
平成３０年度　介護職員人材定着化研修　日程等一覧 ※複数回実施する研修については、内容は同じです。

研修テーマ 実施日 実施時間 会　場 受講対象者
募集
人数

研修
形式

研修目的 研修項目 講　　師

① 11月2日(金) ０９３０～１１３０ 札幌市医師会館　大ホール 100 学校方式

② 12月5日(水) １３３０～１５３０ 札幌市医師会館　大ホール 100 学校方式

③ 1月23日(水) １３３０～１５３０ 札幌市医師会館　大ホール 100 学校方式

④ 2月15日(金) １８３０～２０３０ 札幌市医師会館　大ホール 100 学校方式

① 9月18日(火) １８３０～２０３０ 札幌市医師会館　東ホール 90 学校方式

② 11月14日(水) ０９３０～１１３０ 札幌ビューホテル大通公園 100 学校方式

3 モチベーション向上研修 12月4日(火) １４００～１６００ 札幌ビューホテル大通公園
事業所管理者
法人運営担当者

80
グループ
ワーク

部下のやる気を引き出し、モチベーションを保ちながら
業務に取り組んでもらうためのコミュニケーションスキルを
習得し、職場の活性化を図る。

・部下のモチベーションの向上
・認知行動療法実践のポイント　ほか

株式会社アムリプラザ
　代表取締役　岡山洋一　氏

① 11月22日(木) １３３０～１５３０ 札幌市医師会館　東ホール 80 学校方式

② 2月8日(金) ９３０～１１３０ 札幌ビューホテル大通公園 80 学校方式

① 1月8日(火) １８３０～２０３０ 札幌市医師会館　大ホール 80 学校方式

② 1月9日(水) １３３０～１５３０ 札幌市医師会館　大ホール 80 学校方式

6 介護ロボット導入研修 1月17日(木) １３３０～１５３０ 札幌ビューホテル大通公園
事業所管理者
法人運営担当者

80
実体験方
式

人材不足の解消、人材定着のための介護ロボットの種類
や活用方法を学び、導入事例の紹介、また実際に装着
しての体験コーナーも併設。

・身体的負担を軽減させる介護ロボット
・ロボット活用法　ほか

一財）北海道介護ロボット推進協議会
　代表理事　萩生田知香志　氏

① 11月28日(水) ０９３０～１１３０ 札幌市医師会館　東ホール 80 学校方式

② 12月6日(木) １８３０～２０３０ 札幌市医師会館　大ホール 80 学校方式

③ 2月15日(金) １３３０～１５３０ 札幌ビューホテル大通公園 80 学校方式

① 10月31日(水) １３３０～１５３０ 札幌ビューホテル大通公園 100
グループ
ワーク

② 11月28日(水) １８３０～２０３０ 札幌市医師会館　大ホール 100
グループ
ワーク

9 腰痛予防研修 10月17日(水) １８３０～２０３０
札幌市社会福祉総合センター
　４階　ボランティア研修室Ｂ

介護事業従事者 80 学校方式
介護・看護職員の退職理由の一つである腰痛に対して、
予防するための体操やボディメカニックスの原則を活用
した介護・看護技術の習得を図る。

・ボディメカニックスの原則を学ぶ
・実践エクササイズ　ほか

千歳リハビリテーション大学
　副学長　伊藤俊一　氏

① 9月21日(金) １３３０～１５３０ 札幌ビューホテル大通公園 80 学校方式

② 11月29日(木) １８３０～２０３０ 札幌市医師会館　大ホール 80 学校方式

11 クレーム対応研修 12月7日(金) １３３０～１５３０ 札幌ビューホテル大通公園
事業所管理者
介護事業従事者

100
グループ
ワーク

利用者からのクレームに対して、職員としての対応方法と
組織的な対応方法を習得し、クレームや苦情によるスト
レスの軽減を図る。

・クレームへの対応手順
・相手の要求に応えることとは　ほか

① 12月11日(火) １４００～１７００ 札幌ビューホテル大通公園 100
グループ
ワーク

② 2月4日(月) １４００～１７００ 札幌ビューホテル大通公園 100
グループ
ワーク

① 1月18日(金) １４００～１７００ 札幌市医師会館　大ホール 100
グループ
ワーク

② 2月19日(火) １４００～１７００ 札幌ビューホテル大通公園 100
グループ
ワーク

14 介護職員等交流研修会（管理者・経営者） 12月18日(火) １４００～１７００ 札幌ビューホテル大通公園
事業所管理者
法人運営担当者

100
グループ
ワーク

15
雇用管理改善トップセミナー
　「魅力ある職場づくりのために」

1月31日(木) １３３０～１５３０ 札幌ビューホテル大通公園
介護事業所の事業主
管理者等

80 実践型

介護職の人材確保対策が全国的に大きな問題となって
いる昨今、「人材定着」「人材確保」「人材育成」の３つの
ノウハウについての具体的な事例を紹介するとともに、各
事業所のより安定した人材確保の一助となるよう理解を
深める。

