
社会福祉法人　兵庫県社会福祉協議会　福祉人材研修センター

令和３年度　研修年間予定　　　※行政職員向け・県委託研修・介護支援専門員研修除く

・「募集中」の研修は、ホームページ内の各研修ページにてご確認ください。そのままホームページからお申込みが可能です

　   　                   　「募集中」の研修を見るには、右のリンクをクリック！ ⇒　 https://hfkensyu.com/bosyulist/

・募集開始は、「福祉人材研修センター メールマガジン」でお知らせします。ぜひご登録ください

・開催時期・内容・方法等は、新型コロナウイルス感染対策等により、変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※対象のイメージ：「新任→１年目～３年目程度」　「中堅→３年以上」　「リーダー→係長・主任等」　「管理職→部課長・フロアー長・施設長・社協事務局長等」　

募集状況 開催日 申込締切 種類 対象 開催形式 研修名 定員 受講料

終了 4/23 4/16 自主
社協

事務局長
オンライン（双方向） 社会福祉協議会新任局長研修 20 3,200

終了
4/23
4/27

4/16 自主 新任 混合（集合・オンライン） 社会福祉協議会新任職員研修　※2日間 100 2,200

終了 5/10 4/23 自主
リーダー
管理職

オンライン 人が育ち、自分も伸びるリーダーシップ研修（Aコース） 90 6,200

終了 5/20 4/30 指定管理 新任
集合

⇒オンライン（双方向）
保育所等新任保育士研修(Aコース) 100 4,800

終了 5/25 5/7 指定管理 新任
集合

⇒オンライン（双方向）
障害福祉新任職員研修(Aコース) 100 4,800

終了 5/27 5/7 指定管理 新任
集合

⇒オンライン（双方向）
児童福祉新任職員研修（施設編） 50 4,800

終了 6月～11月 5/12 自主
会計担当

初級
通信教育

講義動画オンライン配信
会計実務基礎講座（通信課程） 70 33,500

終了 6/1 5/12 指定管理 新任 オンライン（双方向） 高齢者福祉新任職員研修（Aコース） 75 4,800

終了 6/7 5/26 自主
リーダー
管理職

オンライン（双方向） 人が育ち、自分も伸びるリーダーシップ研修（Bコース） 90 6,200

終了
6/23
8/6

6/8 自主 新任
6月：オンライン（双方向）

8月：集合
思いを伝える、コミュニケーション基礎研修　※2日間 100 9,600

終了 6/24 6/4 指定管理 新任
集合

⇒オンライン（双方向）
保育所等新任保育士研修(Bコース) 100 4,800

終了 6/25 6/4 指定管理 新任
集合

⇒オンライン（双方向）
障害福祉新任職員研修(Bコース) 100 4,800

終了 6/29 6/7 自主
リーダー
管理職

集合
⇒オンライン（双方向）

コーチング研修（Aコース） 90 6,200

終了 7/2 6/11 自主
OJT担当
１～3年程

度
集合 OJTリーダー養成研修（基礎編） 100 5,300

終了 7/7 6/16 指定管理 新任 集合 はじめて福祉の仕事に就く人のための研修（Aコース） 50 4,800

終了 8/4 7/13 自主
リーダー
管理職

集合
⇒オンライン（双方向）

コーチング研修（Bコース） 90 6,200

終了 8/10～11 7/21 自主 新任 集合 相談面接技術研修（初級Aコース）　※2日間 60 8,400

終了
8/20
11/5

7/26 自主
OJT担当

中堅
集合

⇒混合（集合・オンライン）
OJTリーダー養成研修（実践編）　※2日間 60 8,400

終了
8/27
9/16

8/6 自主
リーダー

管理職以上
集合

⇒混合（集合・オンライン）
組織マネジメント基礎研修 50 16,600

終了 9/28 9/8 指定管理 新任 オンライン 高齢者福祉新任職員研修（Bコース） 75 4,800

終了 9/30 9/2 自主
管理職

会計担当
混合（集合・オンライン） 会計実務担当者研修（税務編） 100 8,300

令和4年1月5日　更新
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終了 10/4 9/13 自主 中堅 集合 チームアプローチ実践研修 100 6,200

終了 10/13 9/24 自主 新任 集合 新任職員ステップアップ研修（Aコース） 100 4,800

終了 10/19 9/28 自主
リーダー

管理職以上
集合

⇒混合（集合・オンライン）
リスクマネジメント研修（虐待防止対策）（New!） 80 6,200

終了
開講中

10/22
～1月

10/8 自主 中堅
集合

⇒オンライン（双方向）
保育リーダーゼミナール　※4日間 30 24,800

終了 11/2 10/12 自主
リーダー

管理職以上
集合 ストレスマネジメント研修 100 5,200

終了 11/8 10/18 指定管理 新任 集合 はじめて福祉の仕事に就く人のための研修（Ｂコース） 50 4,800

終了
開講中

11/17
～2月

10/27 自主 中堅 集合 高齢者福祉リーダーゼミナール　※4日間 20 24,800

終了 11/25 11/5 自主 新任 集合 新任職員ステップアップ研修（Bコース） 100 4,800

終了 11/26 11/5 指定管理 中堅 集合 アセスメントスキル向上研修(高齢・障害） 80 4,800

終了 12/7 11/24 自主
リーダー

管理職以上
集合 リスクマネジメント研修（感染症対応）（New!） 80 6,200

終了 12/13 11/22 自主
リーダー

管理職以上
オンライン（双方向） リスクマネジメント研修（苦情・クレーム対応）（New!） 80 6,200

終了
1/20
1/21

12/24 自主 新任 集合 相談面接技術研修（初級Ｂコース）　※2日間 60 8,400

終了 1/21 1/5 自主 中堅 集合 看護職と介護職の連携力強化研修 72 4,800

終了 1/28 自主
管理職

会計担当
集合 会計実務担当者研修（予算・決算編） 80 8,300

募集中 2/1～2 1/14 自主
施設

ケアマネ
集合 介護支援専門員　施設ケアマネジメント研修（Ａコース）※2日間 105 11,470

募集中 2/3 1/14 自主 監事等 集合 社会福祉法人　監事研修 100 9,300

募集中 2/7 1/6 指定管理 中堅 集合 アンガーマネジメント研修（職業倫理と権利擁護研修） 80 4,800

募集中
2/14
2/28

2/1 自主 中堅 集合 相談面接技術研修（中級Aコース）　※2日間 12 10,400

募集中 2/15～ 1/14 自主
管理職

会計担当
オンライン（動画配信） 社会福祉法人財務管理研修（※財務分析を学ぶ） 140 8,300

募集中 2/16 1/28 自主 中堅 集合 栄養士・調理師研修 72 4,800

近日開始 2/18 2/4 自主
リーダー

管理職以上
オンライン（双方向） 労務管理研修 90 8,300

近日開始 3/2 2/16 指定管理 中堅 集合 子どもの理解と発達支援研修 80 4,800

募集中 3/2 2/16 自主
リーダー

管理職以上
オンライン（双方向） 職場定着研修 90 8,300

募集中
3/3
3/17

2/1 自主 中堅 集合 相談面接技術研修（中級Bコース）　※2日間 12 10,400

募集中 3/7～8 1/14 自主
介護支援専

門員
集合 介護支援専門員　施設ケアマネジメント研修（Ｂコース）※2日間 105 11,470
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