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2022年度 障害者虐待対応力向上研修 

 

 

家族や障害福祉サービス事業所従事者等による障害者虐待件数が、高止まり傾向にある状況を踏まえ、障害

者が住み慣れた環境で安心して生活できるよう、障害福祉サービス事業所従事者等の資質向上に資する研修を

行うことにより、虐待の早期発見や予防推進を図るために開催します。 

事業所等での立場に応じ、「オンデマンドによる基本講義：A 研修」と「基礎演習：B 研修」「応用演習：C 研修」

を組み合わせて受講いただきます。 

A研修は基本講義です。Ｂ研修または C研修を受講する前に必ず視聴してください。 

また受講いただいた事業所については、県ホームページに研修受講済み職員所属事業所として事業所名を掲載する予

定です。 

なお、2023年 1月以降に A研修のオンデマンドおよび B・C・D研修を１回ずつオンライン（Zoom）でも開催予定です。

内容が確定しましたら、別途案内いたします。それぞれオンライン受講希望の方はその際にお申し込みください。 

 

 

■研修日/開催場所/対象/内容   

 視聴期間 開催方法 定員 対象 内容 

A

研

修 

8 月 1日（月）～ 

12 月 5 日（月） 
オンデマンド配信 420名 

B・C研修受講予定者 

全員※ 

障害者虐待の基本を学ぶ 

障害者虐待の取組み / 障害者虐待防止

法 / 障害者虐待のメカニズム（約 180分） 

※ただし、2021年度に A研修のみを受講し、B研修または C研修の受講ができなかった方については、2022年度の A研修

受講を省略することができることとします。 

※職場種別が保育園・認定こども園、放課後クラブ、特別支援学校、病院に該当する方は A 研修のみの受講でも受付いたしま

す。 
 

 開催日 開催方法 定員 対象 内容 

B

研

修 

9 月 27 日（火） 

13:20～17：00 

【会場：神戸】 

兵庫県福祉センター 多目的ホール 
50名 

現場で直接支援を

担う障害福祉サー

ビス事業所職員等 

障害福祉サービス事業所

従事者等による虐待事例

について（基礎演習） 
10 月 6 日（木） 

13:20～17：00 

【会場：姫路】 

兵庫県立姫路労働会館 

多目的ホール 

90名 

 

 開催日 開催方法 定員 対象 内容 

C

研

修 

10 月 25 日（火） 

13:20～17：00 

【会場：神戸】 

兵庫県福祉センター多目的ホール 
50名 

管理職・サービス

管理責任者・相談

支援専門員等 

養護者虐待等を含めた多

様な虐待事例について

（応用演習） 
11 月 15 日（火） 

13:20～17：00 

【会場：姫路】 

兵庫県立姫路労働会館 

多目的ホール 

90名 

  

 開催日 開催方法 定員 対象 内容 

D

研

修 

9 月 6日（火） 

9:25～16：00 

【会場：神戸】 

兵庫県立のじぎく会館大ホール 
80名 

市町職員、虐待防

止センター職員等

の障害者虐待対応

現任者 

障害者虐待事案対応の通

報からコアメンバー会議

開催について 

（講義と演習） 

12 月 6 日（火） 

9:25～16：00 

【会場：姫路】 

姫路じばさんびる 901会議室 
60名 

 

 



 

■受講料 1研修あたり 500円/資料代 

〇受講料のお支払いパターン 

① A研修+B研修、A研修+C研修、A研修+D研修を受講される場合は、会場にて 1,000円をお支払いくだ

さい。 

② 2021年度に A研修を受講し、  今年度に B研修または C研修のみを受講される場合は、会場で 500円

をお支払いください。 

③ Ｂ研修またはＣ研修を欠席された場合、Ａ研修の資料代として 500円の請求書をメールにて送付しますので、            

お振込みください。 

④ D研修のみを受講される場合は、会場にて 500円をお支払いください。 

 

