■ 研修の主旨
社会福祉法における福祉サービスの基本的理念（第 3 条）を踏まえて地域福祉の推進（第 4 条）を実施し
ていくためには、ソーシャルワーカー個人の努力のみならず、組織が一体となって機能し、組織としての理
念や戦略を作り上げていくことが重要です。本研修では、そのために必要なスキルとして、組織行動論の基
本理論、サービス管理・リスクマネジメント、階層別の役割行動、組織運営管理・経営の知識を修得すると
ともに、ケーススタディにより組織内の中核的な役割を担う職員としての人材育成、運営に参画するための
思考力・分析力を習得することを目的に開催します。
また本研修は、研修会場である社会福祉法人天竜厚生会の集中管理方式の概要および高齢・障害等の各分
野の施設の見学も企画しております。研修プログラムには含まれませんが、ぜひご参加ください。
１．日

時

前期：２０１６年１２月 ３日（土）～４日（日）
後期：２０１７年 １月 ７日（土）～９日（月・祝）
社会福祉法人天竜厚生会 研修センター 第１研修室（静岡県浜松市浜北区於呂 4201-6）

２．会
場
３．プログラム
前期
時間
テーマ
12：45～13：00
開会・オリエンテーション
13：00～14：30（90 分） 【講義】組織と経営の基礎理論

１
日
目

14：30～14：45
休憩（15 分）
14：45～16：15（90 分） 【講義】福祉サービスに関わる組織や団体
16：15～16：30
休憩（15 分）
16：30～19：30（180 分） 【講義／演習】組織のマネジメント

２
日
目
後期

１
日
目

9：00～11：00（120 分）
11：00～11：10
11：10～16：10（240 分）
※途中に 60 分の昼食含む
時間
12：45～13：00
13：00～15：00（120 分）
15：00～15：10
15：10～19：10（240 分）

【講義／演習】組織のマネジメント
休憩（10 分）
【講義／演習】
社会福祉経営におけるリスクマネジメント
テーマ
開会・オリエンテーション
【講義】労務のマネジメント
休憩（10 分）
【講義／演習】人材育成のためのスーパービジョン

9：00～15：00（300 分） 【講義／演習】会計・財務マネジメント
※途中に 60 分の昼食含む

２
日
目

15：00～15：10
休憩（10 分）
15：10～17：10（120 分） 【講義／演習】経営の基礎理論・マーケティング

講師
松山茂樹（新潟医療福祉
大学教授）
松山茂樹
山本たつ子（社会福祉法
人天竜厚生会理事長）
山本たつ子
高橋是司（社会福祉法人
つばめ福祉会専務理事）
講師
社会保険労務士（調整中）
山本たつ子
杉山明喜雄（公認会計士）
石田雄士（社会福祉法人
天竜厚生会財務部経営企
画課長）
旭博之（社会福祉法人
至誠学舎立川常務理事）

※当日のプログラム終了後、懇親会を予定（任意）

３
日
目

9：00～14：00（240 分） 【講義／演習】経営の基礎理論・マーケティング
※途中に 60 分の昼食含む
14：00～14：10
休憩（10 分）
14：10～15：10（60 分） 【講義】総括
15：10～15：20（10 分）
閉会
※当日のプログラム終了後、施設見学を予定（任意）

旭博之

松山茂樹、山本たつ子

４．対 象 者

５．定
員
６．受 講 費

以下の要件を全て満たすこと
①社会福祉士であること
②組織の執行役員、事業責任者、部長、課長、管理者等、監督、経営、企画、運営に関わ
っていること、または、近い将来関わる予定であること
③全てのプログラムに参加することができること
５０名 ※申込数が少ない場合は開催しない場合がありますのでご了承ください。
会員：３５，０００円 会員以外：５０，０００円（資料代含む、食費・宿泊費別）
※「会員」とは、日本社会福祉士会の正会員である都道府県社会福祉士会に所属している正会員のことです。
入会手続き中の方も「会員」に含みます。

