
令和２年度 障害者施設職員研修会 
 （「Ａコース：心のバリアフリー研修会」・「Ｂコース：新任職員研修会」） 

【Zoomによるオンライン研修】 

実 施 要 項（受講申込方法） 
 
１.目  的   ■Ａコース：心のバリアフリー研修会（オンライン講演会） 

共生社会の実現に向けて、行政職員、障害児・者福祉従事者はもとより、障害当事者、地

域住民、その他が一丸となり地域づくりを推進していくことが重要である。共生社会づく

りを地域で進めるため、住民の意識改革に資する「心のバリアフリー」及び各分野におけ

る地域づくりの実践等を取り上げ、それを前提とした地域づくり活動を学ぶことを目的と

する。 

 

■Ｂコース：新任職員研修会～利用者主体の支援に向けて～（オンライン研修会） 

障害者施設等の新任職員に対し、施設の一員として活躍できるよう必要な 

知識等について研修し、施設運営等の円滑化を図ることを目的とする。 

 

２.主  催   全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ） 

        〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 

          Tel  03-3204-3611 Fax  03-3232-3621 （厚生労働省委託事業） 

 

３.開 催 日   ■Ａコース：心のバリアフリー研修会 

（各コース）   令和３年３月１９日（金）１３：００～１５：００ 

「ハンセン病と人権」（Zoomによるオンライン講演会） 

        講師：儀同 政一  氏（国立ハンセン病資料館 事業部社会啓発課・参与） 

※詳細は別紙A-1を参照 

 

■Ｂコース：新任職員研修会 

令和３年３月２０日（土）～３月２１日（日） 

※ｶﾘｷｭﾗﾑ詳細は別紙B-1を参照（Zoomによるオンライン研修会） 

 

■ＡＢ両コース 

令和３年３月１９日（金）～３月２１日（日） 

 ※上記Ａコース「心のバリアフリー研修会」・Ｂコース「新任職員研修会」両方の受講 

 

４.対 象 者   ■Ａコース：心のバリアフリー研修会 

市町村、相談支援事業所、障害者福祉センター、障害者団体、各障害福祉サービス事業所

の職員。また、民生委員協議会、連合自治会長等のリーダー層等で地域における中核的な

役割を担うメンバー。その他、共生社会の実現（地域づくり）に向けた取り組みに関心が

ある方。 

 

■Ｂコース：新任職員研修会 

障害者関係施設等に現に従事している新任職員(異動による新任職員も含む)。 

 

５.定  員    ９０名（Ａコース、Ｂコース、ＡＢ両コース 共通） 

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 

 

６.申込方法   受講申込書（別紙２）を全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）宛に直接

お申し込みください。お申込みの際はＡコース、Ｂコース、ＡＢ両コースのいずれ

かを選択してください。 

ＦＡＸにて申し込む場合は、送信後、必ず当センター養成研修課まで受信の 

可否を確認してください。 



７.事前準備   ・パソコン（マイク、カメラ付きが必須） 

                  ・Zoomが使用できるインターネット接続環境 

（フリーWi-Fiは繋がらない可能性が高いため、使用しないようお願いします） 

            ・Zoom（Web会議ツール）アプリのインストール。 

 

８.修了証明  Ｂコースの全課程修了者（研修会修了後アンケート回答者）には修了証書を授与 

（郵送）します。 

 

９.申込締切  令和３年３月２日（火）必着 ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 

 

10.受講決定  ・３月５日（金）頃から受講決定通知をメールにて送信します。 

       ・お振込確認後、 

■Ａコースを申し込まれた方は講演会資料とZoomURLアドレスを郵送またはメールで送信 

します。 

■Ｂコースを申し込まれた方は研修会テキストとデータ、ZoomURLアドレスを郵送または 

メールで送信します。 

■Ａ・Ｂ両コースを申し込まれた方はＡコースの講演会資料とＢコース研修会テキスト資料と

Ａ・Ｂ両コースのZoomURLアドレスそれぞれのデータを郵送またはメールで送信します。 

※受講申込者宛てに受講決定・受講不可を問わず通知いたします。 

        ※受講費振込後の受講者の変更はお受けしませんのでご了承ください。 

 

