
令和4年度神奈川県委託事業 精神障害者ホームヘルパー養成研修

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会・教育事業課

〒231-0023 横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル9階
電話：045-210-0788(9:00～17:00) FAX：045-671-0295 担当 : 青山

受講料無料
テキスト代実費¥2,000
のみ当日ご負担

ください。

心に疾患を抱えた方の日常のサポート。
ホームヘルパーさんが頼りです☆彡 相模原会場

精神疾患の理解と対応

精神障害者の生きづらさの理解

地域の精神県福祉の現状と
　　　 精神障害に関する社会資源

実習オリエンテーション

２日目 施設等実習

実習のふりかえり

ホームヘルプサービスの実際

養成研修のまとめ

カリキュラム

１日目

３日目

ホームヘルパー
スキルアップ 研修

居宅介護事業所等に所属するヘルパーさん等で、
精神障害者の支援に興味があるが、経験がない、又は少ない方

定員１５名

受講対象者

講 義 会 場 ： ユニコムプラザさがみはら　セミナールーム１　小田急線相模大野駅下車徒歩5分　ボーノ相模大野内

１ 日 目 （ 講 義 ） ： 令和4年10月7日（金） 9:55～16:15

２ 日 目 （ 実 習 ） ： 令和4年10月11日（火）～10月24日（月）（期間中の任意の1日）相模原市内の事業所

３ 日 目 （ 講 義 ） ： 令和4年10月25日(火) 13:30～16:30

※相模原市以外の事業所の方も参加できますが、実習は相模原市内で行いますので予めご了承下さい。


Sheet1

		カリキュラム

		１日目 イチニチ メ		精神疾患の理解と対応 セイシン シッカン リカイ タイオウ

				精神障害者の生きづらさの理解 セイシン ショウガイシャ イ リカイ

				地域の精神県福祉の現状と
　　　 精神障害に関する社会資源 チイキ セイシン ケン フクシ ゲンジョウ セイシン ショウガイ カン シャカイ シゲン

				実習オリエンテーション ジッシュウ

		２日目 フツカメ		施設等実習 シセツ トウ ジッシュウ

		３日目 ミッカメ		実習のふりかえり ジッシュウ

				ホームヘルプサービスの実際 ジッサイ

				養成研修のまとめ ヨウセイ ケンシュウ








元ネタ

		講義会場：海老名市文化会館（小田急線・JR相模線・相鉄線海老名駅下車 徒歩8分）		相模原会場講義：ユニコムプラザさがみはら　セミナールーム１		川崎会場講義：川崎市総合自治会館　大会議室		講義会場：かながわ福祉サービス振興会　セミナールーム（みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩約5分）

		１日目（講義）：令和3年12月8日㈬　9:55～16:15 海老名市文化会館　１２２大会議室		１日目（講義） 令和3年10月15日㈮  9:55～16:15		１日目（講義）：令和3年7月9日㈮　9:55～16:15		１日目（講義）：令和4年1月   ７日㈮   9:55～16:15

		２日目（実習）：令和3年12月10日㈮～12月21日㈫　（期間中の任意の1日）対象圏域内の事業所		２日目（実習） 令和3年10月19日㈫～10月25日㈪（期間中の任意の1日）相模原市内の事業所		２日目（実習）：令和3年7月13日㈫～7月20日㈫（期間中の任意の1日） 川崎市内の事業所		２日目（実習）：令和4年1月10日㈪～16日㈰　（期間中の任意の1日）対象圏域内の事業所

		３日目（講義）：令和3年12月22日㈬13:30～16:30 海老名市文化会館　３５１多目的室		３日目（講義） 令和3年10月26日㈫ 13:30～16:30		３日目（講義）：令和3年7月21日㈬ 10:00～13:00		３日目（講義）：令和4年1月17日㈪ 13:30～16:30

