
令和３年度 福祉総合研修センター担当研修計画 一覧 令和３年８月１６日現在

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当センター担当研修については、下記の通りとする予定です。 （毎週月曜日に更新）

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、下記日程等を更に変更する場合があります。 （８/１０の一覧から変更となった箇所は、赤色の文字になっています。）

各研修の詳細は、県社会福祉協議会ホームページの次のところから検索してください。

大分類 小分類
研修
概要No.

研修名 開催期日 現在の予定 会場 定員 申込受付期間

経営者研修 1 社会福祉法人経営講座Ⅰ(法人運営管理研修) ８月 ８月１８日(水) 県社会福祉会館 30 受付終了

2 社会福祉法人経営講座Ⅱ(労務管理研修) １０月 １０月２７日（水） 県社会福祉会館 30 未定

3 社会福祉法人経営講座Ⅲ(人事管理研修) ９月 ９月８日（水） 県社会福祉会館 30 受付終了

4 社会福祉法人経営講座Ⅳ(財務管理研修) ７月 実施済 オンライン研修 40 受付終了

5 社会福祉法人経営講座Ⅴ(監事研修) １１月 １１月８日(月) 福祉総合研修センター 30 未定

共通階層別研修 12-1
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
初任者研修　第１回

７月１９日(月)・２０日
(火)

実施済 オンライン研修 30 受付終了

12-2
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
初任者研修　第２回

８月４日(水)・５日(木) 実施済 オンライン研修 30 受付終了

12-3
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
初任者研修　第３回

８月
９月１３日(月)・１４
日(火)

福祉総合研修センター 30
７月３０日～８月
１６日

12-4
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
初任者研修　第４回

１０月
１０月１９日(火)・２
０日(水)

県社会福祉会館 30 未定

12-5
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
初任者研修　第５回

１１月
１１月２９日(月)・３
０日(火)

県社会福祉会館 30 未定

13-1
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
中堅職員研修　第１回

７月８日(木)・９日(金)
８月１８日(水)・１９
日(木)

オンライン研修 30 受付終了

13-2
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
中堅職員研修　第２回

７月
９月９日(木)・１０日
(金)

県社会福祉会館 30 受付終了

13-3
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
中堅職員研修　第３回

８月
１０月１４日(木)・１
５日(金)

福祉総合研修センター 30 未定

13-4
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
中堅職員研修　第４回

１０月
１１月９日(火)・１０
日(水)

県社会福祉会館 30 未定

13-5
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
中堅職員研修　第５回

１１月
１１月１８日(木)・１
９日(金)

県社会福祉会館 30 未定

14-1
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
チームリーダー研修　第１回

７月２９日(木)・３０日
(金)

実施済 オンライン研修 30 受付終了

14-2
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
チームリーダー研修　第２回

９月２７日(月)・２８日
(火)

実施予定 福祉総合研修センター 30
７月３０日～８月
１９日

14-3
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
チームリーダー研修　第３回

１２月２日(木)・３日
(金)

実施予定 県社会福祉会館 30 未定

15
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
管理職員研修

１０月４日(月)・５日
(火)

実施予定 県社会福祉会館 30 未定

共通専門研修 17
福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
指導者養成研修

未定
８月２９日(日)～３１
日(火)

中央福祉学院（オンラ
イン研修） 2 ―

18 対人援助技術講座

5月24日(木)、6月16日
(水)、7月19日(月)、8月
4日(水)・5日(木)、9月2
日(木)

延期・日程調整中
福祉総合研修セン
ター、県社会福祉会館 30 未定

19 対人援助技術講座（指導者養成研修） ９月１６日(木) 実施検討中 県社会福祉会館 15 未定

20 福祉サービス総合研修 ９月 日程調整中 福祉総合研修センター 30 未定

21 福祉の仲間づくり研修 １１月９日(火) 実施予定 石川県庁 40 ９月予定

22-1 ＯＪＴ指導者養成研修　第１回
８月２６日(木)・２７日
(金)

実施予定 オンライン研修に変更 36 受付終了

22-2 ＯＪＴ指導者養成研修　第２回
１１月１５日(月)・１６
日(火)

実施予定 県社会福祉会館 36
６月２５日～１０
月１９日

23 ストレスマネジメント研修 ８月６日(金) 中止 中止 50 受付終了

24-1 リスクマネジメント実践研修　第１回 ７月２７日(火) 実施済 オンライン研修 40 受付終了

24-2 リスクマネジメント実践研修　第２回 ７月２８日(水) 実施済 オンライン研修 40 受付終了

24-3 リスクマネジメント実践研修　第３回
８月２６日(木)・２７日
(金)

