
1. 目 的

平成24年に開発し普及を進め、初任者から管理職員まで多くの福祉職員が

受講している『福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程』をもとに、近い将来

（または現在）施設の統括責任者となる職員に対して、基本的役割やキャリア

デザインの方法、各法人・事業所におけるキャリアパス構築の方法等を習得す

ることを通して、法人･事業所のキャリアパス構築を適切に導くための

方策と、将来の成長に向けての課題を常に生み出すことを組織文化

とする『課題解決型の法人』作りに資することを目的に開催します。

2. 主 催・会 場

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院

（神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44）

3. 日 程

平成30年12月3日（月）、4日（火）

4. 受 講 対 象 及び 定 員

(1) 受講対象は、以下の①②のいずれかに該当する者

① 近い将来、施設長等の運営統括責任者の役割を担うことが想定される職員

② 現に施設長等の運営統括責任者に就いている職員（理事を含む）

(2) 定 員：30名

5. 受 講 料

21,600円
(1) 申込締切後に中央福祉学院から発送する「受講の決定について(承認通

知 )」に添付の払込取扱票（払込通知票）により、指定された期限までに

お支払いください。なお、振込手数料は払込人負担でお願いいたします。

(2) テキスト（『改訂 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程テキスト』

「管理職員編」1,000円 (税 ,送料別)はあらかじめ受講者各自で別途ご用意く

ださい（注文先 : 全社協出版部受注センターTEL 049-257-1080）。

平成30年度 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程

上級管理者研修会 開催要綱

～ワンランク上のキャリアパス～

受講者の声 

「何故必要なのか?」が明確となった！

重要性や問題の再認識ができた！

キャリアパス構築の基本について再確認できた！

当法人の強み弱み課題が見えた！

グループワークで色々な話が聞けて勉強になった！

レベルの高い話し合いができた！

平成29年度研修会受講者アンケートより 



6. 申込手続について

(1) 受講希望者は別添申込書にご記入のうえ、平成30年11月9日 (金 )までに

本学院宛に郵送してください。

(2) 定員を超える申込をいただいた場合は、早期に募集を終了する場合が

あります。

(3) 受講承認通知は、申込締切後、決裁手続きを終えた後に発送いたします。

7. 研修期間中の宿泊・食事等について

研修期間中の宿泊・食事等のご案内を中央福祉学院ホームページに掲載する

とともに、受講決定者には決定通知とともに郵送いたします。なお、研修会場

である「ロフォス湘南」の周辺は、飲食店がほとんどありませんので、事前の

手配をおすすめいたします。

8. スケジュール

※講師の所属・役職は平成30年8月現在のものです。 

※研修プログラムは内容を一部変更する場合があります。 

※適宜休憩を挟みます。 

9. 事前学習課題等について

テキストの内容をふまえて事前学習課題及びプロフィールシートを作成いた

だき、研修会当日に必ずお持ちいただきます（研修会での学習に不可欠である

ため、受講の必須条件です）。※事前学習課題及びプロフィールシートは、受

講承認通知とともに送付いたします。

10. 修了証書の交付等について

本研修会修了者（事前学習課題およびプロフィールシートを提出し、かつ全

日程出席した者）には、中央福祉学院長名の修了証書を交付いたします。

11. お問い合わせ先

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院（担当：小松）

〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44 
TEL 046-858-1355 / FAX 046-858-1356  

時 間 内 容 講 師（敬称略） 

12月3日（月） 

全国社会福祉協議会 

福祉職員キャリアパス対応 

生涯研修課程運営委員会 

委員長 田島 誠一 

（日本福祉大学 招聘教授） 

副委員長 宮崎 民雄 

(㈱ナレッジ･マネジメント･

ケア研究所 統括フェロー) 