		※ 県央圏域以外の事業所の方も参加できますが、１日目の「地域の精神保健福祉の現状と精神障害に関する社会資源」の講義内容および２日目の実習地域は県央・湘南東部・西部・県西圏域に特化した内容となりますので、予めご了承ください。		※相模原市以外の事業所の方も参加できますが、実習は相模原市内で行いますので予めご了承下さい。		※  川崎市以外の事業所の方も参加できますが、１日目の“地域の精神保健福祉の現状と精神障害に関する社会資源”の講義内容と２日目の実習場所は川崎圏域限定で行いますので、あらかじめご了承ください。		※ 横浜市以外の事業所の方も参加できますが、１日目の「地域の精神保健福祉の現状と精神障害に関する社会資源」の講義は横浜圏域に特化した内容となります。２日目の施設実習は横浜市・横須賀市、三浦郡内で行いますので予めご了承ください。







海老名会場

		講義会場：				海老名市文化会館（小田急線・JR相模線・相鉄線海老名駅下車 徒歩8分）

		１日目（講義）：				令和4年9月2日(金) 9:55～16:15 海老名市文化会館　１２２大会議室 キン

		２日目（実習）：				令和4年9月5日(月)～9月15日(木)（期間中の任意の1日）対象圏域内の事業所 ゲツ モク

		３日目（講義）：				令和4年9月16日(金) 13:30～16:30 海老名市文化会館　３５１多目的室

		※ 県央圏域以外の事業所の方も参加できますが、１日目の「地域の精神保健福祉の現状と精神障害に関する社会資源」の講義内容および２日目の実習地域は県央・湘南東部・西部・県西圏域に特化した内容となりますので、予めご了承ください。





相模原会場

		講義会場：		ユニコムプラザさがみはら　セミナールーム１　小田急線相模大野駅下車徒歩5分　ボーノ相模大野内 オダキュウセン サガミオオノ エキ ゲシャ トホ フン ナイ

		１日目（講義）：		令和4年10月7日（金） 9:55～16:15

		２日目（実習）：		令和4年10月11日（火）～10月24日（月）（期間中の任意の1日）相模原市内の事業所

		３日目（講義）：		令和4年10月25日(火) 13:30～16:30 ヒ

		※相模原市以外の事業所の方も参加できますが、実習は相模原市内で行いますので予めご了承下さい。





川崎会場

		講  義  会  場： カイ バ		川崎市総合自治会館　大会議室　JR武蔵小杉駅 西口、東急武蔵小杉駅 南口3　徒歩6分 ミナミグチ トホ フン

		１日目（講義）：		令和4年11月4日㈮　9:55～16:15

		２日目（実習）：		令和4年11月7日(月)～11月18日(金)（期間中の任意の1日） 川崎市内の事業所 ゲツ キン

		３日目（講義）：		令和4年11月21日(月) 13:30～16:30 ゲツ

		※  川崎市以外の事業所の方も参加できますが、１日目の“地域の精神保健福祉の現状と精神障害に関する社会資源”の講義内容と
２日目の実習場所は川崎圏域限定で行いますので、あらかじめご了承ください。





横浜会場

		講  義  会  場：		かながわ福祉サービス振興会　セミナールーム（みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩約5分）

		１日目（講義）：		令和4年12 2日(金)  9:55～16:15 キン

		２日目（実習）：		令和4年12月5日（月）～15日（木）　（期間中の任意の1日）対象圏域内の事業所 ゲツ モク

		３日目（講義）：		令和4年12月16日（金） 13:30～16:30 キン

		※ 横浜市以外の事業所の方も参加できますが、１日目の「地域の精神保健福祉の現状と精神障害に関する社会資源」の
講義は横浜圏域に特化した内容となります。２日目の施設実習は横浜市・横須賀市、三浦郡内で行いますので予めご了
承ください。







