
令和 3年度  “全日程オンライン開催” 生涯研修 

（公社）日本介護福祉士会では、介護福祉士の専門性を高めるための生涯研修体系の一環とし

て介護福祉士基本研修につづきファーストステップ研修を開催しております。本研修は介護福

祉士としてのキャリアアップ、小規模チームのリーダー養成を目的としています。 

認定介護福祉士養成研修の前段階の研修として位置づけられていますので、認定介護福祉士

を目指す方は、積極的に本研修を受講していただきますようお願いいたします。 

◆主催  公益社団法人日本介護福祉士会・一般社団法人京都府介護福祉士会 

◆日程  令和３年６月３０日（水）～令和４年１月１２日（水）までの 15 日間 

◆会場  各自オンライン接続できる場所での受講となります. 

◆受講対象者 介護福祉士資格取得後 2 年以上の方で介護福祉士会主催の初任者研修または

介護福祉士基本研修受講修了者。 

◆受講料  15 科目（15 日間） （会員）75,000 円  （会員外）150,000 円 

<支払い方法> 一括支払い ・ 分割払い（申請時に入会の方は会員価格になります） 

＊開講後の欠席や途中で受講をやめる場合の返金はできません。 

◆定員 先着 30 名  ＊定員になり次第〆切 

◆申込方法  研修受講料を指定口座に振り込み、受講申込書に必要事項を記入いただき、振込み票 

  を貼付の上、京都府介護福祉士会事務局へ FAX もしくは郵送で送付してください。 

入金確認後、締切日以降に受講票及び事前課題等の案内をお送りします。 

◆申込締切  令和 3 年 5 月 20 日（木）必着 

  ＊6月 9日（水）までに受講票などが届かない場合は事務局までご連絡ください。 

【問合せ先】一般社団法人京都府介護福祉士会 事務局 

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町 375 番地 ハートピア京都６階 

（TEL） 075-708－6461    （FAX）075-708-6462 

（E-Mail）kyoto-kaigofukushi@trust.ocn.ne.jp 

ファーストステップ研修 受講案内

～介護福祉士のスキルアップと小規模チームのリーダーの養成～ 

     



◆研修領域 

 

 

◆受講時間  240 時間（内 120 時間は通信教育）で「事前・事後課題の提出」が必要となりま 

す。 

         (公社)日本介護福祉士会では「コミュニケーション技術の応用的な展開（認知症）」と

「総合学習」がプラスになります。本研修では、1 時間を 45 分（＝１時限）として実 

  施します 

 

◆その他  ・本研修は、受講開始年度を含め３年以内に終了してください。 

      ・１５日間の受講終了後、終了課題の提出・評価・合格後に日本介護福祉士会より終了証 

が発行されます。 

       ・他府県（近畿ブロック）での振替受講も可能ですが、２回を限度とします。事務局に 

相談してください。 

 

 ◆注意事項     ＊オンライン接続説明会を３回開催します。１回は必ず参加してください。 

       〈開催日〉5 月 10 日（月）・ 5 月 18 日（火）・ ６月２日（水） 

        〈時間〉いずれも１９：３０～２１：３０ （１９：３０受付開始、２０：００研修開始） 

（参加方法 「令和３年度 オンライン接続研修 ～はじめの一歩～」 参照） 

 

◆振込口座 

※受講料は一括払いの方法もありますが、新型コロナウイルス感染拡大を勘案し、領域ごとの支払いを推奨いた

します。 

 

領域 目的 

ケア領域 

  （96 時間） 

小規模チームリーダー的な職員として、的確な判断、対人理解に基づく、尊厳を支

えるケアが出来るように学ぶ。在宅や施設での介護場面において、利用者の尊厳が

損なわれている状況に気づき、実践を改善できるようになる。状況に応じた適切な

コミュニケーションの方法を習得する。望ましいケアの方法を助言できる。 

連携領域 

  （48 時間） 

小規模チームリーダー的な職員として、介護過程の適切な管理、他職種、家族、地

域との連携によるチームケアが推進できるよう学ぶ。 

運営管理基礎領域 

  （96 時間） 

小規模チームリーダ―的な職員として、サービス管理・運営管理の基礎になる知識

や方法を学ぶ。チームのまとめ役としての役割・責任を認識する。利用者の安心安

全な生活を支えるための、問題解決の着眼点と発想の技法を学ぶ。リーダーの役割

を理解する。自分自身や後輩に心理面の問題が発生した場合、適切に対応できるよ

うになる。自職場のサービス、組織、マネジメントの課題の把握と分析。 

金融機関名 京都銀行 府庁前支店 

口座番号 普通・４１２２８００ 

口座名 一般社団法人京都府介護福祉士会 代表理事 柏本 英子 



◆＜開催日程＞ 

 

