令和４年度 市内関係機関実施研修一覧
令和４年4月20日現在
＊新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、現時点では実施未定のもの、または予定を変更する可能性のある研修も含みます。
①サービスの質向上のための研修
研修名

【現任者向けスキルアップ】
内容

対象者

実施部署
（委託の場合は、上段に実施機

問い合わせ先

開催時期目安

関下段が主管）

ケアマネジャー全体研修会
（居宅介護支援事業者連絡協
議会）

ケアプラン指導研修

ケアプラン指導研修
フォローアップ研修

市域活動
外部講師によるケアマネジャーの役割 ケアマネジャー
等必要な知識や情報提供を共有

高齢者支援課
介護サービス担当

ケアマネジメントの質の向上をめざし 市域活動
た、指導研修委員会による指導助言で ケアマネジャー
す。
（受講条件あり）

高齢者支援課
０４２２（６０）１９４７
地域包括支援センター

講義・グループワーク

ケアプラン指導研修を 高齢者支援課
０４２２（６０）１９４７
修了した方
地域包括支援センター

ケアマネガイドラインによる
新任研修会

新たに武蔵野市に着任した新任ケアマ 市域活動ケアマネ
高齢者支援課
ネジャーが、市独自の制度なども学べ ジャー（保険者情報提 介護サービス担当
る研修です。
供）

主任ケアマネジャー研修

主任ケアマネジャーとして必要なスキ
ルアップ研修です

地区別ケース検討会

市域活動
主任ケアマネジャー

０４２２（６０）１９２５

年度1～2回開催
開催時期未定

年間12回開催。事業所とケ
アマネジャー宛てにケアプ
ラン指導研修参加通知送
付
年度１回開催
開催月未定
年度１回に開催
開催月未定

高齢者支援課
０４２２（６０）１９４７
地域包括支援センター

年度１回例年５月開催。令
和２年度延期。開催月未定

６か所の在宅介護・地域包括支援セン 市域活動
ターでグループ分けしたいずれかに参 ケアマネジャー
加し、講義・グループワークを通して地
域の課題を話し合います。

高齢者支援課
０４２２（６０）１９４７
地域包括支援センター

月に1回、年間１１回開催

訪問介護に従事するうえで必要な知識 市域活動
訪問介護事業者

高齢者支援課介護サー ０４２２（６０）１９２５
ビス担当

年度1～2回開催
開催時期未定

介護保険制度について（居宅系・施設 市域活動
系）情報提供
ケアマネジャー

高齢者支援課
介護サービス担当

３年に１回開催（3月頃）
次回令和５年度開催予定

訪問介護事業者連絡会議研修 や情報を共有します。
会

制度改正に関する研修会

０４２２（６０）１９２５

０４２２（６０）１９２５

制度改正、講演会、実習やグループ
訪問看護・訪問リハビリテー ワーク等
ション事業者連絡会議研修
（市の説明会含む）

市域活動訪問看護・訪 高齢者支援課
問リハビリテーション 介護サービス担当
事業所

０４２２（６０）１９２５

年度１回開催
開催月未定

制度改正、講演会、事例発表等

市域活動通所介護・通 高齢者支援課
所リハビリテーション 介護サービス担当
事業所

０４２２（６０）１９２５

年度１回開催
開催月未定

講義・グループワーク

市域活動通所介護・通 高齢者支援課
所リハ・グループホー 相談支援係
ム職員

０４２２（６０）１８４６

開催月未定

講義・グループワーク

市域活動通所介護・通 高齢者支援課
所リハ・グループホー 相談支援係
ム中堅職員

０４２２（６０）１８４６

開催月未定

講義・グループワーク

市域活動通所介護・通 高齢者支援課
所リハ・グループホー 相談支援係
ム職員

０４２２（６０）１８４６

開催月未定

講義・グループワーク

市域活動通所介護・通 高齢者支援課
所リハ・グループホー 相談支援係
ム職員

０４２２（６０）１８４６

開催月未定

講義・グループワーク

市内関係機関職員

高齢者支援課
０４２２（６０）１９４７
地域包括支援センター・ ０４２２（６０）１８４７
障害者福祉課と共催

開催月未定

市内で施工するにあたり必要な制度説 市域活動住宅改修施 高齢者支援課
０４２２（６０）１８４５
介護保険係（給付財政
武蔵野市介護保険住宅改修 明及び技術研修です。受講後、市のリ 工業者
ストに登録されます。
担当）
施工業者研修会