お問合せ： 045（210）0788 9:30-17:00 土日祭休 教育事業課・青山

ＦＡＸ受講申込書
045-671-0295

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会・教育事業課

※ 一定の条件を満たした研修修了者には修了証を発行いたします

※ 本研修は事業所所属のヘルパーで、3日間の全日程に出席できる方を対象としています

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入室前の検温・マスクの着用等にご協力ください

※ 当日37.5℃以上の発熱や咳等で体調のすぐれない方はご参加できませんのでご了承ください

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止または延期、会場の変更の可能性がございます

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

第１希望の事業所 　       　月　　　日

第２希望の事業所 　     　　月　　　日

第３希望の事業所 　　     　月　　　日

＜FAX＞    ※参加決定確認書の送付に必要です。必ずご記入下さい。

お申込日

氏　名

ふりがな

法人名

ふりがな

実習希望事業所を下記一覧から、
第３希望まで必ずご記入ください。

実習希望日

職　種　［必須］

※ピアスタッフの方は、必ずその旨を事前におしらせ下さい。

※職種が未記入の場合は、確認のお電話をいたしますので、ご協力をお願いしま

す。 事業所名

ふりがな

現職種の
経験年数

年    ヶ月

所 属 事 業 所
情　報

＜住 所＞ 〒         －

＜電 話＞

ホームヘルパー･スキルアップ研修・相模原会場

事業所名 作業内容 住所 実習受入日 実習時間

あみ チャリティショップでの販売、レストラン運営等。 相模原市南区麻溝台2-6-31 10/11-14、17-19、24 9:30-16:00

地域生活支援センター
カミング

フリースペースで利用者との交流、食事作り等。 相模原市中央区淵野辺4-15-6-2F 10/16、10/23（両日日曜日） 10:15-16:15

グリーンホーム 軽作業（文具の袋入れ、シール貼り、他）
相模原市南区南台4-13-19
稲葉ビル101

10/11-14、17-21 9:00-16:00

就労継続支援Ｂ型事業所
ブレンド

企業下請作業 相模原市南区大野台1-5-2
10/12、10/13、10/18、
10/20、10/21

8:45-15:30

光の里作業所 利用者対応、生産活動(ご贈答用の箱折り等) 相模原市中央区上溝6-25-44
10/11-14、10/17、18、20、
21　の1日のみ2名　限定

9:00-16:00


申込み表

		お申込日				　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

		氏　名 シ ナ				ふりがな						法人名				ふりがな



		職　種　［必須］				※ピアスタッフの方は、必ずその旨を事前におしらせ下さい。
※職種が未記入の場合は、確認のお電話をいたしますので、ご協力をお願いします。 ムネ						事業所名				ふりがな



												現職種の
経験年数						年   		 ヶ月

		所 属 事 業 所
情　報				＜住 所＞ 〒         －



						＜電 話＞						＜FAX＞    ※参加決定確認書の送付に必要です。必ずご記入下さい。



		実習希望事業所を下記一覧から、
第３希望まで必ずご記入ください。 ジッシュウ キボウ ジギョウショ ダイ カナラ						第１希望の事業所				実習希望日				　       　月　　　日

								第２希望の事業所								　     　　月　　　日

								第３希望の事業所								　　     　月　　　日





実習先一覧

		事業所名		作業内容		住　所		実習受入日		実習時間

		レザミ工芸		生活支援、就労支援、個別相談、
作業訓練、創作活動支援		厚木市幸町1-10 愛知ハイツ				9:00-15:00



		ファミール		作業活動 サギョウ カツドウ		綾瀬市深谷上1-13-5 アヤセシ フカヤ ガミ		9/5(月)、9/7(水)		9:00-15:30

		エアリアル		リネンのたたみや簡単な内職作業		海老名市国分北1-8-24				9:00-15:00

		藤沢ひまわり		内職・軽作業 ナイショク		藤沢市西俣野1925-3		9/5(月)～9(金)、12(月)～15(木) ゲツ キン ゲツ モク		9:00-16:00



		すばる工房		看板の製作、軽作業等		藤沢市藤沢545-51 
ライオンズマンション湘南藤沢1階				9:15-15:15



		あゆみの家		利用者の軽作業や運搬のお手伝い ウンパン		大和市桜森1-8-23				9:00-16:00





Sheet1

		事業所名		作業内容		住　所

		レザミ工芸		生活支援、就労支援、個別相談、
作業訓練、創作活動支援		厚木市幸町



		ファミール		紙袋のシールやビニール袋のラベル貼り
編み物製品やアクセサリー類の製作		綾瀬市深谷上 アヤセシ フカヤ ガミ

		エアリアル		リネンのたたみや簡単な内職作業		海老名市国分北

		藤沢ひまわり		企業からの受注作業（軽作業）		藤沢市西俣野



		すばる工房		看板の製作、軽作業等		藤沢市藤沢



		あゆみの家		利用者の軽作業や運搬のお手伝い ウンパン		大和市桜森
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申込み表

