
 

平成 25年度 暴力被害者支援スキルアップ講座 開催要綱 

 

１．趣 旨 

近年、わが国ではＤＶや児童、高齢者、障害者等への虐待による被害が深刻化している。 

虐待防止にかかる法整備については、平成 24 年 10 月に「障害者虐待防止法」が施行され、

検討課題とされていた虐待防止に関する法律が出揃った。しかし、暴力被害等の虐待件数は全国

的にみて増加傾向にあり、ますます暴力被害者に対する福祉関係者の支援の必要性が増している。 

平成 23 年度、24 年度に全国厚生事業団体連絡協議会が主催した「暴力被害者支援スキルアッ

プ講座」は、暴力被害者等を支援するにあたり、支援者が共通して理解しておくべき基本事項や

支援のノウハウを学ぶ場として開催したところである。 

その成果を踏まえ、今年度は厚生事業関係施設だけでなく、暴力被害をはじめとする虐待等の

支援にあたっている福祉関係者を対象とし、暴力被害者やなかなか心を開かない利用者への支援

の視点、ポイントと支援者が暴力被害者支援のアセスメント時に活用でき、さらに利用者と支援

者の関係性の構築に資する支援ツール「あなたの歩み」の活用等の具体的手法などを学び、暴力

被害者支援機能の充実を図ることを目的として開催する。 

 

２．主 催：  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

  

３．期 日：  平成 26 年 1 月 14 日（火）～15 日（水） 

 

４．会 場：  全国社会福祉協議会 ５階 第３・４・５会議室 

        〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル（℡03-3581-6502） 

 

５．対 象： 

 (1)全国厚生事業団体連絡協議会構成団体（全国救護施設協議会、全国更宿施設連絡協議会、

全国婦人保護施設等連絡協議会、全国身体障害者更生施設協議会）の会員施設（救護施設、

更生施設、宿所提供施設、自立支援センター、旧法身体障害者更生施設、婦人保護施設、婦

人相談所 等）の役職員 

 (2)全国母子生活支援施設協議会、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国保育

協議会の会員施設の役職員、全国保育士会の会員 

(3)社会福祉協議会関係者、行政関係者、婦人相談員、その他関係者 

 

６．定 員： ６０名 

 

７．参加費： １２，０００円 

※講座では「あなたの歩み」と「あなたの歩み 活用ガイドブック」が必要となります 

（お持ちでない方は別途お申込みが必要です） 

 

８．日程およびプログラムの内容 

【１日目／1 月 14 日】 

12:00 13:00  13:15        15:15  15:30        17:30  

受付 説明 講義Ⅰ 
休

憩 
講義Ⅱ 

 

【２日目／1 月 15 日】 

9:00           12:00       13:00              15:00 

演習 昼食・休憩 演習 



 

 

【１日目／1 月 14 日（火）】 

12:00～    受付開始 

13:00～13:15  開会・説明「厚生事業関係施設を利用する暴力被害者の現状と支援 

ツール『あなたの歩み』開発の経緯」 

全国厚生事業団体連絡協議会 副会長／ 

いずみ寮 施設長 横田 千代子 氏 

 

13:15～15:15  講義Ⅰ  

「リラクゼーションと動作法」 

※ 暴力被害者への支援を行ううえで、支援者が理解しておき

たい、リラクゼーションと動作法について解説する。 

【講師】 ヒッポメンタルクリニック 臨床ソーシャルワーカー 

五十嵐 郁代 氏 

 

 15:15～15:30  休憩 

 

15:30～17:30   講義Ⅱ 

「ソリューション・フォーカスト・アプローチの面接技法（仮題）」 

※ 暴力被害者への支援を行ううえで、支援者が理解しておき

たい、ソリューション・フォーカスト・アプローチの面接技

法について解説する。 

【講師】首都大学東京 准教授 長沼 葉月 氏 

 

【2 日目／1 月 15 日（水）】 

9:00～15:00  演習「『あなたの歩み』を活用した支援の進め方（仮題）」 

（休憩を含む）  ※ 暴力被害者等への支援の進め方について理解を深められ

るよう、「あなたの歩み」にあるセッションの一部を体験す

る演習を行う。 

【講師】こころとからだ・光の花クリニック 

精神科医・臨床心理士 白川 美也子 氏 

【ファシリテーター】 

                 いずみ寮 施設長    横田 千代子 氏  

                  首都大学東京 准教授 長沼 葉月  氏 他 

 

９．参加申込 

 (1)受講希望者は、別添申込書に必要事項をご記入のうえ、名鉄観光サービス新霞が関支店ま

でＦＡＸまたは郵送にてお申込ください。 

 