 

 

 

 

 

領域 受講日 時間 受講科目 担当講師（敬称略） 

ケ 

ア 

６月３０日（水） 
 

8：30～9：00 

9：00～9：30 

受付 

オリエンテーション 

京都府介護福祉士会 

研修担当 

9：30～17：00 
利用者の全人性、尊厳の実践的 

理解と展開 

熊本県介護福祉士会 
会長 石本 淳也 

７月８日（木） 
   

9：30～17：00 
コミュニケーション技術の応用的な 

展開（全体） 

京都府介護福祉士会 
舞鶴 YMCA国際福専門学校 
河岸 かおり  

７月２４日（土）  9：30～17：00 
介護職の倫理の実践的理解と 

展開 

日本介護福祉士会 
常任理事 安達 眞理子 

８月４日（水） 9：30～17：00 
コミュニケーション技術の応用的な 

展開（認知症） 

地域包括ケア事業研究会 

人材・開発研究センター  

主任研究員 西村 優子 

８月２４日（火） 9：30～17：00 ケア場面での気づきと助言（１） 
ホッとスペース中原 

代表 佐々木 炎 

８月２５日（水） 9：30～17：00 ケア場面での気づきと助言（２） 
ホッとスペース中原 

代表 佐々木 炎 

 

連
携 

９月２日（木） 9：30～17：00 職種間連携の実践的展開 
京都府介護福祉士会 
舞鶴 YMCA国際福祉専門学校 
河岸 かおり  

９月１４日（火） 9：30～17：00 家族や地域の支援力の活用と 

強化 

華頂短期大学 幼児教育学科 
教授 武田 康晴 

１０月１１日（月） 9：30～17：00 
観察、記録の的確性  

チームケアへの展開 

日本介護福祉士会 
会長 及川 ゆりこ 

運
営
管
理
基
礎 

１０月２０日（水） 9：30～17：00 
チームのまとめ役としての 

リーダーシップ 

特別養護老人ホーム 
クロスハート幸・川崎 
施設長 菊池 健志  

１１月３日（水） 9：30～17：00 セーフティマネジメント 

京都府介護福祉士会 
介護老人保健施設おおやけの里 
辻 智典  

１１月１２日（金） 9：30～17：00 介護職の健康・ストレス管理 

京都府介護福祉士会 
介護老人保健施設おおやけの里 
辻 智典  

１２月１日（水） 9：30～17：00 問題解決のための思考法 
花園大学  
教授 福富 昌城 

１２月２３日（木） 9：30～17：00 自職場の分析 

京都府介護福祉士会 
特別養護老人ホーム松寿苑 
石原 正三千 

令和 4年 
１月１２日（水）   

9：30～17：00 総合学習 
京都府介護福祉士会 
柏本 英子 



（申し込み先）一般社団法人京都府介護福祉士会事務局 ＦＡＸ番号：０７５－７０８－６４６２ 

＊申し込みに関しての情報は、個人情報保護法に基づきこの研修連絡等以外には使用することはありません。 

（期日までに定員に達した場合はお断りさせて頂くことがあります。） 

令和３年度 ファーストステップ研修参加申込書 

主催 （公社）日本介護福祉士会・（一社）京都府介護福祉士会 

氏名 
□会員  （会員番号          ） 

□会員外 

自宅住所 

〒 

 

（携帯電話番号）          （PC メールアドレス） 

勤務先 

（事業所名） 

 

（勤務先電話番号） 

介護福祉士登録年月日       年   月   日 資格取得後の介護業務 

従事年数 

 

       

年   介護福祉士登録番号  

初任者研修または基本研修の 

修了年月日 
平成 ・ 令和    年    月    日 

受講費用 ○印記入 

支
払
い
方
法 

一括払い 
＜会員＞75,000 円 ＜会員外＞150,000 円 

支払締切 5/20 
 

領域ごとの支払い 

ケア 

領域 

＜会 員＞30,000 円  

＜会員外＞60,000 円 
支払締切 5/20 

 

 

連携 

領域 

＜会 員＞15,000 円  

＜会員外＞30,000 円 
支払締切 8/2 

 

 

運営管 

理基礎 

領域 

＜会 員＞30,000 円 

＜会員外＞60,000 円 
支払締切 9/20 

 

 

＜受講料払込受領書（利用明細書）添付欄＞ 
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