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８ 職員の資質向上の為の取り組み

（1） 外部研修会等への派遣状況

○中央児童相談所

開催年月日 研修会等名称・主催者・実施場所 内 容 参加状況

H22.5.13 児童相談所医師専門研修 児童相談所で勤務する医 １名

横浜市 師に係わる講義

H22.6.8 地域虐待対応研修指導者養成研修 研修の意義と計画、子ど １名

横浜市 もと家族への支援、要保

護児童対策地域協議会の

運営、アセスメント、児

童虐待関連諸制度の理解

等

H22.6.29 児童相談所児童福祉司指導者 虐待ケースへの対応、非 １名

基礎研修 横浜市 行相談への対応、ケース

の見立て、教育・訓練・

指導担当者としての役割

等

H22.8.21 第 13 回児童福祉司研修ワークショ 援助方法等についてのワ １名

ップｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ ークショップ

横浜市

H22.10.14 九州ブロック児童相談所長会及び児 児童相談所の現状と課題 ３名

童福祉司研究協議会 関係諸制度について等

福岡県

H22.10.21 九州ブロック児童心理司研究協議会 児童相談所の現状と課題 １名

熊本県 関係諸制度について等

H22.10.25 公的機関において研修業務に当たる 支援の為の法的仕組み、 １名

職員の資質向上を図るための研修 関係機関の役割、協議会

東京都 の設置、運営方法等

H22.10.30 子どもへの暴力防止フォーラム 子どもの「意見表明権」、 １名

２０１０ 米国の虐待減少から学ぶ

調査研究、虐待防止に取

り組む各地グループの実

践発表等

H22.10.30 第１３回子ども虐待防止シンポジウ サインズ･オブ･セーフテ ３名

ム「サインズ・オブ・セーフティの ィのアセスメントと援助

実践・導入後の児童相談所の変化」 の導入

神奈川県 児童虐待問題へのケース

ワーク等
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H22.11.6 第３６回全国児童相談研究セミナー 親権制度の見直し、家族 １名

青森大会 再統合を考える。施設内

の暴力に関する現状や課

題等

H22.11.23 子どもの虐待防止推進全国フォーラ 妊娠期から乳幼児期の虐 ４名

ムｉｎひろしま 待予防と支援 児童虐待

広島市 を防止する要支援世帯へ

の援助、育てにくさを感

じる親への支援等

H22.11.27 日本子ども虐待防止学会第１６回学 こうのとりのゆりかご特 ４名

術集会くまもと大会 集セッション、虐待防止

熊本市 教育研修スキルアッププ

ログラム、職域別研修等

H22.12.4 社会福祉士実習指導者講習 社会福祉士実習指導のた １名

鹿児島県 めのマネジメント論、実

習プログラミング論、ス

ーパービジョン論等

○コザ児童相談所

開催年月日 研修会等名称・主催者・実施場所 内 容 参加状況

H22.4.21 平成 22年度児童相談所長研修 新任児童相談所長を対象 1名
前期・後期 横浜市 とした研修

H22.5.14 子どもの被害・加害の連鎖を断ち切 児童問題に関わる支援方 2名
るために 東京都 法について

H22.5.28 DV防止について考える講座 DV 加害者対策事業に関 3名
「ターゲットは誰か？～ DV加害 する基本的な考え方等に

者対策事業について～」 ついての講義の他、参加

者同士によるグループワ

沖縄県総合福祉センター ーク等

H22.6.8 地域虐待対応研修指導養成研修 研修の意義と計画、子ど 1名
もと家族への支援、要保

護児童対策地域協議会の

運営、アセスメント、児

童虐待関連諸制度の理解

横浜市 等
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H22.6.29 児童相談所児童福祉司指導者基礎研 虐待ケースへの対応、非 1名
修 行相談への対応、ケース

