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平成 25年度 市町村保健師管理者能力育成研修事業 

実 施 要 綱 
 

Ⅰ. 研修の目的と目標 

目的 

 地域住民の健康の保持・増進に貢献するため、市町村における保健師管理者として求められる 

 能力や果たすべき役割を理解し、効果的な保健師活動を展開するための資質の向上を図る。 

目標 

 （1）我が国における地域保健の動向について理解する。 

 （2）市町村保健師管理者に求められる政策形成能力について理解する。 

 （3）人材育成において期待される市町村保健師管理者の役割について理解する。 

 

Ⅱ．研修会の開催日と内容 

 本研修会は事前学習としての遠隔講座、及び全国５ブロックで各 2 日間の集合研修を開催する。 

 各開催地の研修会日程と会場は、下記の通りとする。 

 

（1）開催地日程と会場 

各ブロック 

開催地 
日程 会場 

関東・甲信越 

東京 

平成 26年 

2月 5日（水） 12：30～受付 13：00～17：30 

2月 6日（木） 9：00～受付  9：20～16：50 

渋谷 

TKP渋谷カンファレンスセンター 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-17-3 渋谷東宝ビル 

東海・北陸 

愛知 

平成 26年 

2月 17日（月） 12：30～受付 13：00～17：30 

2月 18日（火） 9：00～受付  9：20～16：50 

名古屋 

TKP名古屋栄カンファレンスセンター 

〒460-0008 愛知県名古屋市栄 3-2-3  

名古屋日興證券ビル B2F/7F 

近畿・中国・四国 

大阪 

平成 26年 

2月 20日（木） 12：30～受付 13：00～17：30 

2月 21日（金） 9：00～受付  9：20～16：50 

新大阪 

TKP新大阪ビジネスセンター 

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 5-13-9  

新大阪MTビル 

九州・沖縄 

福岡 

平成 26年 

2月 24日（月） 12：30～受付 13：00～17：30 

2月 25日（火） 9：00～受付  9：20～16：50 

博多 

TKPガーデンシティ博多アネックス 

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-11-18  

ホテルサンライン福岡博多駅前 2F 

北海道・東北 

宮城 

平成 26年 

2月 27日（木） 12：30～受付 13：00～17：30 

2月 28日（金） 9：00～受付  9：20～16：50 

仙台 

TKP仙台カンファレンスセンター 

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-3 

ソララガーデンオフィス 2F/3F/4F 

 

 

参考資料６ 
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（2）研修科目と時間配分 

 ■遠隔講座による事前学習 

 本研修会は、遠隔講座による事前学習を行った上で受講することを前提とする。 

 

 

 ■集合研修 １日目 

 

 

 

時間 講義名・内容 予定講師 ねらい 

30分 
市町村保健師管理者能力育成研修のねら

いと地域保健を巡る国の動向 

厚生労働省保健指

導室 

本研修会の趣旨と国の地域保健に関する

動向を理解する。 

60分 
市町村における保健活動および 

保健師管理者の動向・課題 
外部講師 

市町村保健活動の現状・課題と保健師管

理者に期待される能力・役割について理

解する。 

30分 
事前課題の概要および取り組み方法と研修

当日のグループワークへの繋がりについて 

国立保健医療 

科学院 

事前課題の取り組み方法や、研修当日の

講義・グループワークへの発展方法につ

いて説明し、その意図を理解する。 

時間 講義名・内容 予定講師 ねらい 

12:30 ～ 13:00 受付 

13:00 ～ 13:15 オリエンテーション 
事務局 

（医療ネットワーク支援センター） 
プログラム説明・会場案内等 

13:15 ～ 14:00 
市町村保健師管理者能力 

育成研修のねらいと 

地域保健を巡る国の動向 

厚生労働省 

保健指導室 

本研修会の趣旨と国の地域保健

に関する動向を理解する。 

14:00 ～ 15:45 
保健師管理者として必要 

な政策形成能力 

外部講師 

 

