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平成２９年度東京都社会福祉協議会登録講師派遣事業 

利用の手引（兼 実施要綱） 

平 成 2 9 年 4 月 版 

東京都社会福祉協議会 

 

１ 目的 

この事業は、福祉・介護・保育系講師の登録制度を設け、研修企画・講師確保等が困難な小・中

規模の介護等事業所に出張研修を実施し、福祉・介護職員の資質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の実施主体 

  東京都 

 

３ 事業の運営主体 

  社会福祉法人東京都社会福祉協議会（以下、「東社協」とする。） 

 

４ 事業のしくみ 

  （別紙１）のとおり。 

 

５ 登録講師の要件 

（１）都内の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の養成施設及び大学・短期大学に所

属する教員で１年以上の教歴を有する者 

（２）都内の介護職員初任者研修実施事業所に所属する教員で１年以上の教歴を有する者 

（３）認知症介護指導者養成研修修了者で東京都の指定研修で３年以上の教歴を有する者 

（４）その他、東京都及び東京都社会福祉協議会が協議のうえ、同等の教歴を有すると認めた者 

 

６ 登録講師の派遣方法 

（１）Ａ活動：年２回研修科目を企画し、参加事業所を公募し派遣研修を行う活動（項目 10参照） 

（２）Ｂ活動：事業所の個別の研修ニーズに対応し、東社協が講師を調整し派遣する活動 

（項目 11参照） 

 

７ 受講対象となる事業所 

福祉・介護・保育等の福祉サービスを提供し、次の要件のいずれかに該当する事業所 

（１）利用者の定員が、施設サービスで１１０人、在宅サービスで５０人以下の事業所 

（２）利用者の定員がない事業所は、１サービス当たりの利用実人員（直近１か月又は直近３か月の

平均）が１１０人以下の事業所 

（３）上記に定める他、東京都及び東社協が協議の上、特に支援が必要と認められる事業所 

 

８ 研修内容 

（１）介護技術や認知症ケア、障害者支援、保育技術等の専門的知識や技術に関すること 

（２）専門資格取得のための試験対策に関すること 

（３）介護保険制度や障害者総合支援法等の福祉分野の制度に関すること 

（４）人材育成やメンタルヘルス等の人材マネジメントに関すること 

（５）基本的人権や高齢者・障害者虐待等の人権問題に関すること 

事業所用 
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（６）接遇マナーやコミュニケーションスキルに関すること 

（７）チームワークやリーダーシップに関すること 

（８）その他、事業所職員の資質向上に寄与する内容の研修 

 

９ 研修形態 

（１）個別の事業所（同一法人内の複数事業所を含む）を対象とした派遣研修【単一型】 

（２）複数事業所（別法人の３事業所以上）を対象とした派遣研修【ユニット型】 

 