9:15～9:45 受付 

9:45～17:45 

講義･演習にて、上級管理者としての

役割等や、法人･事業所のキャリア 

パス構築を学ぶ 

18:15～20:00 情報交換会 

12月4日（火）

9:00～15:30 

講義･演習にて、上級管理職員として

のキャリアデザイン及び法人・事業所

におけるキャリアパス推進施策に関す

るアクションプランの策定を行う 



法人区分
その他公益法人

株式会社

有限会社

合同会社

合資会社

その他営利法人

09 その他公法人 22

独立行政法人 21

一般財団法人 53

社会福祉法人 23 公益社団法人 54

その他特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

宗教法人 51

03

13 25 社会医療法人 99

16 学校法人 26 特定医療法人

　　　（別表１）　法人区分コード一覧

一般社団法人 52

12 医療法人 24 公益財団法人 69

11

コード 法人区分 コード 法人区分 コード

01 行政 17 協同組合 39

02 事務組合等 18

899 その他（介護保険事業所等） 901 都道府県・指定都市社会福祉協議会

832
認知症対応型共同生活介護 844 小規模作業所（福祉作業所）

（高齢者グループホーム）

※勤務先種別について直接該当するものがな

い場合は899または999を選択のうえ、具体的

な勤務先種別名をその他欄にご記入ください。

また、総合施設や多機能型事業所に勤務して

いる場合には、主に勤務を行っている施設・事

業所の種別をご選択ください。

902 市区町村社会福祉協議会

830

833

834 小規模多機能型居宅介護事業所

810
認定こども園　

831 福祉用具貸与事業所 （保育所型、幼保連携型）

823 介護療養型医療施設

903 社会福祉法人本部（事務局）

999 その他（社会福祉施設等以外）

サービス付き高齢者向け住宅

899 その他（社会福祉施設等）

【団体等】

地域福祉センター

居宅介護支援事業所

891 国立療養所

地域包括支援センター 生活困窮者自立支援事業

829 訪問入浴介護事業所 809

821 有料老人ホーム

805 へき地保健福祉館

825 通所リハビリテーション事業所 806 へき地保育所

827 訪問看護事業所 807 母子健康センター

803 無料低額診療施設

822 介護老人保健施設 804 隣保館

828 訪問介護事業所 808

802 宿所提供施設（生活保護法以外）

209 在宅（老人）介護支援センター

501 婦人保護施設

【その他の社会福祉施設等】

青少年相談センター

210
生活支援ハウス

【母子福祉施設】

801 授産施設（上記以外）

（高齢者生活福祉センター）

580 母子福祉センター

581 母子休養ホーム

207
老人デイサービスセンター

208
老人短期入所施設

553 養育支援訪問事業

（通所介護事業所）

881 福祉ホーム

899 その他（地域生活支援事業等） 554 地域子育て支援拠点事業

555 一時預かり事業

（短期入所生活介護事業所）

【婦人保護施設】

556 小規模住居型児童養育事業

205 老人休養ホーム

878 就労継続支援（B型）事業所

549 児童自立生活援助事業
203

軽費老人ホーム

206 老人憩の家

879 共同生活援助事業所

552 乳児家庭全戸訪問事業

551 子育て短期支援事業

548 継続障害児利用援助事業

（Ａ・Ｂ・ケアハウス）

876 就労移行支援事業所

880 移動支援事業所

547 障害児支援利用援助事業

204 老人福祉センター

877 就労継続支援（A型）事業所

550 放課後児童健全育成事業

202
特別養護老人ホーム 546 保育所等訪問支援事業

（介護老人福祉施設）

874 自立訓練（機能訓練）事業所

875 自立訓練（生活訓練）事業所

【高齢者関係施設・事業所】 871 療養介護事業所

542 児童発達支援事業所

201 養護老人ホーム 545 放課後等デイサービス事業

544 医療型障害児入所施設

生活介護事業所872

児童発達支援センター

104 授産施設（生活保護法） 869 重度障害者等包括支援事業所

540 児童家庭支援センター

105 宿所提供施設（生活保護法） 870 短期入所事業所 543 福祉型障害児入所施設

102 更生施設 867 同行援護事業所

103 医療保護施設 868 行動援護事業所 541

【保護施設】 865 居宅介護事業所 児童心理治療施設
101 救護施設 866 重度訪問介護事業所 539 児童自立支援施設

006 保護観察所 863 相談支援事業所 526 児童館

099 その他（行政機関） 864 地域活動支援センター 527 児童養護施設

母子生活支援施設

004 相談所（児童・婦人・更生） 417 盲導犬訓練施設 524 保育所

005 保健所 862 障害者支援施設 525 児童遊園

003 市区役所・町村役場 415 視聴覚障害者情報提供施設 523

001 都道府県・指定都市・中核市本庁 411 身体障害者福祉センター 521 助産施設

002 福祉事務所 414 補装具製作施設 522 乳児院

コード 勤務先名 コード 勤務先名 コード 勤務先名
【行政関係】 【障害者関係施設・事業所】 【児童福祉施設】

　　　（別表２）　勤務先種別コード一覧

892

538

835

199 その他の管理者

コード

【管理者等】

162 サービス提供責任者

163 サービス管理責任者

【その他】

152 事務局次長

161 事務長

151 次長

105 副施設長

104 事務局長

103 個人事業主

102 部長・課長・所長等

999 その他の職種

【管理者等】

101 施設長

099 その他の役員

007 監事

006 評議員

005 理事

004 常務理事

003 企業・団体等の代表者

002 理事長

職種
【経営者等】

001 会長

　　　（別表３）　受講者職種コード一覧
コード 職種 コード 職種