開催月未定

市内で活躍する同行援護従業者のフォ 市内で活動している同 （社福）おおぞら会
同行援護従業者（視覚ガイド ローアップ研修です
行援護従業者
ヘルパー）フォローアップ研
障害者福祉課
修

年度１回開催
開催月未定

通所介護・通所リハビリテー
ション事業者連絡会議研修
（市の説明会含む）

認知症基礎研修

認知症中堅研修

認知症専門研修

認知症事例検討会

虐待対応研修会

精神保健福祉研修

精神保健福祉に関わる職員、関係機 市役所職員及び精神 障害者福祉課
関支援者が支援者として必要な知識、 障害者を支援する関
技術及び情報を習得することにより、よ 係機関職員等
り的確な支援を担える人材を育成する
ことを目的にしています。

０４２２（３６）５１５１
０４２２（６０）１８４７
０４２２（６０）１８４７

年度２回開催
開催月未定

関係機関が集まり、多職種連携を行う 市内で高次脳機能障 ゆいっと
ための関係つくりや高次脳機能障害に 害者の支援を行ってい
ついての理解促進を図る内容です。
る関係機関（障害者及 障害者福祉課
高次脳機能障害
び高齢者福祉サービ
関係機関連絡会
ス施設、医療機関、行
政等）
障がい者の就労の現状と可能性を理 武蔵野、三鷹両市の 障害者就労支援セン
解する機会を提供することにより、市民 障がい当事者、家族、 ターあいる
障がい者の就労を考えるつど の理解と企業、事業所等の雇用拡大に 支援に関わる関係者、
い
つなげます
一般市民、事業所等 障害者福祉課
こんにちは赤ちゃん訪問研
修

母子保健事業従事者研修会

親支援グループ母子保健研
修会

こころといのちの基礎研修

年度２回開催
開催月未定

０４２２（６０）１８４７

０４２２（６０）１８４７

年度１回開催
開催月未定

０４２２（２６）１８５５

困難事例に対する外部のスーパーバ
イザーによる事例検討会です

こんにちは赤ちゃん訪 健康課
問従事者等

０４２２（５１）０７００

年度1回開催
11月開催予定

資質の向上を図るため、子どもの運
動、神経発達や愛着形成など最新の
知識を習得します。

母子保健事業専門職 健康課
（保健師・助産師・心理
士他）子ども家庭支援
センター、多摩府中保
健所

０４２２（５１）０７００

年度3回開催予定
例年５月、６月、２月開催

虐待予防の視点から産褥期の母親と
子ども、家族の支援方法の知識を深
め、母子保健事業に役立てます。ま
た、要支援家庭及びグループミーティン
グについての知識を深め、子育て支援
に役立てます。

母子保健事業専門職 健康課
（保健師・助産師等）、
子ども家庭支援セン
ター、子ども育成課、
障害者福祉課、多摩
府中保健所

０４２２（５１）０７００

年度３回開催予定
例年５月、６月、２月開催

うつ病、自殺に関する知識、精神疾患 市職員・民生児童委 健康課
のある方への対応方法について学ぶ 員・他福祉施設に従事
研修です。
される方
職員の対応能力の向上を図るととも
に、窓口相談や教育現場での悩み、Ｓ
ＯＳに気づける人材養成を行います。

０４２２（５１）７００４

年度１回開催
11月開催予定

管理者として必要なテーマを取り上げ
る講義研修です。
管理者向け研修

介護サービス及び障
害福祉サービス事業
者の管理者、経営者

武蔵野市地域包括ケア ０４２２（２０）３７４１
人材育成センター
地域支援課

技術研修

０４２２（５５）５０１８

年度ごとにテーマを設け、内容のステッ
プアップを図った研修です。年３回開催
するうちの選択制。講義+実技で２時
間。
R２年度は、排せつケア予定。
（例：移乗・移動、排泄、医療知識な
ど）