(2)申込締切日  平成 26 年 1 月 6 日（月） 

 

 (3)参加費入金後の参加取消や、当日の欠席にともなう参加費の返金はいたしません。本講座

終了後の資料送付にて代えさせていただきます。 

 

 



 

 

(4)受付について 

   受付で参加券をご提示ください。参加費の領収書は振込用紙の控えをもって代えさせいた

だきますが、全国社会福祉協議会事務局長名義の領収書が必要な方は、会期中に受付までお

申し出ください。 

 

 (5) 使用教材について 

研修会では「あなたの歩み」と「あなたの歩み 活用ガイドブック」を用いた演習を行

います。いずれも事前に熟読いただき、当日は各自持参いただきます。ご購入が必要な方

は別添申込書により、名鉄観光サービス新霞が関支店お申込みください。 

   なお、申込受付後に使用教材を発送いたしますので、使用教材をお持ちでない方はお早目

にお申込みください。 

（頒布価格：各 500 円（送料無料）） 

 

10．宿泊・昼食の申し込み 

   宿泊・昼食につきましては、別添申込書により、名鉄観光サービス新霞が関支店までお申

し込みください。  

 

11．参加・宿泊・昼食・使用教材の申込先 

   名鉄観光サービス㈱新霞が関支店 「暴力被害者支援スキルアップ講座」係 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル LB 階          

℡ 03-3595-1121  FAX 03-3595-1119【担当／波多野】 

 

12．個人情報の取扱いについて 

   「参加申込書」に記載いただいた個人情報につきましては、申込受付等委託業者（名鉄観

光サービス㈱新霞が関支店）と、事務局（全社協 高年・障害福祉部）において共同利用さ

せていただきます。個人情報は､参加申込受付、参加管理、参加にあたり希望される宿泊等

のサービス提供等、本講座運営に必要な範囲内で使用いたします。 

 

  参加者名簿の作成について 

事務局において参加者の把握、参加者同士の交流に資するため、参加申込書を元に参加

者名簿およびグループ名簿（都道府県名、施設名、参加者氏名、役職名を記載）を作成し

当日参加者に配布いたします。名簿への記載を希望されない場合は、参加申込書の「備考

欄」にその旨ご記入くださいますようお願いいたします。 

    

13．内容および使用教材に関する問合せ先 

  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

高年・障害福祉部【担当／小林 安澤】 

  〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3－3－2 新霞が関ビル 

  TEL 03-3581-6502  FAX 03-3581-2428 

 

 



平成 25年度 全国社会福祉協議会 

暴力被害者支援スキルアップ講座 
 

参加・宿泊・昼食・使用教材のご案内 

 

１． 申込方法について 
 

申込書に必要事項をご記入の上、郵送または FAX にて名鉄観光サービス㈱新霞が関支店までお申込みください。なお、

事務手続きの関係上平成 26 年 1 月 6 日（月）までにお申込みをお願いします。 

 