■申込方法 

右の QRコードを読み込むか、下記の URLからお申込みください。  

https://forms.gle/1exEViTMJLnmKVct7 

どうしても難しい場合は、申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸにて兵庫県社会福祉士会 

事務局まで、お申込みください。（メールアドレスは読みやすくご記入ください。） 

受講者１名につき、１枚の受講申込書が必要です。 

 

■各研修受講までの流れ 

１）申込受付後、7月 11日以降に、A研修を受講できる視聴 URL と講義資料をメールにて送付しますので、 

ご確認ください。 

動画内には休憩時間を設けておらず、約３時間の講義が連続再生されます。 

適宜、一時停止をするなどして休憩しながら視聴していただいて問題ありません。 

視聴後、アンケート（記名式）への回答をお願いします。アンケートの回答をもって A研修の受講修了とします。 

 

２）B 研修または C 研修を受講される場合は、当日直接会場にお越しいただき、A 研修+B 研修または C 研修

の受講料 1,000円をお支払いの上、受講してください。D研修のみを受講される場合は、当日会場にて 500

円をお支払いください。 

 

■会場受講時の注意点 

新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針に則り、下記の場合は受講を見合わせていただきますよう

お願いいたします。 

・受講者本人、同居家族に発熱等の症状（ワクチン接種後を含む）や PCR 検査を受けている場合 

 また、当日、37.5℃以上の発熱、咳やのどの痛みがある等、体調の悪い場合は、受講をご遠慮ください。 

（会場でも検温を実施し、受講をお断りする場合がございます。予め、ご了承ください。） 

・マスクの着用を徹底し、必要に応じてフェイスシールドを着用してください。 

・マスクをはずした場合は、会話を行わないようにお願い致します。 

・手指消毒、咳エチケットの徹底にご協力ください。 

・兵庫県新型コロナ追跡システムの QRコードを当日配布いたします。会場での登録をお願い致します。 

 

■研修資料の著作権について 

本研修では、研修受講者の学びを深め、研修の目的を達成するために研修資料を配布します。これらの資料

は、著作物として著作権法により著作者の権利が保護されています。 

従って著作者が明示的に許可した場合を除き、研修参加者が著作権法に認められている範囲を逸脱して再

配布することや、SNS 等での共有、別サイトにアップロードするなどの方法により再配布することは法律に抵触す

る可能性があります。資料の取り扱いについては十分にご注意いただきますようお願いいたします。 

 

■お問い合わせ 

兵庫県社会福祉士会 〒651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1 兵庫県福祉センター5F 



TEL：078-265-1330 FAX:078-265-1340 E-mail:entry@hacsw.or.jp 

兵庫県社会福祉士会事務局宛 ＦＡＸ：０７８－２６５－１３４０ 

 

ふりがな  

氏  名  

職場名 
 

職場住所 
〒 

 

電話番号 （     ）        －            

メールアドレス 
 

１（イチ）とｌ（エル）、0（ゼロ）と O（オー）など、わかるように記載ください。 

職場種別 
① 訪問系 ②日中活動系 ③施設系 ④居住支援系 ⑤訓練・就労系 ⑥相談支援 

⑦保育園・認定こども園  ⑧放課後クラブ ⑨特別支援学校 ⑩病院 

役職等 

① 管理職 ②サービス管理責任者 ③相談支援専門員  

④直接支援する事業所職員 ⑤行政職員（部署：            ） 

⑤その他（                ） 

虐待対応実務

経験年数 
①未経験  ②3 年未満  ③3 年～5年  ④5 年～10 年  ⑤10年以上 

受講する研修に☑をつけてください 

A 研修 
□受講する □2021 年度受講済 

オンデマンド配信 

B 研修 
□会場：兵庫県福祉センター □会場：兵庫県立姫路労働会館 

神戸市中央区坂口通 2-1-1 姫路市北条 1-98 

C 研修 
□会場：兵庫県福祉センター □会場：兵庫県立姫路労働会館 

神戸市中央区坂口通 2-1-1 姫路市北条 1-98 

D 研修 
□会場：兵庫県立のじぎく会館 □会場：姫路じばさんびる 

神戸市中央区山本通 4-22-15 姫路市南駅前町 123 

備考 

 