10 Ａ活動（登録講師が企画する研修科目に申込みをした事業所に対し派遣研修を行う活動）の概要 

（１）科目内容 

福祉・介護職員の資質向上に資する研修科目 

（２）研修時間 

１回 ９０分～１２０分 

（３）研修の形態 

講義、演習、個人・グループワーク等 

（４）研修実施期間 

第１期：平成２９年７月～１０月 ／ 第２期：平成２９年１１月～平成３０年２月 

（５）費用 

無料（講師への謝金・交通費等の必要経費は、東社協が講師に直接支払う。） 

但し、研修で使用する資料印刷等は、原則として事業所の負担とする。 

※事業所・講師間の金品の授受は厳に禁止する。 

（６）申込方法 

東社協ホームページに掲載の「研修企画一覧」から受講を希望する科目を選び、東社協研修受

付システム「けんとくん」から①単一事業所もしくは②ユニット型のいずれかで申込む。 

①単一事業所（同一法人内の複数事業所を含む）での申込みの場合、基本的に受講できる科目

は各期ごとに１科目（第１希望科目を優先して調整し、それが不調だった場合に第２希望科目

を調整）とするが、全体の枠に余裕があった場合には２科目（第１希望科目＋第２希望科目）

の受講を可とすることがある。 

②ユニット型（別法人の３事業所以上）での申込みの場合、各期ごとに３科目ずつ希望するこ

とができる。 

（７）申込締切日 

第１期：平成２９年５月２９日（月）／ 第２期：平成２９年９月２５日（月） 

※両日とも１７：００までとする。 

（８）研修の決定 

東社協が事業所からの研修希望を受けて講師との調整を行い、事業所に採否の「決定結果通知」

を送付する。 

但し、受講希望が多数となった場合は、各講師と調整する以前に、事業所の過去の本事業利用

歴等を勘案し、受講不可とすることがある。 

（９）受講事業所の責務 

本事業での研修受講に当たり、事業所は以下の事項を行うこと。 

※外部講師を招いて研修を行う場合の手順とポイントを記載した資料（別紙２：「小規模事業所

のための職場研修の手引」より抜粋）を参考にすること。 

①講師との事前打合せ 
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◎方法 

上記（８）の「決定結果通知」を受けた事業所は、１週間以内に講師に直接連絡し、研修の

目的・目標、具体的な実施方法・日程等について打合せを行う。 

その際の連絡手段は、講師の希望（「決定結果通知」に明示する）により「メール」もしく

は「電話」とする。 

◎打合せで確認すべき主な項目 

・研修の目的・目標 

・研修の内容（事業所の要望）・方法（形態） 

・研修の日時 

・会場（住所・交通経路・会場のレイアウト・マイク等の設備準備の要否） 

・予想される参加者数と参加層 

・用意する資料と部数（講師と事業所のどちらが準備するかの確認） 

・講師の所属・緊急連絡先 

②講師の送迎の配慮 

研修会場が不便な立地であったり研修終了時間が夜遅くなったりする場合、講師を最寄りの駅

等まで送迎の配慮をする。 

③研修受講証明書の提出 

研修受講後に、講師が持参する「研修受講証明書（様式５）」を講師に提出する。 

④アンケートの提出 

研修受講後に、「決定結果通知」に同封されたアンケートに回答し、東社協にＦＡＸ送信する。 

このアンケートとは別に、講師にアンケート等への協力を求められることがある。 

 

11 Ｂ活動（個別の研修ニーズに対応し、東社協が講師を調整し派遣研修を行う活動）の概要 

（１）主旨 

Ａ活動の研修科目によらず、事業所の個別の研修ニーズを受けて東社協が研修内容を検討・企

画し、適切な講師に出張研修を依頼する。但し、事業所からのニーズがＡ活動における所定の

研修科目により対応可能と判断される場合は、Ａ活動によることとする。 

（２）研修実施期間、申込締切日及び費用 

Ａ活動に準じる。 

（３）申込み方法・申込先 

事業所が個別に東社協に電話で問い合わせる。 

（４）研修の決定以降の手続き 

Ａ活動の概要「（８）研修の決定」以降、Ａ活動と同様。 

 

12 年間計画 

  「平成２９年度登録講師派遣事業年間計画（事業所用）」参照 

 

13 問い合せ先 

  〒112-0006 東京都文京区小日向 4-1-6 東京都社会福祉保健医療研修センター１階 

東京都福祉人材センター研修室（鈴木・山田・菊池） 

TEL:03-5800-3335  FAX:03-5800-0449  
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① 東社協は研修科目の一覧を東社協ホームページに掲載し、事業所に公開する。 

② 事業所は東社協研修受付システム「けんとくん」により希望する研修を申込む。 

③ 東社協と講師が選定した後、東社協が事業所に研修実施の可否の「決定結果通知」を発送（郵

送）する。 

④ ③の通知到着後概ね１週間以内に、事業所は担当講師に連絡し、研修実施に必要な事前打合

せを行う。 

⑤ 担当講師は事業所を訪問し研修を実施する。 

⑥ 事業所は講師が持参する「受講証明書（様式５）」を講師に提出する。 

⑦ 事業所は③の通知に同封されたアンケートに回答し、東社協にＦＡＸ送信する。 

 

 

 

＊Ｂ活動は東社協が個別に講師に依頼しますが、③以降はＡ活動と同様です。 

  

東京都福祉
人材センター
研修室 

登録講師派遣事業のしくみ（Ａ活動の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 

(別紙１) 

⑦アンケート提出 

②研修申込 

①研修科目一覧公開 

③決定結果通知発送 

④研修に向けた事前打合せ 

⑤派遣研修実施 

⑥受講証明書提出 

 

 

 

 

 

 

