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神奈川県社会福祉士会生涯研修センター 主催事業

基礎研修Ⅲのご案内
神奈川県社会福祉士会では、社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術を学び、社会
福祉士の専門性の基礎を身につけることを目的に、日本社会福祉士会で定めた基礎研修を実
施しています。
基礎研修は、日本社会福祉士会が定める生涯研修制度の基礎課程に位置付けられていて、
神奈川県社会福祉士会入会後、３年以内に受講をできるだけ開始していただきたい研修となっ
ています。
基礎研修は、神奈川県社会福祉士会等で実施している様々な研修の受講の前提になってい
るほか、認定社会福祉士・成年後見人・独立型社会福祉士等を目指す方は、必須の研修になっ
ています。
基礎研修Ⅲは、３年にわたって実施する基礎研修の最終年の研修になっていて、①社会福祉
士としての権利擁護実践の基礎を理解する、②ソーシャルワークの理論をふまえた援助システム
を理解する、③地域福祉システムと実践の関係を理解する、④事例研究の基礎を理解する、⑤
スーパービジョンを体験する、以上を通して社会福祉士として共通に必要な知識・技術をふまえ
た、実践の展開を学ぶ研修です。
神奈川県社会福祉士会では、受講機会を確保するため、土曜日コース・日曜日コースの２コー
ス体制で実施しています。
基礎研修Ⅱを修了された皆さんが次の自己研さんに進むための研修です。ぜひご参加くださ
い。

お問い合わせ先：
公益社団法人 神奈川県社会福祉士会 事務局
基礎研修に関することについて、誠に恐縮ですが、お電話での個別のご事情のご相談やご質問はお受け
できませんので、左記のメールフォームにてご連絡くださいますようご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願
いいたします。
基礎研修 ご連絡受付メールフォーム
https://ws.formzu.net/fgen/S62097717/
住所 ：〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡４－２ 県社会福祉会館３階
2022 年 8 月から 〒221-0825 横浜市神奈川区反町三丁目１７番２ 神奈川県社会福祉センター４階
電話 ：０４５－３１７－２０４５（受付時間：平日 月～金 ９時～１７時）
FAX ：０４５－３１７－２０４６ E-mail：kk3@kacsw.or.jp
ホームページ ：http://www.kacsw.or.jp/
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2022 年度 基礎研修Ⅲ 日程（2022 年 3 月 22 日現在）
※講義・演習ともにすべてオンラインでの研修となります。
※e ラーニング科目は受講する科目の演習日の 7 日前までに視聴してください。
実施方式

e ﾗｰﾆﾝｸﾞ視聴
ｵﾝﾗｲﾝ演習

テーマ

A コース
すべて
土曜日

B コース
すべて
日曜日

地域における福祉活動の実際

演習受講日 7 日前までに各自

※事前課題・中間課題あり

で e ラーニング講義を視聴

地域における福祉活動の実際

05/21(土)

06/19(日)

対人援助と事例研究
e ﾗｰﾆﾝｸﾞ視聴

事例研究の基本枠組み

演習受講日 7 日前までに各自

事例研究の方法としてのケースカンファレンス

で e ラーニング講義を視聴

事例研究のための事例のまとめ方 ※中間課題あり
ｵﾝﾗｲﾝ演習
ｵﾝﾗｲﾝ演習

ｵﾝﾗｲﾝ講義・演習

事例研究の方法としてのケースカンファレンス
実践事例演習Ⅱ
※科目修了レポートあり
模擬事例検討会
※科目修了レポートあり

ｵﾝﾗｲﾝ講義

意思決定の支援

ｵﾝﾗｲﾝ演習

※事前課題・科目修了レポートあり

e ﾗｰﾆﾝｸ視聴

社会福祉の組織と組織マネジメントの意義、会議運営

e ﾗｰﾆﾝｸ視聴

福祉サービスにおける質の評価とサービスマネジメント

e ﾗｰﾆﾝｸ視聴

リスクマネジメントと苦情解決システム

06/25(土)

07/31(日)

07/23(土)

09/25(日)

09/10(土)

10/30(日)

10/08(土)

11/20(日)

演習受講日 7 日前までに各自
で e ラーニング講義を視聴

社会福祉の組織と組織マネジメントの意義、会議運営
ｵﾝﾗｲﾝ演習

福祉サービスにおける質の評価とサービスマネジメント

12/10(土)

12/18(日)

01/14(土)

01/29(日)