実施予定 オンライン研修 40 受付終了

25 コミュニケーション技法実践研修 １２月 日程調整中 未定 50 １０月予定

26 事例研究推進方法研修→アンガーマネジメント研修 ８月 １０月１１日（月） 未定 30 ９月予定

27①1
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修
（不特定多数の者対象）前期

６月～８月 中止 福祉総合研修センター、
県立看護大学等等 36

27①2
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修
（不特定多数の者対象）後期

９月～１２月 ９月２５日（土）～
講義：オンライン研修、実技
等：福祉総合研修センター等
での集合研修

20
８月２０日頃受付
開始予定

27②1
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修
（不特定多数の者対象）指導者養成講習　第１回

６月～７月 中止 福祉総合研修センター、
県立看護大学等 20

27②2
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修
（不特定多数の者対象）指導者養成講習　第２回

１０月
９月２５日（土）、１
０月１６日（土）予定

講義：オンライン研修、演習
等：福祉総合研修センター等
での集合研修

20
８月２０日頃受付
開始予定

27③
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修
（特定の者対象）

８月～９月 中止 県社会福祉会館 24 受付終了

27④
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修
（特定の者対象）指導者養成講習

随時 実施中 自己学習 50 通年

27⑤
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修
指導者フォローアップ研修

未定 未定 県立看護大学等 30 未定

老人福祉研修 30-1 高齢者施設初任者研修　第１回
７月１９日(月)、２８日
(水)

２日目延期　１０月８
日（金）

県社会福祉会館 40 受付終了

30-2 高齢者施設初任者研修　第２回
１１月５日(金)、８日
(月)

実施予定 県社会福祉会館 40
６月１０日～１０
月１５日

31-1 高齢者施設中堅職員研修　第１回
７月２６日(月)、８月３
日(火)

実施済
県社会福祉会館
２日目オンライン研修に変更 40 受付終了

31-2 高齢者施設中堅職員研修　第２回
１１月２日(火)、１８日
(木)

実施予定 県社会福祉会館 40
６月１０日～１０
月１５日

32 高齢者施設リーダー研修
１０月２２日(金)、１１
月２４日(水)

実施予定 県社会福祉会館 30 ９月予定

37 多職種連携による施設ケアマネジメント研修
８月１９日(木)、２０日
(金)

実施予定 オンラインに変更 50 受付終了

38 老人施設栄養士・調理員研修 ８月５日(木) 実施済
県社会福祉会館で受講、また
は、オンラインで受講のどち
らかを選択

40 受付終了

県社会福祉協議会ホームページ トップページ　→「福祉の研修」をクリック　→「研修申込」をクリック　→「研修体系」「大分類」選択＋「小分類」選
択（研修名が分かっている場合は、研修名欄に名称入力のみで可）→「検索」をクリック

福
祉
施
設
等
職
員
研
修

福
祉
施
設
等
職
員
研
修



令和３年度 福祉総合研修センター担当研修計画 一覧 令和３年８月１６日現在

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当センター担当研修については、下記の通りとする予定です。 （毎週月曜日に更新）

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、下記日程等を更に変更する場合があります。 （８/１０の一覧から変更となった箇所は、赤色の文字になっています。）

各研修の詳細は、県社会福祉協議会ホームページの次のところから検索してください。

大分類 小分類
研修
概要No.

研修名 開催期日 現在の予定 会場 定員 申込受付期間

県社会福祉協議会ホームページ トップページ　→「福祉の研修」をクリック　→「研修申込」をクリック　→「研修体系」「大分類」選択＋「小分類」選
択（研修名が分かっている場合は、研修名欄に名称入力のみで可）→「検索」をクリック