11.必要経費         ■Ａコース     講演費     １，０００円 

■Ｂコース     研修費     ５，５００円 

■ＡＢ両コース    講演・研修費 ６，５００円 

 

12.お振込先 

受講が決定（メールで通知）しましたら、３月９日（火）までに 
下記の口座へお振込をお願い致します。 

 
     お振込先 ： みずほ銀行 早稲田支店 普通預金 No.１９８７９１６ 

             全国
ゼンコク

身体
シンタイ

障害者
ショウガイシャ

総合
ソウゴウ

福祉
フ ク シ

センター 館
セ ン タ ー  カ ン

 長
チョウ

 君島
キミジマ

 淳二
ジュンジ

 

 
※お振込み手数料はご自身でご負担いただけますようお願いいたします。 
※領収書の発行は行っておりません。お振込み時の明細書を大切に保管ください。 

 
注）お振込み前に、金額を今一度ご確認ください。 
 

※お振込人名義が参加申込書に記載した「勤務先名・氏名」と異なる 

場合は、その旨ご一報いただきますようお願い申し上げます。 

 
13. キャンセル ・３月１７日（水）１７時までにキャンセルの連絡をされた方は返金致します。 

            キャンセルの際は、ご自身のお振込先（当センターHPの令和２年度研修会のページに 

返金用振込口座記入表の書式データがあります）を併せて下記のメールアドレスまで 

ご連絡ください。 

             kensyu@abox3.so-net.ne.jp 

（返金振込手数料は差し引かせていただきます。返金は４月中旬頃になります） 

           ・３月１７日（水）１７時以降のキャンセルによる返金は承りません。 

 
14．オンライン型研修における注意事項  

・なるべく静かな環境で参加をお願いいたします。 

・途中退席、欠席の無いようお願いい たします。 

・講演会及び研修のカリキュラム内容・教材・配布資料の無断転用・複製を禁じます。 



第1部

金

令和２年度 障害者施設職員研修会
Ａコース：心のバリアフリー研修会

************************** 【研 修 会 の 概 要】**************************

ハンセン病がどのような病気か理解したうえで、ハンセン病による差別・人権問題を中心に、

現代の新型コロナウイルス感染症による差別等の問題も踏まえ、これからの共生社会づくりに

必要なことは何かを考えます。多くの方の参加をお待ちしています。

１．目 的 共生社会の実現に向けて、行政職員、障害児・者福祉従事者はもとより、障害当事者、地域
住民、その他が一丸となり地域づくりを推進していくことが重要である。共生社会づくりを
地域で進めるため、住民の意識改革に資する「心のバリアフリー」及び各分野における地域
づくりの実践等を取り上げ、それを前提とした地域づくり活動を学ぶことを目的とする。

２．主 催 全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
Tel 03-3204-3611 Fax  03-3232-3621
（厚生労働省委託事業）

３．開 催 日 令和３年３月１９日（金）１３：００～１５：００

４．対 象 者 市町村、相談支援事業所、障害者福祉センター、障害者団体、各障害福祉サービス事業所の職員。
また、民生委員協議会、連合自治会長等のリーダー層等で地域における中核的な役割を担うメン
バー。その他、共生社会の実現（地域づくり）に向けた取り組みに関心がある方。

５．定 員 ９０名 ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

６．申込締切 令和３年３月２日（火）必着

７．必要経費 参加費 １，０００円

８．申込方法 ※詳細は令和２年度障害者施設職員研修会の実施要項（受講申込方法）をご覧ください。

～ハンセン病と人権～
令和３年３月１９日（金）１３：００～１５：００

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お問い合わせ ： 全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ） 養成研修係

Tel 03-3204-3611 Fax 03-3232-3621
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

戸山サンライズ

令和２年度 障害者施設職員研修会 Ａコース：心のバリアフリー研修会
【Zoomによるオンライン講演会】

～ハンセン病と人権～
講師：儀同 政一 氏（国立ハンセン病資料館 事業部社会啓発課・参与）

経歴

前 国立感染症研究所ハンセン病研究センター・運営委員・生体防御部第4研究室長
前 国立ハンセン病資料館・運営委員・学芸部社会啓発課・課長
現 国立感染症研究所ハンセン病研究センター客員研究員。
現 国立ハンセン病資料館 事業部社会啓発課・参与