02/18(土)

02/26(日)

リスクマネジメントと苦情解決システム
ｵﾝﾗｲﾝ演習

ｵﾝﾗｲﾝ演習

事例研究（苦情、リスク、サービス評価）
※事前課題・科目修了レポートあり
地域の課題の解決に向けた具体策について
※科目修了レポートあり

e ﾗｰﾆﾝｸ視聴

スーパービジョンのモデルセッション

演習受講日 7 日前までに各自

e ﾗｰﾆﾝｸ視聴

新人教育プログラム

で e ラーニング講義を視聴

ｵﾝﾗｲﾝ講義・演習

ｵﾝﾗｲﾝ講義・演習

スーパービジョンのモデルセッション
※事前課題・科目修了レポートあり
新人教育プログラム
※事前課題・科目修了レポートあり

基礎研修Ⅲ 募集要項

03/11(土)

03/19(日)
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開催様式 オンライン研修
 コロナウィルス感染予防のため、貸し会議室等での集合研修は行いません
 e ラーニング対象科目をのぞき、アーカイブ（録画）での後日の配信はありません。
 参加に必要なものは「オンライン研修参加方法について」でご確認ください。
受講対象者
(1)

基礎研修Ⅱを修了した神奈川県社会福祉士会会員の社会福祉士（入会予定・手続中含む）＜優先＞

(2) 定員に余裕がある場合
・ 基礎研修Ⅱを修了した他都道府県社会福祉士会会員の社会福祉士
・ 基礎研修Ⅱを修了した神奈川県に在住または在勤の非会員の社会福祉士
※ 「神奈川県社会福祉士会の会員（入会予定・手続中含む）」を優先させていただきます。（会員（入会予定・
手続中含む）のみで定員に達する場合もありますので予めご了承ください。）
※ 他都道府県在住かつ在勤の非会員の社会福祉士はお申込みいただくことができません。
※ 「入会予定」で基礎研修Ⅲを申し込み後、受講決定通知を受け取った方は、受講決定通知に同封する入
会申込書を提出してください。
申込方法 Web フォームからの申込のみ受付いたします。
 オンライン研修のためメールアドレスが必須なため
 ＦＡＸ・電話での申込は受付できません
 A コースか B コースのどちらか一方にお申し込みください。（両方に申込んだ場合、両方とも無効
となります。）
基礎研修Ⅲ

A（土曜日）コース

申し込み Web フォーム

https://ws.formzu.net/dist/S97302035/
基礎研修Ⅲ

Ｂ（日曜日）コース

申し込み Web フォーム

https://ws.formzu.net/dist/S8427884/
申込受付開始日
A コース・Ｂコースどちらも 2022 年 4 月 19 日(火)12:00～