老人福祉研修 45-1 介護支援専門員実務研修　金沢コース １２月～３月 調整中 オンライン研修 80 未定

45-2 介護支援専門員実務研修　七尾コース １２月～３月 調整中 オンライン研修 30 未定

46-1 介護支援専門員更新研修Ｂ・再研修　金沢コース １２月～３月 調整中 オンライン研修 120 未定

46-2 介護支援専門員更新研修Ｂ・再研修　七尾コース １２月～３月 調整中 オンライン研修 80 未定

47 介護支援専門員専門研修 課程Ⅰ（更新研修Ａ）
６月７日（月）～７月１
６日（金）

実施済 オンライン研修 130 受付終了

48-1
介護支援専門員専門研修 課程Ⅱ（更新研修Ａ）
１コース

７月～８月
７月２１日（水）～８
月２３日（月） 100

48-2
介護支援専門員専門研修 課程Ⅱ（更新研修Ａ）
２コース

７月～８月
７月３０日（金）～８
月２７日（金） 100

48-3
介護支援専門員専門研修 課程Ⅱ（更新研修Ａ）
３コース

１０月～１１月
１０月２１日（木）～
１１月１７日（水） 100

49 主任介護支援専門員研修 ９月～１２月
９月３日（金）～１２
月９日（木）

金沢流通会館、オンラ
イン研修 80 受付終了

50-1 主任介護支援専門員更新研修１コース ８月下旬～１０月下旬
８月２５日（水）～１
０月１９日（火）

オンライン研修 60 受付終了

50-2 主任介護支援専門員更新研修２コース １０月下旬～１２月中旬
１０月２５日（月）～
１２月１３日（月）

オンライン研修 60 受付終了

児童福祉研修 53 保育初任者研修 未定

８月３日(火）Ａ～Ｄコー
ス合同、８月２６日(木)
Ａ・Ｂコース、Ｃ・Ｄ
コース８月２７日(金)

オンライン研修 180 受付終了

54①1
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース１　第１回

６月４日(金) 実施済 オンライン研修 75

54①2
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース１　第２回

６月１１日(金) 実施済 オンライン研修 75

54①3
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース１　第３回

７月９日（金) 実施済 オンライン研修 75

54①4
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース２　第１回

７月３１日（土) 延期・日程調整中 福祉総合研修センター 50 受付終了

54①5
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース２　第２回

８月２４日(火) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54①6
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース２　第３回

８月３１日(火) 実施予定 福祉総合研修センター 50 受付終了

54①7
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース３　第１回

８月１９日(木) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54①8
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース３　第２回

８月２０日(金) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54①9
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース３　第３回

８月２８日(土) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54①10
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース４　第１回

９月１６日（木) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54①11
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース４　第２回

１１月１日(月) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54①12
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-乳児保育-　コース４　第３回

１１月１０日(水) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54②1
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース１　第１回

８月１６日(月) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54②2
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース１　第２回

８月１７日(火) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54②3
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース１　第３回

８月３０日(月) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54②4
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース２　第１回

未定 ２月８日（火） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54②5
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース２　第２回

未定 ２月１６日（水） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54②6
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース２　第３回

未定 ２月２６日（土） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54②7
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース３　第１回

８月１２日(木) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54②8
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース３　第２回

未定 １１月１６日（火） オンライン研修 75 受付終了

54②9
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース３　第３回

未定 １２月１４日（火） オンライン研修 75 受付終了

54②10
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース４　第１回

未定 ２月１４日（月） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54②11
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース４　第２回

未定 ２月１８日（金） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54②12
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-幼児教育-　コース４　第３回

未定 ２月２１日（月） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54③1
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース１　第１回

６月７日(月) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54③2
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース１　第２回

７月１４日(水) 実施済 福祉総合研修センター 50 受付終了

54③3
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース１　第３回

７月２１日(水) 実施済 福祉総合研修センター 50 受付終了

54③4
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース２　第１回

７月２６日(月) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54③5
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース２　第２回

９月３０日(木) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54③6
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース２　第３回

１１月２４日（水） 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54③7
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース３　第１回

１２月６日（月） 実施予定 オンライン研修 75
１０月２５日～１
１月８日

54③8
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース３　第２回

１２月１６日（木） 実施予定 オンライン研修 75
１０月２５日～１
１月８日

54③9
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-障害児保育-　コース３　第３回

１２月１７日（金） 実施予定 オンライン研修 75
１０月２５日～１
１月８日
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令和３年度 福祉総合研修センター担当研修計画 一覧 令和３年８月１６日現在

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当センター担当研修については、下記の通りとする予定です。 （毎週月曜日に更新）

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、下記日程等を更に変更する場合があります。 （８/１０の一覧から変更となった箇所は、赤色の文字になっています。）

各研修の詳細は、県社会福祉協議会ホームページの次のところから検索してください。

大分類 小分類
研修
概要No.