の見立て、教育・訓練・

指導担当者としての役割

横浜市 等

H22.7.10 引きこもり者支援フォーラム 講演会、体験談、シンポ 3名
沖縄県総合福祉センター ジウム

H22.7.28 教育機関と児童相談所職員の合同研 児童虐待の現状、虐待の 1名
修 子どもにもたらす影響、

要保護児童対策地域協議

会、児童相談所と学校と

横浜市 の連携等

H22.8.3 平成 22 年度児童相談所児童心理司 スーパーバイザーの役割、1名
スーパーバイザー研修 虐待ケースへの対応、法

的手段の活用、ケースの

見立て、非行相談への対

横浜市 応等

H22.8.20 第 13 回児童福祉司研修ワークショ 援助方法等についてのワ 1名
ップｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ ークショップ

横浜市

H22.10.26 愛隣園職員園内研修会 生い立ちの整理 6名
児童養護施設 愛隣園

H22.11.26 日本子ども虐待防止学会第１６回学 虐待防止教育研修スキル 2名
術集会くまもと大会 アッププログラム、職域

熊本市 別研修等

H22.12.3 社会福祉士実習指導者講習会 社会福祉士実習指導のた 1名
鹿児島市 めのマネジメント論、実

習プログラミング論、ス

ーパービジョン論等

H22.12.9 島添の丘研修会 児童福祉施設における性 11名
沖縄県総合福祉センター と生の課題

H22.12.10 第 29回沖縄県児童養護研究協議会 行政説明、講演、研究部 6名
沖縄県総合福祉センター 会

H22.2.15 児童虐待防止シンポジウム 児童虐待防止に関わる 1名
東京都 支援等について
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（２） 所内研修会等の実施状況

○中央児童相談所

開催年月日 研修会等名称・主催者・実施場所 内 容 参加状況

H22.4.12 新任職員研修(前期・後期） 児童相談所業務等につい 約 20名
H22.9.16 沖縄県総合福祉センター て

H22.7.14 児童相談所等相談関係職員研修 児童相談所の機能と役割、１名

沖縄県総合福祉センター 少年非行、DV等
H23.1.28 児童相談所・女性相談所合同研修会 職員の資質向上 約 10名

沖縄県総合福祉センター

○コザ児童相談所

開催年月日 研修会等名称・主催者・実施場所 内 容 参加状況

H22..4.12 新任職員研修(前期・後期） 児童相談所業務等につい 約 20名
H22.9.16 沖縄県総合福祉センター て

H22.6.29 所内研修会 所で共有している参考文 約 20名
マニュアル（参考文献等）紹介 献・資料の紹介

コザ児童相談所会議室

H22.7.14 平成 22 年度 児童相談所等相談機 児童相談所の機能と役割、約 5 名
関職員研修 少年非行、DV等

沖縄県総合福祉センター

H22.7.27 所内研修会 体罰が児童に及ぼす影響 約 20名
体罰は必要か や保護者への指導法につ

コザ児童相談所会議室 いて

H22.9.9 所内研修会 精神疾患の類型等に関す 約 20名
精神疾患に関する基礎知識 る基礎知識を学ぶ

コザ児童相談所会議室 （嘱託医師による）

H22.9.10 所内研修会 パーソナリティ障害があ 約 20名
パーソナリティ障害者に対する関わ る保護者への対応方法に

り方（ソーシャルワークの視点から）ついて学ぶ

コザ児童相談所会議室 （外部専門家による）

H22.9.28 所内研修会 体罰が児童に及ぼす影響 約 20名
体罰に関する基本知識 や保護者への指導法につ

コザ児童相談所会議室 いて

H22.11.30 所内研修会 児童相談所の体制につい 約 20名
組織のあり方について て検討する

コザ児童相談所会議室
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H22.12.28 所内研修会 被害児童への事実確認の 約 20名
性的虐待相談への対応 方法やケアの在り方につ

コザ児童相談所会議室 いて

H22.12.28 所内研修会 児童相談所職員のメンタ 約 20名
職員のメンタルヘルス ルヘルスについて

コザ児童相談所会議室

H23.1.28 児童相談所・女性相談所 職員の資質向上 約 10名
合同研修会

沖縄県総合福祉センター

H23.3.1 所内研修会 事例をとおして望ましい 約 20名
事例検討 処遇の在り方を検討する

コザ児童相談所会議室