年度２回オンライン開催
開催月未定

０４２２（６０）１９４１

主に介護職を対象とし 武蔵野市地域包括ケア ０４２２（２０）３７４１
ますが、テーマによっ 人材育成センター
て他職種にもご案内し
ます。
地域支援課
０４２２（６０）１９４１

10月以降３回オンライン開
催予定

認知症支援研修

医療的、実践的、心理的アプローチとし
て、それぞれの分野の講師による２時
間の講義です。３回すべて受講するこ
ともできます。指定の事業所における
認知症高齢者見守り支援ヘルパー養
成においては、すべての講義受講に加
え認知症関連施設の実習も含みます。

認定ヘルパー養成研修を修了した方
が、継続してサービス提供に従事する
うえで必要な更新研修です。年３回同
武蔵野市認定ヘルパー
じ内容で開催するうち1回を選択してい
養成研修フォローアップ研修 ただきます。１回は、録画動画視聴を取
り入れます。他の2回は、感染症対策を
徹底し、時間を30分短縮したうえで会
場開催します。
特定の個人に対する経管栄養、たんの
吸引等の研修、いわゆる3号研修で
す。10時間の講義演習後、筆記試験合
格後に実地研修を行います。
喀痰吸引等研修
（特定の者対象）

②資格取得のための研修・講座
研修名

すでに介護・福祉サー 武蔵野市地域包括ケア ０４２２（２０）３７４１
ビスに従事している方 人材育成センター
で、職種は問いませ
ん。
高齢者支援課
０４２２（６０）１８４６

10月以降３回オンライン開
催予定

認定ヘルパー養成研 武蔵野市地域包括ケア TEL：0422-20-3741
修を修了した方。
人材育成センター
現時点で、仕事に就い
Email：mていない方も含みま 高齢者支援課
jinzai@fukushikosha.jp
す。

９～12月に同内容３回開催
いずれも所要時間１時間。
18時開催、15時開催、オン
ライン視聴の中から選択

武蔵野市のリストに掲 武蔵野市地域包括ケア ０４２２（２０）３７４１
載されている事業所に 人材育成センター
所属している介護職等
で、左記の医療的ケア 地域支援課
０４２２（６０）１９４１
に従事する予定の方。
実地研修に協力して
いただける利用者の
方の同意が取れること
が条件です。

８月ごろ開講予定
基本研修２日間
他実地研修

【資格取得支援】
内容

対象者

実施部署
（委託の場合は、上段に委託先

問い合わせ先

開催時期目安

下段が主管）

知的障害者（児）ガイドヘル
パー養成研修

市内で活動する知的障害者（児）ガイド 知的障害者（児）ガイド （社福）おおぞら会
ヘルパーの養成研修です
ヘルパーとして市内で
働ける60歳以下の方 障害者福祉課

市内で活動する同行援護従業者の養 同行援護従業者として 障害者福祉課
市内で働ける60歳以
同行援護従業者（視覚ガイド 成研修です
下の方
ヘルパー）養成研修
市内で活動する登録手話通訳者の養 登録手話通訳者を目
成研修です
指す方
手話通訳者養成講習

０４２２（３６）５１５１

年度２回開催
６月、11月予定

０４２２（６０）１８４７
０４２２（６０）１８４７

ボランティアセンター武 ０４２２（２３）１１７０
蔵野
０４２２（６０）１８４７
障害者福祉課

年度１回開催
１１月中旬を予定
５日間（32時間）
年度28回開催
４月下旬～翌年２月上旬ま
で

介護職員初任者研修

武蔵野市認定ヘルパー
養成研修

③市民の力発掘
研修名

東京都の研修事業所としての指定を受
け開講しています。講義、実習室での
演習、通所施設での実習を含む130時
間及び、在宅介護の見学実習を行いま
す。
最終日に修了試験があり、合格者に修
了証明書を交付します。
介護予防・日常生活支援総合事業であ
る武蔵野市認定ヘルパー（いきいき支
え合いヘルパー）の養成研修です。年
２回開催予定です。18時間の講義及び
実習。