研修名 開催期日 現在の予定 会場 定員 申込受付期間

県社会福祉協議会ホームページ トップページ　→「福祉の研修」をクリック　→「研修申込」をクリック　→「研修体系」「大分類」選択＋「小分類」選
択（研修名が分かっている場合は、研修名欄に名称入力のみで可）→「検索」をクリック

児童福祉研修 54④1
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース１　第１回

６月２２日(火) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54④2
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース１　第２回

６月２９日(火) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54④3
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース１　第３回

７月６日(火) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54④4
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース２　第１回

７月２日(金) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54④5
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース２　第２回

７月８日(木) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54④6
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース２　第３回

７月１２日(月) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54④7
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース３　第１回

９月１日(水) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54④8
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース３　第２回

未定 １０月１８日(月) オンライン研修 75 受付終了

54④9
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース３　第３回

未定 １１月１８日(木) オンライン研修 75 受付終了

54④10
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース４　第１回

９月２４日(金) 実施予定 オンライン研修 75
８月１1日～８月
２５日

54④11
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース４　第２回

未定 １０月１９日(火) オンライン研修 75
８月１1日～８月
２５日

54④12
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-食育・アレルギー対応-　コース４　第３回

未定 １月２０日(木) オンライン研修 75
８月１1日～８月
２５日

54⑤1
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース１　第１回

５月１９日(水) 実施済 オンライン研修 75

54⑤2
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース１　第２回

５月２６日(水) 実施済 オンライン研修 75

5454
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース１　第３回

６月１０日(木) 実施済 オンライン研修 75

54⑤4
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース２　第１回

８月１１日(水) 実施済 福祉総合研修センター 50 受付終了

54⑤5
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース２　第２回

未定 １０月５日（火） オンライン研修 75 受付終了

54⑤6
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース２　第３回

１１月５日(金) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54⑤7
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース３　第１回

１０月２２日(金) １０月１３日（水） オンライン研修 75
８月１1日～８月
２５日

54⑤8
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース３　第２回

未定 １０月２２日(金) 福祉総合研修センター 50
８月１1日～８月
２５日

54⑤9
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保健衛生・安全対策-　コース３　第３回

１１月１９日(金) 実施予定 オンライン研修 75
８月１1日～８月
２５日

54⑥1
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース１　第１回

６月２１日(月) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54⑥2
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース１　第２回

９月２１日(火) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54⑥3
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース１　第３回

１０月１日(金) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54⑥4
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース２　第１回

９月９日(木) 実施予定 福祉総合研修センター 50 受付終了

54⑥5
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース２　第２回

９月１７日(金) 実施予定 福祉総合研修センター 50 受付終了

54⑥6
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース２　第３回

９月２９日(水) 実施予定 福祉総合研修センター 50 受付終了

54⑥7
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース３　第１回

９月１４日(火) 実施予定 県庁 50 受付終了

54⑥8
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース３　第２回

未定 １０月２６日(火) オンライン研修 75 受付終了

54⑥9
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-保護者支援・子育て支援-　コース３　第３回

１０月２８日(木) 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54⑦1
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-マネジメント-　コース１　第１回

５月２７日(木) 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54⑦2
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-マネジメント-　コース１　第２回

６月８日（火） 実施済 オンライン研修 75 受付終了

54⑦3
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-マネジメント-　コース１　第３回

９月１０日（金） 実施予定 オンライン研修 75 受付終了

54⑦4
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-マネジメント-　コース２　第１回

未定 １月７日（金） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54⑦5
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-マネジメント-　コース２　第２回

未定 １月１４日（金） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

54⑦6
保育中堅職員研修（保育士等キャリアアップ研修）
-マネジメント-　コース２　第３回

未定 １月２８日（金） オンライン研修 75
１１月２６日～１
２月１０日

55① 保育リーダー研修１ 未定 １０月１日（金） オンライン研修 50 ９月上旬予定

55② 保育リーダー研修２ 未定 未定 金沢市内 50 未定

56 保育管理者研修 １１月 日程調整中 金沢市内 40 未定

57① 保育施設栄養士研修 金沢 → 保育施設栄養士研修１ ７月～９月 ８月２０日（金） オンライン研修 20 受付終了

57② 保育施設栄養士研修 能登 → 保育施設栄養士研修２ ７月～９月 １０月２１日（木） 未定 20
８月下旬～９月上
旬

58① 保育施設看護師研修１ ８月 日程調整中 金沢市内 50 未定

58② 保育施設看護師研修２ １０月 日程調整中 金沢市内 50 未定

59① 保育カウンセリング研修（基礎・中級）
6月3日(木)･17日(木)、7
月1日(木)･15日(木)

３、４回目延期・日程
調整中

県社会福祉会館 20 受付終了

59② 保育カウンセリング研修（上級） ９月２日(木) 延期・日程調整中 県社会福祉会館 20
８月１1日～８月
２５日
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令和３年度 福祉総合研修センター担当研修計画 一覧 令和３年８月１６日現在

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当センター担当研修については、下記の通りとする予定です。 （毎週月曜日に更新）

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、下記日程等を更に変更する場合があります。 （８/１０の一覧から変更となった箇所は、赤色の文字になっています。）

各研修の詳細は、県社会福祉協議会ホームページの次のところから検索してください。

大分類 小分類
研修
概要No.