福祉・介護 

事業所 
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参 考 

外部講師を招いての職場内集合研修の手順とポイント 

 

  手順 ポイント 

事前準備 １ 実施要領（研修企画書）の

作成 

・特に研修の目的、到達目標を明確にしておくことが、そ

の後の講師との打ち合わせでも重要になる。 

２ 事業所内周知と参加者集約 １か月以上前には周知が必要。 

３ 講師との事前打ち合わせ ・打ち合わせで予め確認しておくことは次のとおり。 

①研修の目的、到達目標、日時、会場、来所時刻、参加

予定人数、参加者属性 

②進め方（研修技法やプログラムの時間配分、事前質問

の集約の有無） 

③配布資料（レジメ）の提出期限 

④配布資料の印刷仕様の確認、印刷準備（用意）の役割 

分担 

４ 資料準備 ・資料の大きさは統一し、製本すると良い。 

・資料№やページを入れる。 

当

日 

準備 ５ 会場設営 ・講師との打ち合わせのとおりにセットする。特に教室形

式かロの字型か、グループ分けかなどに注意。 

６ 研修教材、資料、消耗品の

用意 

・研修で使う教材、筆記具などを準備。 

７ 参加者受付 ・受付名簿または出席者記入用紙を用意。 

８ 講師来場確認、接待、挨拶 ・上司と役割分担しておもてなし。 

研修中 ９ 開催通告 

オリエンテーション 

・進行役の自己紹介。 

・日程説明、休憩等の案内、 講師紹介。 

10 研修の進行具合に気を配る ・マイクの音量。 

・室温、換気。 

・照明（とくにパワーポイントのスライド映写の有無で注

意）。 

・資料、教材配布の手伝いの有無。 

・時間配分の進行管理（まれに講師が終了時刻を勘違い

している場合がある）。 

・参加者の受講態度の把握。 

11 研修終了時に参加者アンケ

ート 

・講師評価や設備や運営方法に評価が向かう傾向があ

るが、研修成果を自己評価に促すように設問に工夫をす

ると良い。 

12 終了通告 ・講師へのお礼。 

・参加者への事務連絡。 

事  後 13 会場整理（後片付け） ・忘れ物点検、原状復帰。 

・役割分担をしておき、講師への謝意が疎かにならない

ように注意。 

14 講師へのお礼 ・お礼を述べる。 

・講師の都合を聞き、時間があるようなら、担当者として

の気づきや感想などを懇談する。 

15 見送り ・職員間で役割分担をして事業所としての謝意を表す 

16 アンケートのまとめと報告 ・アンケート結果を集計し後日、東社協へ報告。可能であ

れば、アンケート結果を当日中に受講職員間で閲覧。 

（「小規模事業所のための職場研修の手引」より抜粋） 

(別紙２) 
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事業所用 

平成 29年度登録講師派遣事業 年間計画 

 第１期 第２期 

４月      

５月 1日 

 

  29日 

第１期研修科目一覧公開 

事業所の申込開始（「けんとくん」利用） 

申込締切（～17：00）《厳守》 

＊申込結果集計 

研修室で優先事業所を選定した後、各

講師に選定依頼 

 

６月 23日 

   

事業所へ決定結果（実施可否）通知発送 

＊通知到着後概ね１週間以内に、事業所

から担当講師に連絡 

講師・事業所間で事前打合せ 

 

７月 1日 

 

第１期研修実施開始 

＊研修終了後 

  研修受講証明書を講師に提出 

  アンケートを東社協にＦＡＸ送信 

 

８月      

９月 1日 

 

  25日 

 第２期研修科目一覧公開 

事業所の申込開始（「けんとくん」利用） 

申込締切（～17：00）《厳守》 

＊申込結果集計 

研修室で優先事業所を選定した後、各

講師に選定依頼 

10月20日 

 

 

 

31日 

 

 

 

 

第１期研修実施終了《厳守》 

事業所へ決定結果（実施可否）通知発送 

＊通知到着後概ね１週間以内に、事業所

から担当講師に連絡 

講師・事業所間で事前打合せ 

11月 1日 

 

 第２期研修実施開始 

＊研修終了後 

  研修受講証明書を講師に提出 

  アンケートを東社協にＦＡＸ送信 

12月     

１月      

２月 28日  第２期研修実施終了《厳守》 

３月      