今後、介護職として勤 武蔵野市地域包括ケア ０４２２（２０）３７４１
務を予定している、ま 人材育成センター
たは既に市内近隣事
業所に所属している資
格のない方。

年度１回開催
６月１日～８月29日130時
間と日程調整後２時間の現
場研修

武蔵野市及び近隣市 武蔵野市地域包括ケア ０４２２（２０）３７４１
在住の方で、週に１回 人材育成センター
でも、家事援助のサー
ビスに従事することを 高齢者支援課
０４２２（６０）１８４６
予定している方。（将
来予定している方も含
みます）

年度２回開催
第１回 7月頃８日間
第２回 ２月頃３日間
いずれも18時間講義と1時
間30分程度の実習

【人材発掘】
内容

対象者

実施部署
（委託の場合は、上段に委託先

問い合わせ先

開催時期目安

下段が主管）

高齢者の方の介護予防や健康寿命の 65歳以上の市民の方 ボランティアセンター武 ０４２２（２３）１１７０
延伸、また社会参加・社会貢献活動へ （年度内に65歳に到達 蔵野
の参加を促進することを目的にした制 する市民も対象です）
度です。一定要件を満たしたボランティ
地域支援課
０４２２（６０）１９４１
ア活動等への参加に対してポイントを
付与し、貯まったポイントを寄付やギフ
シニア支え合いポイント制度 ト券（QUOカード、図書カード、市内産
野菜等引換券、人間ドッグ利用助成券,
こども商品券）の形で交換することがで
きます。１時間の説明会へ参加した方
が制度へ登録できます。

ボランティア講習会

ボランティア講座

障害者のために地域で活動するボラン 市内在住在勤在学
ティア育成のための各種講習会です。
(手話・点訳・失語症会話ﾊﾟｰﾄｰﾅｰ養
成)

ボランティアセンター武 ０４２２（２３）１１７０
蔵野
０４２２（６０）１８４７
障害者福祉課

入門講座
①ボランティアオリエンテーション
②読み聞かせ講座

講座内容に関心のあ 市民社協（ボランティア ０４２２（２３）１１７０
る方
センター武蔵野）

フォローアップ講座

講座内容に関心のあ 市民社協（ボランティア ０４２２（２３）１１７０
る方
センター武蔵野）

毎月１回程度開催
前期：４月22日（金）・５月25
日（水）・６月30日（木）・７月
27日（水）・９月16日（金）・
10月25日（火）
後期も月１回程度開催予定
（日程未定）

手話：年度28回開催（４月～２
月）
点訳：入門・年度10回開催（５
月～８月）、応用・年度10回開
催（10月～２月）
失語症：開催回数・開始月未
定

①４・８・10・12・２月（予定）
②５～６月
未定

ボランティア団体との協働講座

健康づくり推進員

潜在的有資格者復帰研修

公開セミナー

講座内容に関心のあ 市民社協（ボランティア ０４２２（２３）１１７０
る方
センター武蔵野）

武蔵野市健康づくり推進員
武蔵野市内にお住ま
募集に関する説明会
いの方
現職の健康づくり推進員及び事務局か
らの説明
資格を有する介護職の復帰を支援。
介護の就労に関する相談。必要に応じ
て、武蔵野市の制度概要等２時間程度
の講義および訪問実習を行います。

武蔵野健康づくり事業
団健康づくり支援セン
ター

０４２２（５１）０７９３

健康課
旧2級ヘルパー、介護 武蔵野市地域包括ケア ０４２２（２０）３７４１
職員初任者研修修了 人材育成センター
以上の資格を保有し、
現在介護の仕事に就 地域支援課
０４２２（６０）１９４１
いていない方。

障害者関係の知識や情報等に関する 講座内容に関心のあ 地域生活支援センター ０４２２（５４）５１７１
テーマを設定し開催
る方
びーと
（９:３０-１８:００）
障害者福祉課

未定

例年２月～３月に開催
日時場所等、詳細は市報
むさしの、健康づくり事業団
HPに掲載
相談は、通年随時受付
講義、実習は相談の上日
程調整

未定（年１～２回）

