
平成26年度　研修一覧

研修会等の名称 主催 研修会等の内容 講師

新任ケースワーカー基礎研修 所内
新任ケースワーカーに対し、生活保護制度についての総括的な
説明に加え、ケースワークにおいて必要となる知識及び技能に
ついて、査察指導員及び就労支援員より講義。

査察指導員及び
就労支援員
（所内）

新任生活保護担当者実務研修 所内
新任査察指導員及び新任ケースワーカーに対し、生活保護決定
実務、他法他施策の活用等の実務について、ベテランケース
ワーカーより講義。

ベテランケース
ワーカー２名
（所内）

神奈川県生活保護事務研究協議会・
研修会

所外
査察指導員及びケースワーカーに対し、引きこもりや病識のな
い方へのアプローチについて、生活支援施設職員による講義。
学習支援における成果と今後の課題（11月のテーマ予定）

生活支援施設職員、

相模原市職員
（所外）

県生活保護子ども支援研修 所外
立教大学教授による現在貧困に晒される子どもの現状について
の講義及び茅ヶ崎高校教諭による定時制の生徒の現状と課題に
ついての事例を交えた講義。

立教大学教授及び
茅ヶ崎高校教諭、
児童相談所職員
（所外）

県新任査察指導員研修 所外
新任査察指導員を対象とした査察指導業務の知識及びケース
ワーカーへの指導方法、再審査請求等についての研修に参加。

県生活援護課職
員等
（所外）

医療扶助・介護扶助担当者連絡協議
会研修会

所外
医療扶助・介護扶助について各市町村の担当職員が、日常業務
における問題点や疑問点などをディスカッション方式で情報交
換。また県生活援護課職員のオブザーバーとしての助言。

ディスカッショ
ン方式

生活保護ケースワーカー全国研修 所外

厚生労働省職員から改正保護法について、上尾市福祉事務所保
健師から健康支援への取組について、法テラス弁護士からは法
的支援についての講義を受講。また、グループ討議による援助
困難ケースへの対応についての意見交換。

厚生労働省職員及
び上尾市保健師、
弁護士
（所外）

県新任地区担当員研修 所外

新任ケースワーカーを対象とした生活保護の概要、生活保護実
施要領（保護の決定、調査・他法他施策、助言指導（自立支
援））についての説明のほか、疾病の基礎知識、医療扶助、面
接技法、記録の書き方についての講義。

県内福祉事務所
ケースワーカー
経験者等
（所外）

県生活保護地区担当員研修 所外
県職員及び専門職員を講師とした審査請求、生活保護法第63条
及び第78条の取扱い、障害を抱える方への理解等についての講
義。

県生活援護課職員
及び弁護士、社会
福祉会職員等
（所外）



研修会等の名称 主催 研修会等の内容 講師

県査察指導員研修会 所外
県社協職員を講師とした生活福祉資金の活用方法と手続き方法
についての講義及びその活用状況について地区社協職員を含め
たグループ討議。

県社会福祉協議
会職員
（所外）

面接相談適正対応研修 所内
面接員を講師として、2～3年目の現業員及び面接相談員（非常
勤）を対象に、新規相談の技法、相談記録の作成方法、申請受
理からの流れ等の適正な対応方法を講義。

面接員
（所内）

職員研修視察 所外
生活困窮者自立支援事業をモデル事業として先駆的に実施して
いる自治体を訪問し、新事業の運営方法及び取組状況について
ヒアリングを行う視察を実施。

大津市職員及び大津
市社協職員、箕面市
職員、ＮＰＯ職員
（所外）

マイナンバー対応福祉システムセミ
ナー

所外
北日本コンピュータサービス㈱の社員によるマイナンバー制導
入に伴う最新の状況及び生活保護制度運用への影響、システム
改修の方法等についての講義。

北日本コン
ピューターサー
ビス社員等
（所外）

コンプライアンス研修 所内
全国的にケースワーカーによる不祥事が続いている状況下にお
いて、本市職員課長よるコンプライアンスの遵守、不祥事が起
きた場合の懲戒、分限などの処分内容についての講義。

本市職員課長
（所内）

市町村職員セミナー 所外
生活困窮者自立支援法に各自治体の体制準備のための注意点に
関する講義及びモデル事業実施自治体の事例の紹介。

厚生労働省職員
（所外）

新規面接実践研修 所内
面接員の指導による、2年目の現業員を対象にした適正な申請受
理方法及び面接技法の習得、面接調書作成についての実践研修
（1人4～5件を面接）を随時実施。

面接員
（所内）

新規相談対応講座 所内

1年目のケースワーカー及び面接相談員（非常勤）の他法他施策
等の知識を深め、新規相談業務の効率化を図るため、4回に渡り
ベテランケースワーカーより講義。講師についても、講義を行
うことにより知識習得を再確認。

ベテランケース
ワーカー
（所内）

生活困窮者自立支援法施行直前セミ
ナー

所外
平成27年4月施行の生活困窮者自立支援法について、モデル事業
の取組状況をふまえて、県内自治体内における情報・課題共有
のため意見交換会を実施。

川崎市職員等
（所外）



研修会等の名称 主催 研修会等の内容 講師

嘱託医研修 所内
生活保護の適正実施に必要な知識の習得のため、具体的事例を
題材として嘱託医（精神科）の解説を加えながらディスカッ
ション形式でのケーススタディを実施。

