
平成29年度　社会福祉研修実施計画 （研修予定は、変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。）

 社会福祉主事資格認定 1　回 1　年  ①29.8.8(火)～8.11(金)  ④29.10.29(日)～11.1(水)

 通信課程 〔面接授業4日〕  ②29.8.31(木)～9.3(日)  ⑤29.11.7(火)～11.10(金)

(公務員)  ③29.9.19(火)～9.22(金)  ⑥29.11.27(月)～11.30(木)

 社会福祉施設長資格認定 1　回 1　年  ①29.11.2(木)～11.6(月)  ⑤29.12.12(火)～12.16(土)

 講習課程 〔面接授業5日〕  ②29.11.14(火)～11.18(土)  ⑥29.12.20(水)～12.24(日)

(公立施設長)  ③29.11.19(日)～11.23(木)  ⑦30.1.8(月)～1.12(金)

 ④29.12.1(金)～12.5(火)

社会福祉法人経営者

研修課程

   (1) 経営管理コース 1　回 3　日    (1) 経営管理コース 29.10.3(火)～10.5(木)

   (2) 人事管理コース 1　回 3　日    (2) 人事管理コース 29.6.13(火)～6.15(木)

 児童福祉司資格認定 1　回 1　年 　

 通信課程 〔面接授業5日〕  29.9.23(土)～9.27(水)

 都道府県又は市区町村の職員で、社会
福祉事業に従事している者

 社会福祉施設の長として必要な要件を満たし
ていない者に対して、施設長として必要な知識
及び技術について通信教育の方法により教授
し、必要な資格を取得させる。

目        的課 程 名 開　催　期　間
(一部変更になる場合がございます。詳しくは募集案内等をご覧ください。)

            対　象　者              　

 公立施設の施設長に就任予定の者又は
施設長に就任している者であって、施設
長としての具体的要件を満たしていない
者

国
の
委
託
事
業

国
の
補
助
事
業

 都道府県、政令指定都市、児童相談所
設置市の職員及び児童福祉法第10条第1
項に規定する業務に携わる市町村の職員
で、学校教育法第87条による4年制大学
を卒業した者、又は平成28年3月卒業見
込みの者

3

 社会福祉法人の役員及び法人の経営に
携わる者

1

2

 社会福祉主事として必要な基礎的知識及び技
術について、通信教育の方法により教授し、社
会福祉法に定める社会福祉主事の任用資格を取
得させる。

4

 児童福祉司として必要な基礎的知識及び技術
について、通信教育の方法により教授し、児童
福祉法に定める児童福祉司の任用資格を取得さ
せる。

実施回数

　※民間施設長の面接授業と同時に実施

　※上記、①～⑥のうち指定された1回を受講

募集期間等開催日数

　※上記、①～⑦のうち指定された1回を受講

 社会福祉法人の経営者として必要な法人・施
設運営に関する専門的知識及び技術を修得させ
る。

募集終了

募集終了

(1)8月下旬頃より
募集開始予定

(2)4月下旬より募
集開始(5/19締切)

募集終了



平成29年度　社会福祉研修実施計画 （研修予定は、変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。）

目        的課 程 名 開　催　期　間
(一部変更になる場合がございます。詳しくは募集案内等をご覧ください。)

            対　象　者              　実施回数 募集期間等開催日数

 社会福祉主事資格認定 2　回 1　年
 通信課程 (春期) 〔面接授業5日〕 別途「開催要綱」にて通知する。

(民間社会福祉事業職員) (秋期) 　

 社会福祉施設長資格認定 1　回 1　年  ①29.11.2(木)～11.6(月)  ⑤29.12.12(火)～12.16(土) 募集終了
 講習課程 〔面接授業5日〕  ②29.11.14(火)～11.18(土)  ⑥29.12.20(水)～12.24(日)

(民間社会福祉施設長)  ③29.11.19(日)～11.23(木)  ⑦30.1.8(月)～1.12(金)
 ④29.12.1(金)～12.5(火)

社会福祉士通信課程 1　回 9ヵ月 第4期

（社会福祉士短期養成施設） 〔面接授業2日×4回〕

〔要実習者は実習指導
第1回3日、第2回2日〕

 介護職員実務者研修通信課程
1　回 4ヵ月～9ヵ月

　

 福祉施設長専門講座 1　回 1　年  ①29.6.17(土)～6.20(火)
〔面接授業4日×2回〕  ②30.2.17(土)～2.20(火)

 社会福祉協議会・社会福祉施 1　回  6ヵ月 ①29.10.21（土）～10.23（月） ④29.12.9（土）～12.11（月）

 設職員会計実務講座 〔面接授業3日〕 ②29.11.11（土）～11.13（月） ⑤29.12.17（日）～12.19（火）

 ［通信課程］ ③29.11.24（金）～11.26（日）

1　回 3　日 29.8.5（土）～8.7（月）

 

 都道府県・指定都市社会福祉 1　回 3　日   29.8.26(土)～8.28(月)
 協議会管理職員研修会

 市区町村社会福祉協議会  市区町村社会福祉協議会の部・課長等 1　回 3　日   29.10.15(日)～10.17(火)
 管理職員研修会

　※上記、①～⑦のうち指定された1回を受講
　※公立施設長の面接授業と同時に実施

6

（1）会計実務講座
社会福祉協議会・社会福祉施設の会計実務担当者等
に必要とされる社会福祉法人｢会計基準｣に関する知
識及び介護報酬の請求実務等、会計実務能力の向上
を図る。