		お申込日				　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

		氏　名 シ ナ				ふりがな						法人名				ふりがな



		職　種　［必須］				※ピアスタッフの方は、必ずその旨を事前におしらせ下さい。
※職種が未記入の場合は、確認のお電話をいたしますので、ご協力をお願いします。 ムネ						事業所名				ふりがな



												現職種の
経験年数						年   		 ヶ月

		所 属 事 業 所
情　報				＜住 所＞ 〒         －



						＜電 話＞						＜FAX＞    ※参加決定確認書の送付に必要です。必ずご記入下さい。



		実習希望事業所を下記一覧から、
第３希望まで必ずご記入ください。 ジッシュウ キボウ ジギョウショ ダイ カナラ						第１希望の事業所				実習希望日				　       　月　　　日

								第２希望の事業所								　     　　月　　　日

								第３希望の事業所								　　     　月　　　日





実習先一覧海老名会場

		事業所名		作業内容		住　所		実習受入日		実習時間

		レザミ工芸		生活支援、就労支援、個別相談、
作業訓練、創作活動支援		厚木市幸町1-10 愛知ハイツ		9/7(水)～9（金）、12(月)、14（水）～15（木） スイ キン ゲツ スイ モク		9:00-15:00				1		杉山様 スギヤマ サマ		046-229-0448

		ファミール		作業活動　等 サギョウ カツドウ トウ		綾瀬市深谷上1-13-5 アヤセシ フカヤ ガミ		9/5(月)、9/7(水)		9:00-15:30				1		山口様 ヤマグチ サマ		0467-70-7282

		エアリアル		リネンのたたみや簡単な内職作業		海老名市国分北1-8-24		9/5(月)、9/7(水)、9/12(月)、9/14(水)		9:00-15:00				2		鈴木様
鹿又様 スズキ サマ カマタ サマ		046-233-2320

		藤沢ひまわり		内職・軽作業 ナイショク		藤沢市西俣野1925-3		9/5(月)～9(金)、12(月)～15(木) ゲツ キン ゲツ モク		9:00-16:00				2		船山様 フナヤマ サマ		0466-82-4384

		すばる工房		看板の製作、軽作業等		藤沢市藤沢545-51 
ライオンズマンション湘南藤沢1階 スイ		9/14(水) スイ		9:30-15:30				1		明吉様 アキ ヨシ サマ		0466-50-1875

		あゆみの家		作業活動　等 サギョウ カツドウ トウ		大和市桜森1-8-23		9/5（月）～10（金）、12(月)～15(木) ゲツ キン		9:00-16:00				1		小菅様 コスゲ サマ		046-262-6882





申込み表 (2)

		送信日 ソウシン		　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

		氏　名 シ ナ		ふりがな



		受講
番号 ジュコウ バンゴウ

		実習希望事業所を下記一覧から、
第３希望まで必ずご記入ください。 ジッシュウ キボウ ジギョウショ ダイ カナラ				第１希望の事業所				実習
希望日		　       　月　　　日

						第２希望の事業所						　     　　月　　　日

						第３希望の事業所						　　     　月　　　日

		連絡先
情報 レンラク サキ ジョウホウ		＜電 話＞				＜FAX＞  FAXで送信の方は必ずご記入下さい。 ソウシン カタ







Sheet1

		事業所名		作業内容		住　所

		レザミ工芸		生活支援、就労支援、個別相談、
作業訓練、創作活動支援		厚木市幸町



		ファミール		紙袋のシールやビニール袋のラベル貼り
編み物製品やアクセサリー類の製作		綾瀬市深谷上 アヤセシ フカヤ ガミ

		エアリアル		リネンのたたみや簡単な内職作業		海老名市国分北

		藤沢ひまわり		企業からの受注作業（軽作業）		藤沢市西俣野



		すばる工房		看板の製作、軽作業等		藤沢市藤沢



		あゆみの家		利用者の軽作業や運搬のお手伝い ウンパン		大和市桜森





実習先一覧相模原会場

		事業所名		作業内容		住所		実習受入日		実習時間

		あみ		チャリティショップでの販売、レストラン運営等。		相模原市南区麻溝台2-6-31		10/11-14、17-19、24		9:30-16:00		2		鈴木 スズキ		042-705-3621