精神科嘱託医
（所内）

生活困窮者自立支援法施行直前セミ
ナー

所外
生活困窮者自立支援法施行に向け、川崎市での相談事業の取組
紹介と、厚生労働省職員による制度についての講義

厚生労働省職
員、川崎市職員
（所外）

外部講師研修 所内
県社会福祉協議会が行っている「生活困窮者自立支援法モデル
事業」及び「ライフサポート事業」についての事業概要につい
て、県社会福祉協議会職員による講義

県社会福祉協議
会職員（所外）

新任ケースワーカー基礎研修 所内
新任ケースワーカーに対し、生活保護制度についての総括的な
説明に加え、ケースワークにおいて必要となる知識及び技能に
ついて、査察指導員及びベテランケースワーカーより講義。

査察指導員及び
ベテランケース
ワーカー
（所内）

新任非常勤職員基礎研修 所内

平成27年4月より採用となった非常勤職員（生活保護：就労支援
員、生活困窮者自立支援：就労支援員、相談支援員）に対し、
生活保護及び生活困窮者自立支援制度の基礎的内容についてベ
テランケースワーカーより講義。

ベテランケース
ワーカー
（所内）

新任生活保護担当者実務研修 所内
新任査察指導員及び新任ケースワーカーに対し、生活保護決定
実務、他法他施策の活用等の実務について、ベテランケース
ワーカーより講義。

ベテランケース
ワーカー２名
（所内）

神奈川県生活保護事務研究協議会・
研修会

所外

査察指導員及びケースワーカーに対し、川崎市における健康管
理支援事業への取り組みについて、川崎市職員による講義。
生活保護及びその他福祉行政等に関する講演会を実施予定。
（11月開催予定）

川崎市職員
（所外）

スキルアップ研修（ＯＪＴ） 所内
入庁1～2年目職員を対象とし、生活保護業務及び市職員として
必要な知識の向上を図ることを目的に、管理者及びベテラン
ケースワーカーを講師とした研修を実施。

管理者及びベテラ
ンケースワーカー
（所内）

県新任査察指導員研修 所外
新任査察指導員を対象とした査察指導業務の知識及びケース
ワーカーへの指導方法、審査請求等についての研修に参加。

県生活援護課職
員等
（所外）



研修会等の名称 主催 研修会等の内容 講師

生活保護ケースワーカー全国研修 所外

厚生労働省職員から基準改定について、さいたま市職員から自
立支援への取組について、札幌市職員から就労支援についての
講義を受講。また、グループ討議によるケースの適切な実態把
握と対応についての意見交換。

厚生労働省職員及
びさいたま市・札
幌市職員
（所外）

県新任地区担当員研修 所外

新任ケースワーカーを対象とした生活保護の概要、生活保護実
施要領（保護の決定、調査・他法他施策、助言指導（自立支
援））についての説明のほか、疾病の基礎知識、医療扶助、面
接技法、記録の書き方についての講義。

県内福祉事務所
ケースワーカー
経験者等
（所外）

医療扶助・介護扶助担当者連絡協議
会研修会

所外
医療扶助・介護扶助について各市町村の担当職員が、日常業務
における問題点や疑問点などをディスカッション方式で情報交
換。また県生活援護課職員のオブザーバーとしての助言。

ディスカッショ
ン方式

生活保護システムセミナー 所外
北日本コンピュータサービス㈱の社員によるマイナンバー制導
入に伴う最新の状況及び基準改定に伴うシステム改修の方法等
についての講義。

北日本コン
ピューターサー
ビス社員等
（所外）

県生活保護地区担当員研修 所外
県職員及び専門職員を講師とした審査請求、生活保護法第63条
及び第78条の取扱い、障害を抱える方への理解等についての講
義。

県生活援護課職員
及び弁護士、社会
福祉会職員等
（所外）

職員研修視察 所外
生活保護受給者への就労支援を先駆的に実施している自治体を
訪問し、取組状況についてヒアリングを行う視察を実施。

大阪市職員、和歌山
県職員
（所外）

県生活保護子ども支援研修 所外
各福祉事務所における子ども支援の取り組みについて情報交換
を行うとともに、川崎市より受託して実施しているＮＰＯ法人
による学習支援の取り組みについての講義。

ＮＰＯ法人職員
（所外）

新規面接実践研修 所内
面接員の指導による、2年目の現業員を対象にした適正な申請受
理方法及び面接技法の習得、面接調書作成についての実践研修
（1人4～5件を面接）を随時実施。

面接員
（所内）

新規相談対応講座 所内

1年目のケースワーカー及び面接相談員（非常勤）の他法他施策
等の知識を深め、新規相談業務の効率化を図るため、4回に渡り
ベテランケースワーカーより講義。講師についても、講義を行
うことにより知識習得を再確認。

ベテランケース
ワーカー
（所内）



研修会等の名称 主催 研修会等の内容 講師

市町村アカデミー研修 所外
生活保護制度の現状と課題、生活困窮者自立支援制度に関する
講義や問題事例に基づく演習等により、生活困窮に係る諸問題
に的確に対処できる能力の向上を図る。

市町村アカデ
ミー職員他
（所外）

嘱託医研修 所内
生活保護の適正実施に必要な知識の習得のため、具体的事
例を題材として、嘱託医の解説を加えながら、ディスカッ
ション形式でケーススタディを行う。

精神科嘱託医
（所内）

外部講師研修 所内

ケースワーカーとして生活保護制度以外の制度の理解を深める
ため、精神疾患や負債の整理、保護世帯の子どもの自立といっ
た各種テーマを定め、外部からその分野の講師を招きレク
チャーを受ける。

外部講師