７．施設見学

１月９日（後期 3 日目）の研修終了後、社会福祉法人天竜厚生会の施設見学を企画してお
りますので、ぜひご参加ください。（参加費無料、施設見学のみの参加はお受け付けでき
ません。） ＊施設見学の時間の目安：15：30～16：30 頃までを予定
８．懇 親 会
１月８日（後期 2 日目）の研修終了後、懇親会を開催します。
懇親会参加費：6,000 円
※参加人数により開催しない場合があります。
９．宿泊案内
宿泊は各自で手配をお願いします。社会福祉法人天竜厚生会の宿泊施設を利用することも
できますので、ご希望の方は本研修の受講に併せてお申し込みください。ただし、全ての
方の希望に沿えないこともありますので、予めご承知置きください。お申し込みにあたっ
ては、別紙の資料「宿泊施設のご案内」をご参照ください。
10．食
事
研修期間中の食事については、各自ご対応ください。社会福祉法人天竜厚生会で昼食を用
意することもできますので、ご希望の方は研修のお申し込みに併せて事前にお申し込みく
ださい。研修センター内の「スーパーはまな」もご利用いただけます。
※「スーパーはまな」は土曜日お休みです。
11．申込方法
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、下記の申込先まで郵便またはＦＡＸにてお申込くだ
さい。（電話・Ｅ－mail での申込は受け付けておりません）
12．申込期限
１１月１８日（金曜日） ※郵便は消印有効、ＦＡＸは必着とします
先着順
※申込締切前でも定員となり次第締め切ります。
13．受講可否
受講の可否は、１０月末までに文書で通知します。併せて、事前課題、会場案内、受講費
の納入関係、キャンセルの扱い、懇親会等についてもご連絡します。開催しない場合も合
わせて通知します。なお、期日までに通知がない場合は郵便事故などが想定されるため以
下の担当までお問い合わせください。
14．単
位
生涯研修制度の単位は、本研修を修了することで、新制度で申請できる単位は「生涯研修
制度独自の１単位（認証されていない研修であり、生涯研修制度施行規程第 10 条-2-（3）
-①および生涯研修制度研修単位基準細則第 4 条に該当するため）」、旧制度では「共通
研修課程１５単位」になります。
15．修了条件
本研修を修了するためには、全てのプログラムを修了し、事後課題を提出の上、研修主催
者による課題審査に合格することが必要です。30 分以上の遅刻・早退・途中退席があった
場合には、研修は未修了の扱いとなりますので、ご注意ください。
16．主
催
公益社団法人日本社会福祉士会
17．自然災害による中止
自然災害発生によりやむを得ず研修会を中止する場合があります。判断基準等は本会ホームページ
（URL: http://www.jacsw.or.jp/）をご参照ください。中止の場合、受講料返金は行いませんのでご
了承ください。
18．受講にあたっての配慮
受講にあたって特に配慮が必要な事項がありましたら申込用紙にご記入ください。
19．個人情報の扱い
受講申込においてお預かりした個人情報は、当研修会の運営目的以外には使用いたしません。
20．お申し込み・お問い合わせ先
公益社団法人日本社会福祉士会 生涯研修センター 担当：赤沼
〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル 2 階
TEL：03-3355-6541（月～金曜日 9:30～17:30） FAX：03-3355-6543
E-mail：kenshu-center@jacsw.or.jp

社会福祉マネジメント研修

受講申込書

下記のとおり申し込みます。
会員
区分
（かな）
氏名

□ 会
員
（会員番号：
□ 会員以外
（社会福祉士登録番号：第
（

）※日本社会福祉士会が発行した会員番号
号）※社会福祉士登録証のコピーを添付してください
） 所属の都道府県
社会福祉士会
※会員の方のみ
※勤務先の場合は、勤務先名もご記入ください

〒
受講決定通知
送付先住所
連絡先

ＴＥＬ

ＦＡＸ

※平日の日中に
連絡可能なもの

e-mail

備考
（研修の参加にあた
り、特に配慮を要す
ることなどがあれば、
ご記入ください）

以下については、希望する方のみ、該当する箇所に☑をご記入ください。
施設見学
懇親会
宿泊

□ 参加を希望する
↪ 見学希望施設【

※朝食と夕食は
社会福祉法人
天竜厚生会に
宿泊を希望する
方のみ
キャンセル待ち

□障害分野

□医療分野

】※複数回答可

□ 参加を希望する（参加費 6,000 円）
□ 社会福祉法人天竜厚生会の宿泊施設の利用を希望する
宿泊希望日
研修日

食事

□高齢分野

【

□

12 月 3 日

朝食（300 円／食）

□

1月7日

□

昼食（500 円／食）

1月8日

夕食（600 円／食）

12 月 3 日
12 月 4 日

】

□ 希望する
□ 希望する

□ 希望する

1月7日

□ 希望する

1月8日

□ 希望する

□ 希望する

1月9日

□ 希望する

□ 希望する

懇親会開催のため提供不可。
ぜひ懇親会にご参加ください。

□ 申し込み時に研修の定員を超えていた場合、キャンセル待ちを希望する

注１：お預かりした個人情報は、当研修の運営目的以外には使用しません。
注２：受講人数が少数の場合には、研修を開催しないことがありますので、ご了承ください。
注３：申込書の控えをお持ちください。
注４：施設見学については、全てのご希望に沿えないことがあります。予めご承知置きください。
注５：食事のキャンセルは 7 日前までとなります。それ以降のキャンセルは、料金の半額を申し受けます。

【自然災害による中止】自然災害発生によりやむを得ず研修会を中止する場合があります。判断基準等は本
会ホームページ（URL: http://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kaisai.php?）をご参照ください。中止の場合、
受講料返金は行いませんのでご了承ください。