（2）会計入門研修会
会計の学習を全く行ったことがない者を対象に、講
義・演習を通じて、複式簿記の考え方や会計の入門
的学習を行い、基礎的な会計処理能力の取得を図
る。

 社会福祉法人等が経営する施設又は団体に
現在勤務している者

2

 社会福祉施設の長として必要な要件を満たしていな
い者に対して、施設長として必要な知識及び技術に
ついて通信教育の方法により教授し、必要な資格を
取得させる。

 社会福祉法人立等の社会福祉施設の長に就
任予定の者又は施設長に就任している者で
あって、施設長としての具体的要件を満たし
ていない者

3

 社会福祉士として必要な専門の学術の理論及び応用
について、通信教育の方法により教授し、社会福祉
士国家試験の受験資格を与える。

 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第
3条第一号イのいずれかに該当する者

介護業務に従事、または従事する予定の者
で、介護福祉に関する技能向上や介護福祉士
の資格取得を目指す者

 社会福祉施設の機能強化推進に必要な専門的知識及
び技術を修得させ、高度な実践能力を養成する。

社会福祉施設長(管理者)または理事長、理事
等であって社会福祉事業経験が1年以上あ
り、かつ次のいずれかに該当する者。

①中央福祉学院が実施する「社会福祉施設長
資格認定講習課程」を修了した者
②社会福祉主事、保育士、社会福祉士、介護
福祉士、医師、理学療法士、作業療法士、看
護師、介護支援専門員のいずれかの資格を有
する者

面接授業は、東京（1回）、大阪（2回）及びロフォス湘南（2回）
の5会場。東京 大阪は、すべて土・日・祝日に実施。日程の詳細
は、別途「開催要綱」にて通知する。

各スクーリングは社会福祉協議会（15府県市）にて設定する。
中
央
福
祉
学
院
　
独
自
事
業

7
 都道府県・指定都市社会福祉協議会の管理職員に必
要とされる管理業務に関する知識及び技術の向上を
図る。

8  市区町村社会福祉協議会の管理職員に必要とされる
管理業務に関する知識及び技術の向上を図る。

4
介護福祉に関する必要な知識や技術を教授し、介護
人材を養成すると同時に介護福祉士国家試験の受験
資格を取得させる。

1
 社会福祉主事として必要な知識及び技術を通信教育
の方法により教授し、社会福祉法に定める社会福祉
主事の任用資格を取得させる。

詳細はＨＰを
ご覧ください。

7月頃より
募集開始予定

 社会福祉協議会・社会福祉施設の会計実務
担当者等

 都道府県・指定都市社会福祉協議会の部・
課長等

会計実務講座初級コースの受講者のうち、本
研修会の受講を希望する者

5

春期コース：募集終
了
秋期コース：5月よ
り募集開始

7月頃より
募集開始予定

詳細はＨＰを
ご覧ください。

詳細はＨＰを
ご覧ください。

詳細はＨＰを
ご覧ください。



平成29年度　社会福祉研修実施計画 （研修予定は、変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。）

目        的課 程 名 開　催　期　間
(一部変更になる場合がございます。詳しくは募集案内等をご覧ください。)

            対　象　者              　実施回数 募集期間等開催日数

1　回 3　日   30.2.11(日)～2.13(火)

 都道府県・指定都市社会福祉 1　回 3　日   29.4.25(火)～4.27(木)
 研修実施機関職員研修会

 職場研修担当者研修会 　 　
 ①29.7.10（月)～7.12(水) 　

2　回 3　日  ②30.2.5（月)～2.7(水)

　
1　回 3　日   29.7.10（月)～7.12(水)

スーパービジョン研修会 1　回 3　日 　30.1.18（木)～1.20(土)
　 　

上級管理職員研修会 1　回 2　日 　29.12.18（月)～12.19(火)

　トップマネジメントとしての基本的役割やキャリ
アデザインの方法、各法人・事業所におけるキャリ
アパス構築のための方法論等を習得させる。

施設長等の運営統括責任者に就いている役職
員であり、かつ本課程「管理職員コース」の
修了者等

 福祉の職場研修を進めるために必要な知識
及び技術を習得させる。
(1) 施設職員コース
　社会福祉法人・施設等で「職場研修」を推
進する者

(2)インストラクター養成コース
　『福祉の「職場研修」担当者養成コース』
インストラクターとして、各都道府県・指定
都市社会福祉研修実施機関が推薦する者

9

中
央
福
祉
学
院
　
独
自
事
業

中
央
福
祉
学
院
　
独
自
事
業

 都道府県・指定都市 社会福
祉協議会新任職員研修会

 都道府県・指定都市社会福祉協議会の新任職員に必
要とされる職業人・社会人としての自覚や自己啓発
への意識を醸成する。

10  福祉研修担当職員として、必要な企画実施能力の修
得を図る。

11

 福祉の職場研修を進めるために必要な知識及び技術
を修得させる。

13
福祉職員キャリアパス対応

生涯研修課程

 都道府県・指定都市社会福祉協議会の新任
職員等

 都道府県・指定都市の社会福祉研修実施機
関の職員で研修企画・運営に携わる者

施設職員コース（第1回）と同時開催

12
 福祉職場の指導的職員に必要とされる一般職員等へ
の指導・助言（スーパービジョン）に関する実践能
力の向上を図る。

 社会福祉法人等が経営する施設等の指導的
立場の相談 職員、介護職員、保育職員等
（グループリーダー、主任、係長、部課長
等）

10月下旬頃より
募集開始予定

12月頃より
募集開始予定

募集終了

①5月中旬頃より
募集開始予定

②12月頃より
募集開始予定

9月頃より
募集開始予定