		地域生活支援センター　
カミング		フリースペースで利用者との交流、食事作り等。		相模原市中央区淵野辺4-15-6-2F		10/16、10/23（両日日曜日） リョウジツ ニチヨウビ		10:15-16:15		1		赤石澤 アカイシザワ		042-759-5117

		グリーンホーム		軽作業（文具の袋入れ、シール貼り、他）		相模原市南区南台4-13-19　
稲葉ビル101		10/11-14、17-21		9:00-16:00		2		箕輪 ミノワ		042-741-8324

		就労継続支援Ｂ型事業所 
ブレンド		企業下請作業		相模原市南区大野台1-5-2		10/12、10/13、10/18、10/20、10/21		8:45-15:30		1		田中 タナカ		042-750-7222

		光の里作業所		利用者対応、生産活動(ご贈答用の箱折り等)		相模原市中央区上溝6-25-44		10/11-14、10/17、18、20、21　の1日のみ2名　限定 ヒ メイ ゲンテイ		9:00-16:00		2		荒井 アライ		042-763-0424































実習先一覧川崎会場

		事業所名		作業内容		住所		実習受入日		実習時間

		中部地域生活支援センター
はるかぜ		相談支援、ピアサポーター活動支援等		川崎市中原区井田3-16-1				9:00-16:00

		紙ひこうき		フリースペース・プログラム・
地域交流等		川崎市多摩区登戸2341-1				10:00-17:00

		きたのば		手芸品作りなど		川崎市多摩区登戸2341-1				9:30-16:00

		桜の風 もみの木		生活支援、見守りなど		川崎市中原区井田3-16-1				9:00-16:00

		社会復帰訓練所 
就労支援事業所あやめ		利用者との作業(組立・折込)
またはミーティング		川崎市高津区末長1-3-8				9:00-16:00

		マイWay		軽作業(封入、封函、PC解体等)		川崎市高津区下作延6-4-3 
エムズビル2F				9:30-16:00

		百合丘地域生活支援センター ゆりあす		利用者との交流、
グループワーク参加等(日中活動の場)		川崎市麻生区百合丘2-8-2 
北部リハビリテーションセンター2階				10:00-16:30

		レジネス		コーヒーの製造・販売、
他委託作業有		川崎市中原区木3-59-22				9:30-16:00







実習先一覧横浜会場

		事業所名		作業内容		住所		実習受入日		実習時間

		あかね工房		軽作業（化粧箱折り）、清掃作業		横浜市保土ヶ谷区上星川2-16-6				9:00-16:00　

		浦島共同作業所		お弁当・クッキー作り、その他自主製品作り等。
内職:ラッシュの小花作り(シュガークラフト)、
ボールペン組立等		横浜市神奈川区子安通3-359-4				9:30-16:00

		ほっとスペース関内		清掃・内職、自主製品製作・販売、昼食作り		横浜市中区千歳町1-10				9:00-16:00

		旭区地域生活支援拠点 ほっとぽっと		相談支援・フリースペース等		横浜市旭区鶴ヶ峰2-1-16				9:30-16:00

		アトリエ夢喰虫		生活リズムを整えるための支援（自立生活を目標）		横須賀市汐入町2-40-1 青柳ビル2F				9:30-16:00

		就労継続支援Ｂ型事業所つばさ第二		所内での軽作業等		横須賀市船越町1-5 山田ビル2F				9:00-16:00

		トントン工房		弁当製造、内職、売店等		三浦郡葉山町堀内2158				9:00-16:00
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	心に疾患を抱えた方の日常のサポート。�ホームヘルパーさんが頼りです☆彡　
	お問合せ：　045（210）0788　9:30-17:00 　 土日祭休　　教育事業課・青山

