連携を考える
～多職種連携～
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

27日 （金）

9：30-11：30

障害福祉分野の

専門研修
介護・障害福祉サービスの

28日 （土） 14：00-15：30

共通課題
の研修

障害者の権利擁護を考える
～専門職として～
集合 ＆ Zoomオンライン 研修

誰もが安心して暮らすことができるまちへ
「障害者の意思疎通の促進と
手話言語の普及に関する条例」について

申込期間

配信期間

オンライン研修

12月12日（月）9：00
～
12月28日（水）12：00

1月１日（日）
～
1月31日（火）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、申込期間内に
ホームページの申込ページよりご参照ください。

ご登録内容に変更はありませんか？
メールアドレスの変更はございませんか？
研修センターHP より変更の手続きへ
「メールアドレスを変更したい」方
「登録メールアドレスが分からない」方
☎ または ✉ で問い合わせへ
ご登録情報に誤りがあると人材確保イベント募集やおすすめ研修などの情報が届かない場合があります。

※次回、人材確保イベント【2/26（日）介護・福祉のお仕事フェア in ねりま 相談・面接会】への
出展募集のメール配信は 11 月末を予定しております。変更の予定がある事業所はお早めにご連絡ください。

住所の変更はございませんか？
移転などに伴い、住所の変更がある方
毎年お送りしている研修ガイドが届かない場合があります。

研修センターHP より変更の手続きへ