国立ハンセン病資料館の活動

ハンセン病に対する正しい知識の普及と理解促進、ハンセン病患者・回復者に対する偏
見・差別の解消と名誉回復を図り、私たちの社会に同じ過ちが繰りかえされないようにす
ることを目的として、全国の自治体、大学、教育委員会、人権擁護委員会などで講演を
行っています。また、人権啓発DVD・パンフレットの作成、夏期セミナーの開催、都道府
県・市区町村の人権啓発事業への協力を行っています。

国立ハンセン病資料館

【Zoomによるオンライン講演会】

別紙Ａ-１



別紙B-1

10:15～10:45 出席確認　※9:45からZoomのアクセスは可能です。

10:45～11:00 開校式・オリエンテーション

11:00～12:00
（60分）

①障害者福祉の動向
（厚生労働省行政説明）

厚生労働省
水村　慎也　氏

12:00～13:00 昼食タイム・休　憩（60分）

13:00～14:30
（90分） ②利用者とのコミュニケーション能力を高める

国立特別支援教育総合研究所

青木　高光　氏

14:30～14:40 休　憩（10分）

14:40～16:10
（90分） ③ともに生きる社会をつくるために

社会福祉法人 訪問の家
名里　晴美　氏

16:10～16:20 ２日目のガイダンス後、Zoom退出

10:00～10:30 出席確認　※9:30からZoomのアクセスは可能です。

10:30～12:00
（90分） ④利用者の自立とは？

日本福祉大学
川口　真実　氏

12:00～13:00 昼食タイム・休　憩（60分）

13:00～14:30
（90分） ⑤発達障害の理解と支援の実際

ＮＰＯ法人 みらい
藤井　　亘　氏

14:30～14:40 休　憩（10分）

14:40～16:40
（120分）

⑥利用者主体の支援とは
～福祉従事者としての心がまえ～

日本発達障害ネットワーク

大塚　　晃　氏

16:40～16:50 閉講式・修了後アンケートのお願い・Zoom退出

日　程　表

令和２年度　障害者施設職員研修会

※上記の予定カリキュラムは都合により変更する場合があります。
※講義中に適宜休憩時間を入れます。

１日目　３月２０日（土）

２日目　３月２１日（日）

【Zoomによるオンライン研修】

　Ｂコース：新任職員研修会 ～利用者主体の支援に向けて～



 

 

(別紙２) 

全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）研修会  参加申込書 
研修会名 令和２年度 障害者施設職員研修会【オンライン研修】 

コース 
※いずれかを 

お選びください 

 

・ Ａコース：心のバリアフリー研修会（３月１９日） 
 
・ Ｂコース：新任職員研修会（３月２０日～２１日） 

 
・ Ａｺｰｽ Ｂｺｰｽ 両参加コース（３月１９日～２１日） 

 
（いずれかに○を付けてください） 

 
 ふりがな                                   
 氏名 
 
 

男 
 
女 

 
 昭和・平成   年  月  日生 
 
                            歳 

勤務先名  職 名  

事業種別  障害福祉従事年数 年      ヶ月 

所在地 

 〒 
 
 
                                  TEL         （       ） 

 
今回の研修会で 
学びたいこと 

 

障害の有無 無 ・ 有 （                     ） 

参加決定通知文書の宛名 所属長 本 人 その他（                  ） 

※本研修会で使用する 
メールアドレス（必須） 
オンライン研修のため 
必ずご記入ください。 

※ＰＤＦデータ等を添付しますので、スマートフォン・携帯電話以外のメールアドレスをご記入くだ

さい 

今後の研修案内メールを希望 

（いずれかに○を付けてください） 

 
する   ・   しない 

※書類一式は受講者ご本人宛て（勤務先住所）に郵送いたします。 
※本書に記載いただいた個人情報は、研修会以外の目的には使用いたしません。 

 
 戸山サンライズ処理欄 

１ ２  

  

 