２． 宿泊のご案内 
 

期間中のご宿泊として下記の宿泊施設をご手配させていただきます。 

手配をご希望の方は申込書にてお申込みください。 

宿泊施設名称 申込記号 
宿泊料金（1泊あたり） 

朝食付・税込のお一人様料金 
所在地・最寄駅 

新橋愛宕山東急イン 
Ａ－１ シングル １３，７００円 会場より徒歩約 15分 

地下鉄虎ノ門駅より徒歩約 7分 Ａ－２ ツイン ８，７００円 

マ ロ ウ ド イ ン 赤 坂 Ｂ－１ シングル ８，８００円 
会場より地下鉄利用で約 20分 

地下鉄赤坂駅より徒歩約 5分 

 表示の料金は朝食付、税金・サービス込を含むお一人様１泊あたりの金額です。 

 ツインタイプのお申込みは申込時に同室者が決定されている場合に限らせていただきます（当方では相部屋の方の組み合わせはいたしません）。予

めご了承ください。なお申込書の「同室者氏名」欄に同室者のお名前を必ずご記入くださいますようお願いします。 

 客室数に限りがございますので先着順にて受付をさせていただきます。上記ホテルが満室となりました場合は他ホテルをご案内させていただくことがご

ざいます。予めご了承ください。 
 

３． 昼食のご案内 
 

1月 15日（2日目）の昼食のお申込みを承ります（１，２００円・お茶付、税込）。 

ご希望の方は申込書にてお申込みください。 

※当日のお申込みは受けかねますのでご希望の方は必ず事前にお申込みください。 
 

４． 使用教材のご案内（※お持ちでない方は申込み必須） 
 

「あなたの歩み」と「あなたの歩み 活用ガイドブック」のお申込みを承ります（各５００円・計１，０００円／送料無料）。 

ご希望の方は申込書にてお申込みください。なお、事前学習として熟読していただく必要がございますので、お早目にお

申込みください。 
 

５． 費用の送金方法について 
 

申込締切日以降（1 月上旬頃）に施設所在地の住所へ参加券及び費用の振込依頼書を発送させていただきます。到

着後、振込依頼書記載の口座へ費用総額をご送金ください。 
  

６． 変更・取消について 
 

お申込み後の変更、取消のご連絡につきましては、申込時の申込書を変更箇所がわかるよう訂正の上、再度ＦＡＸにて

ご送信ください。 
  

参加費入金後の参加取消および当日の欠席にともなう参加費の返金はいたしません。終了後の資料送付にて代えさせ

ていただきます。 
 

宿泊・昼食の取消に関しましては取消日により下記の取消料を申し受けます。予めご了承ください。 

 14-8日前 7-2日前 前日 当日 12:00 まで 
当日 12:00以降 

及び無連絡 

宿 泊 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

昼 食 無料 50％ 100％ 

※受付時間外の変更・取消のご連絡は、翌営業日の受付扱いとさせていただきます。予めご了承ください。 

＜申込および問合先＞ 

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビルＬＢ階 

電話 03-3595-1121 Fax 03-3595-1119 【担当：波多野】 

受付時間：平日 9:30～17:30 土日祝日休業 



                    申込日：平成    年    月    日 
 

平成 25年度 全国社会福祉協議会 

暴力被害者支援スキルアップ講座 
 

平成 26 年 1 月 14 日（火）～15 日（水）開催 （定員 60 名） 
 

参加・宿泊・昼食・使用教材申込書 
 

 申込締切日 平成 26年 1月 6日（月）    

都道府県  施設名  

所 属 
該当に○印 

1.救護  ・  2.更生  ・  3.宿提  ・  4.宿泊所  ・  5.自立支援センター  ・  6.婦人保護 
 

7.婦人相談所  ・  8.旧法身障更生（ 内障 ・ 視覚 ・ 聴覚言語 ・ 肢体 ）  
 

9.母子生活支援施設  ・  10.児童養護施設   ・  11.保育所   ・  12.乳児院 
 

13.自立援助ホーム  ・  14.児童相談所  ・  15.障害福祉サービス事業  ・  16.社協 
 

17.行政  ・  18.その他（                      ） 

施設所在地 
 

参加券等の送付先

となります 

郵便番号 ※郵便番号･住所は正確にご記入ください。 

 

住 所 

電話 FAX 申込担当者          様 

 

 
フリガナ 性別 職 名 宿泊申込 

同室者氏名 
（ツインの場合） 

1/15 昼食 
(1,200円) 

教材の申込 
（あなたの歩み） 

（500円） 

教材の申込 
（活用ガイドブック） 

（500円） 

参加費（12,000 円） 

氏 名 年齢 現職の経験年数 申込記号 宿泊日（泊数） 宿泊・昼食・教材合計 

例 

トウキョウ タロウ 男 施設長 
A-2 1月  14 日より（ 1 泊） 東京 次郎 ○要  ・ 不要 ○要  ・ 不要 ○要  ・ 不要 

12,000 円 

東 京 太 郎 50   １０ 年 10,900 円 

1 

フリガナ 性別 職名 申込記号 

1月    日より（    泊） 

同室者氏名 

要 ・ 不要 要 ・ 不要 要 ・ 不要 

参加費 

円 

氏名 年齢 経験年数 

年 
宿泊･昼食・教材合計 

円 

2 

フリガナ 性別 職名 申込記号 

1月    日より（    泊） 

同室者氏名 

要 ・ 不要 要 ・ 不要 要 ・ 不要 

参加費 

円 

氏名 年齢 経験年数 

年 
宿泊･昼食・教材合計 

円 

備考欄 
費用総額 

円 

※申込締切日以降 1月上旬に参加券とともに振込依頼書を発送させていただきます。振込依頼書到着後費用総額をご送金ください。 
 

申込書送付先＞FAX03-3595-1119 （添書不要です） 名鉄観光サービス㈱新霞が関支店 担当 波多野 電話 03-3595-1121   

 変更・取消が生じた場合は本申込書を変更箇所がわかるよう訂正の上、再度 FAXにてお送りください        受付時間：平日 9：30～17：30 土日祝日休業 
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