定員 A コース・Ｂコースとも 各 6０名
締切 会員は先着順で定員に達し次第締め切ります。
5 月 10 日(火)時点で､定員に余裕がある場合は､5 月 11 日(水)以降に再募集を行いますので他県会
員・非会員の方はホームページにてご確認ください。
受講費
会員：23,1００円（テキスト・ワークブック代込・税込）＋e ラーニング受講費無料
非会員：23,1００円（テキスト・ワークブック代込・税込）＋e ラーニング受講費（10 講義 22,000 円税込）
※礎研修テキスト上巻(税込 2,277 円)・下巻(税込 2,277 円)が手元にない方は日本社会福祉士会
のホームページで購入してください。
※会員は e ラーニングの受講費は無料です。
※非会員は e ラーニング 1 講義につき受講費 2,200 円(税込)が別途必要です。
基礎研修Ⅲは e ラーニングが 10 科目ありますので別途合計 22,000 円(税込)かかります。
この機会にぜひ神奈川県社会福祉士会にご入会ください。（初年度入会金 5,000 円＋年会費
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14,000 円＝19,000 円・税込）
印刷資料代（希望者のみ）※2022 年 4 月 14 日追記
テキスト・ワークブック・グループワークの演習資料は皆様に郵送で送付しますが、テキスト・ワークブッ
クに含まれない講師の独自資料や事務局からのご案内等は原則として PDF 等のデータファイルで配
布（ダウンロード形式・無料）しますが、毎回のオンライン演習の前に、紙に印刷した講師の資料や案
内の送付をご希望の方は別途 5,500 円（税込）が必要となります。
受講決定
Web フォームから申込後に送信される自動返信メールをもって受講決定通知とさせていただきます。
受講費の振込方法、事前課題などの研修内容については自動返信メールにてお知らせします。
修了条件 以下をすべて満たす方
① 会員の場合、年会費を期日までに納入していること
② 受講費を期日までに納入していること
③ 事前課題を期日までにすべて提出すること
④ オンライン研修を受講すること
⑤ 科目修了レポートを提出し、修了に値する評価を得ること
研修単位
・（生涯研修制度）基礎研修Ⅰ・基礎研修Ⅱ・基礎研修Ⅲの３つのすべての研修を修了した場合、基礎課
程を修了できます（専門課程 10 単位＋生涯研修制度独自の研修・実績 3.5 時間分）。
・（認定社会福祉士制度）一定年限内に基礎研修Ⅰ・基礎研修Ⅱ・基礎研修Ⅲの３つのすべての研修を
修了した場合、共通専門研修 10 単位を取得できます。
オンライン研修参加方法について：
・オンライン研修での実施となるため、インターネット回線が必要です。携帯電話・スマートフォンの回線で
は、契約内容によっては通信上限を超える場合があることや、通信回線の混雑等でオンライン研修に
参加できない可能性もあるため、フレッツ光・au ひかり・NURO 光などの光ファイバー網を使った通信
回線を推奨します。
・受講できる端末は、内臓・外付け問わずマイク・カメラのついたパソコンまたは、タブレットによる環境を
ご利用ください。また画面共有などによって、資料表示する場合もあるため、画面は 10.1 インチ以上の
ものでないと参加することは難しくなります。研修中はカメラでご自身を映していただいた状態でご参
加いただくことになりますので、受講する環境にもご注意ください。
・日本社会福祉士会が実施しているｅラーニング講座も併せてご受講いただく必要があります。神奈川県
社会福祉士会会員の方は追加費用がかかりません。非会員の方は事前に日本社会福祉士会に対して
ｅラーニング利用の手続きが必要になります。非会員の方及び一部の都道府県社会福祉士会によって
は追加費用がかかりますので ご注意ください。
・今回のオンライン研修にあわせて、何度か接続テストを行う機会を設けます。受講決定に併せてご案内
させていただきますので、積極的なご参加をお願いいたします。
その他
・本研修は、成年後見人養成研修の受講要件の一部になっています。ぱあとなあ神奈川に登録を希望さ
れる方は、本研修の修了が必要ですのでご注意ください。
感染症拡大・荒天時等の中止・延期について
コロナウイルス感染症拡大によるスタッフ・講師等の外出制限や配信場所が確保できない場合、台風・
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降雪・地震等自然災害発生により開催に変更が生じる場合は、研修前日の夕方 5 時までにメール配信
および神奈川県社会福祉士会の留守電番号（０４５－３１７－２０４５）、ホームページ
（http://www.kacsw.or.jp/）でご案内いたしますので各自確認ください。
受講についてのよくあるご質問
➢

講義・演習は申し込んだコースで順番に受講しなければなりませんか？
原則として、コース固定で研修 NO.の順番に沿って受講してください。

➢

受講できない科目について振替受講できますか？
 A コースまたはＢコースで振替受講することができますので、事務局へご連絡ください。
 振替受講のために受講の順番が前後する場合も事務局へご連絡ください。
 関東近隣の他都道府県社会福祉士会での振替受講については、日程調整や受講条件の確認が必要な
ため、まずは事務局へご連絡ください。（先方の受け入れ状況により受講できない場合もあります。）

➢

年度内に振替受講できなかった場合はどうなりますか？
翌年度に限り受講できなかった科目を振替受講することができます。翌年度に振替受講ができなかった
場合は最初から基礎研修Ⅲを受講してください。

➢

スマートフォンしか持っていないのですが、参加できますか？
資料表示や演習等をカメラを通して行いますので、画面の小さいスマートフォンではご参加いただけませ
ん。

➢

パソコンやタブレット、Web カメラの貸出はしていますか？
本会では機器の貸出は行っていないため、ご自身にてご用意ください。

➢

今後、集合研修で実施する予定はありますか？
コロナウイルス感染症拡大予防のため、当面、貸し会議室での集合研修の実施は難しいと思われます。

➢

テキストはどのようなものですか？
下記の 2 冊のテキストとワークブックを使用します。
その他当日使用する資料がある場合は、事前に郵送するか、ホームページからダウンロードできる URL
を後日メールアドレス宛にお知らせします。
テキスト上巻

テキスト下巻