・人材確保の基本的な考え方
・介護人材が「定着」するノウハウ
・介護人材を「獲得」「育成」するノウハウ
ほか

特別養護老人ホーム　エーデル土山
　施設長 廣岡隆之　氏

16 介護職員としてのすこやかマナー研修 10月5日(金) １３３０～１５３０
札幌市社会福祉総合センター
　４階　ボランティア研修室Ｂ

介護事業従事者 100 実践型

介護の現場で働く職員が、利用者との良好な関係を保
つにあたっては、相手に不快な思いを与えないことが重
要であり、職業人としての基本的なスキルを身に付けると
ともに、対人コミュニケーション力の向上を学ぶ機会とす
る。

・介護施設で求められる接遇の理解
・利用者満足度アップの原則とは
・利用者・家族の心理状態を知る
・利用者・家族対応の実践

株式会社Ｓ.ＰＬＡＮＥＴ
　代表取締役　瀬川弘絵　氏

①
中止

２回目で実施
20 実践型

② 2月14日(木) １０００～１６００ 20 実践型

札幌市社会福祉協議会　福祉人材研修係

札幌市社会福祉協議会　福祉人材研修係
　職員（介護福祉士）

17 介護技術フォローセミナー
札幌市社会福祉総合センター
　４階　展示ホール

介護事業従事者

介護に従事する中で実践できたこと（できなかったこと）
や、自分自身のケアを振返り、それを客観視し言語化す
ることにより、介護の仕事の深みや喜びを改めて見つめ
なおすことにより、自分のこれからのキャリア形成について
考える。

・ボディメカニクスの活用
・介護技術の振返り
・介護過程の展開・実際
・介護技術の評価　ほか

社労士オフィスＯＮＥ　代表
特定社会保険労務士　沢田寿晴　氏

12 介護職員等交流研修会（経験３年未満）
介護事業従事者
（概ね入職後３年未満
の職員） 自身が所属する事業所内にとどまらず、他の事業所間と

の横のつながりを主眼とした情報交換により、各事業所に
おける運営の改善や共通する業務上の悩みを相互に理
解しあうことが、結果的に職員の定着と離職の防止につ
ながることと捉え、経験年数別に交流をはかる。

【テーマ】
事業所間同士の悩みを共有し、連帯感を
醸成する

13 介護職員等交流研修会（経験４年以上）
介護事業従事者
（概ね入職後４年以上
の職員）

株式会社アムリプラザ
　中村　舞　氏

8 コミュニケーションスキル・接遇向上研修 介護事業従事者
コミュニケーション技法及び接遇の基本を学び、その力
量を高めることで提供するサービスの質を高め、職員の
定着を図る。

・本当の共感とは何か、聴き方のスキルの
問題点
・人を惹きつける行動とは　ほか

ライフコーチ　後藤田邦彦

10 コーチング研修
事業管理者
指導的立場の介護事
業従事者

指導的立場にある職員に対し、相手の可能性を引きだ
すとともに、自発的な行動を促すコーチングによってコ
ミュニケーションスキル習得し、職場の活性化を図る。

・コミュニケーションを効果的に進める基
礎
・責任ある立場と選択　ほか

札幌市西区介護予防ｾﾝﾀｰ西町
　センター長　菊地　伸　氏

5 外国人介護人材基礎知識研修
事業所管理者
法人運営担当者

昨年11月の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律」の執行により、現行制度の
概略と受入の実情を学び、職場における活用の可能性
を考える。

・制度活用のポイント
・外国人介護職の受入に関わる３制度の
理解と現状　ほか

損害保険ジャパン　日本興亜株式会社

7 認知症介護基礎知識研修 介護事業従事者
認知症介護に対する不安感やストレスをどのようにやわら
げるための基礎知識を身に付けることによって、サービス
の質の向上を図る。

・「物忘れ」と「認知症」は何が違うのか
・認知症の行動への対処　ほか

札幌・石川法律事務所
　弁護士　石川和弘　氏

2 メンタルヘルス研修 介護事業従事者
メンタルヘルスの基礎知識を習得することにより、セルフ
ケアとストレスへの防止策・対応策を学び、快適な職場
環境づくりに貢献する。

・認知行動療法とは
・原因帰属の癖を知る
・完璧主義がもたらす様々な弊害　ほか

北海道医療大学　心理科学部
　教授　冨家直明　氏

4 法律基礎知識研修
事業所管理者
介護事業従事者

介護の現場で実際に発生した介護事故事例を紹介しな
がら、その初期対応やその後の取組みなどを交え、各種
のサービスを提供する側にとっての不安を解消し、安心
して業務に携わることができるように研修を展開する。

・事業者の安全配慮義務について
＊転倒＊身体拘束＊利用者間暴力＊誤
嚥＊注意すべき契約書の手順　ほか

宮島社会保険労務士事務所
（人事マネジメント研究所）　所長
社会保険労務士　宮島康之　氏

1 雇用管理責任者研修
事業所管理者
法人運営担当者

労務管理やワーク・ライフ・バランスに関する基礎知識を
習得することにより、働きやすく定着しやすい職場環境の
整備を図る。

・人事・賃金管理
・労働時間管理
・安全衛生・健康管理
・介護サービスのリスクマネジメント　ほか