研修名 開催期日 現在の予定 会場 定員 申込受付期間

県社会福祉協議会ホームページ トップページ　→「福祉の研修」をクリック　→「研修申込」をクリック　→「研修体系」「大分類」選択＋「小分類」選
択（研修名が分かっている場合は、研修名欄に名称入力のみで可）→「検索」をクリック

児童福祉研修 60① 保育実技研修１ ６月 ８月２３日(月） オンライン研修 50 受付終了

60② 保育実技研修２ ９月 １０月１９日（火） 県庁 20 ９月頃

61 県保育実践研究発表会 １２月中旬
１月１８日（火）・１
９日（水）

オンライン研修 100 未定

62 保育ゼミ研修 ６月～１２月

8月28日(土)､10月2日
（土）、11月27日(土)､
12月18日(土)、1月15日
（土）

福祉総合研修セン
ター、金沢市異業種研
修会館

30 受付終了

障害福祉研修 80-1 障害施設初任者研修　第１回 ６月２日(水)・９日(水) 実施済 オンライン研修 30 受付終了

80-2 障害施設初任者研修　第２回
２月９日(水)・１４日
(月)

実施予定 オンライン研修 30
８月２日～１月１
４日

81-1 障害施設中堅職員研修　第１回
６月１７日(木)・２５日
(金)

実施済 オンライン研修 30 受付終了

81-2 障害施設中堅職員研修　第２回
１月２２(土)・２８日
(金)

実施予定 オンライン研修 30
８月２日～１２月
３日

82 障害施設リーダー研修
７月５日(月)・１４日
(水)

実施済 オンライン研修 30 受付終了

83 就労支援基礎研修 １月～２月 日程調整中 未定 30 未定

相談支援従事者研修（初任者研修）講義２日間 ９月 9月14・15日 オンライン研修 152

相談支援従事者研修（初任者研修）演習５日間 １０～１２月
10月5・6・29日、12月
15・16日

金沢市内 48

85 相談支援従事者研修（現任研修）
５月１４日（金）～７月
２９日（木）

実施済 オンライン研修 80 受付終了

86 相談支援従事者研修（専門コース別研修） 未定 未定 未定 60 未定

87 主任相談支援専門員研修 １２月 日程調整中 未定 20 未定

88 サービス管理責任者等基礎研修 １１月～１２月
講義：11月4・5日
演習：11月下旬

オンライン研修 160
９月上旬～９月下
旬

新89 サービス管理責任者等実践研修 １月～２月 日程調整中 オンライン研修 160 未定

90 サービス管理責任者等更新研修 ７月～８月
A日程：8月24日（火）
B日程：9月22日（水）

オンライン研修 160 受付終了

91 障害支援区分認定にかかる市町審査会委員研修 ５月２３日（日） 実施済 オンライン研修 50 受付終了

92 障害支援区分認定にかかる医師意見書記載説明会 ５月２３日（日） 実施済 オンライン研修 50 受付終了

93 障害支援区分認定にかかる認定調査員研修 ６月１１日(金) 実施済 オンライン研修 100 受付終了

医療的ケア児等支援者養成研修 未定 １０月下旬 オンライン研修 100
９月中旬～１０月
中旬

医療的ケア児等コーディネーター養成研修 未定 未定 金沢市内 30 未定

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 未定 実施済 オンライン研修 80 受付終了

強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 未定 9月9月(木)・10日(金) オンライン研修 未定
７月２９日～８月
１６日

※ 下記の研修は、長寿生きがいセンター担当に変更となります。
就労支援・資格
取得研修

111-1 重度訪問介護従業者養成研修（基礎課程） １０月 日程調整中 福祉総合研修センター 未定 未定

111-2 重度訪問介護従業者養成研修（追加課程） １１～１２月 日程調整中
福祉総合研修センター、
重度の肢体不自由者の介護
サービス提供施設

未定 未定

116 福祉サービス第三者評価制度評価調査者養成研修 未定 未定
福祉総合研修セン
ター、県内施設 25 未定

117-1
福祉サービス第三者評価制度評価調査者フォロー
アップ（継続）研修　第１回

５月８日(土) 中止 福祉総合研修センター 30

117-2
福祉サービス第三者評価制度評価調査者フォロー
アップ（継続）研修　第２回

９月４日(土) 実施予定 福祉総合研修センター 30 ～８月１９日

中止 終了

就
労
支
援
・
資
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得
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福
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修

84 受付終了
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