保健師が現場で得た地域のニー

ズ・課題を把握し、行政職員として

政策形成していく際に求められる

役割と必要な能力について理解

する。 

15:45 ～ 16:00 休憩 

16:00 ～ 17:30 
ソーシャルキャピタルの 

推進に求められる保健師 

の役割 

外部講師 

ソーシャルキャピタルを醸成してい

く上で保健師が果たすべき役割と

管理者として必要な視点や知識、

能力を理解する。 
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 ■集合研修 ２日目 

 

 

Ⅲ．事前課題について 

 ※研修参加決定者は、人材育成に関する事前課題を提出してください。 

 ※詳細・様式等は、受講決定通知と共に後日通知いたします。 

 

Ⅳ．その他 

 ※会場の詳細については、受講決定通知と共に後日通知いたします。 

 ※受講申し込みは別添募集要項をご参照ください。 

 

時間 講義名・内容 予定講師 ねらい 

9:00 ～ 9:20 受付 

9:20 ～ 10:50 

保健師管理者の役割 

～現場での実践事例から

～ 

事例発表：市町村保健師 

 

コーディネーター：国立保

健医療科学院 

管理的な立場の保健師として果

たしている役割を事例を通して学

び、自身の所属する自治体にお

ける活動を振り返る。 

10:50 ～ 11:00 休憩 

11:00 ～ 12:00 
人材育成推進に期待され

る保健師管理者の役割 
国立保健医療科学院 

組織内保健師の人材育成におけ

る管理者の役割と、必要な知識を

理解する。 

12:00 ～ 13:00 昼食 

13:00 ～ 16:30 

グループワーク 

テーマ：人材育成推進の

ための管理者の役割 

国立保健医療科学院 

人材育成に係る現状と課題の共

有を図り、保健師管理者が担うべ

き役割について考える。 

16:30 ～ 16:50 アンケート記入・修了式 

【問い合わせ先】 

本研修事業運営委託団体 

特定非営利活動法人 医療ネットワーク支援センター 研修運営事務局 

担当／清水、山岸 

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-12-1-302 

TEL：03-6438-2852 FAX：03-6438-2851 

e-mail：info@medical-bank.org 

 研修会専用サイト http://www.medical-bank.org/hokenshi25/ 
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1. 研修の目的と目標 

目的 

 地域住民の健康の保持・増進に貢献するため、市町村における保健師管理者として求められる 

 能力や果たすべき役割を理解し、効果的な保健師活動を展開するための資質の向上を図る。 

目標 

 （1）我が国における地域保健の動向について理解する。 

 （2）市町村保健師管理者に求められる政策形成能力について理解する。 

 （3）人材育成において期待される市町村保健師管理者の役割について理解する。 

 

2. 研修実施期間 

  ・事前学習としての遠隔講義：平成 26年 1月 10日開始 

   専用サイト（http://www.medical-bank.org/hokenshi25/）にて配信いたします。 

  ・集合研修：平成 26年 2月 5日～2月 28日（5ブロック各 2日間） 

 

3. 研修内容 

  「平成 25年度 市町村保健師管理者能力育成研修事業 実施要網」をご参照ください。 

 

4. 定員 

  各ブロック 100名 

  ※ただし、応募者が定員を上回った場合には、抽選で受講生を決定します。 

 

5. 応募資格 

  （1）保健師として市区町村（保健所設置市及び特別区を含む）に勤務しており、管理的立場にある者。 

    または、それに準ずる者。 

  （2）以下の要件を満たしていること 

   ・事前の遠隔講義受講および、集合研修に全日程参加できること。 

   ・事前課題の提出ができること。 

 

6. 費用 

  受講料は無料です。なお、交通や宿泊等に係る経費は自己負担とします。 

 

7. 応募方法 

  別紙「応募用紙」に必要事項をご記入の上、以下①～③いずれかの方法で 「特定非営利活動法人 

  医療ネットワーク支援センター 研修運営事務局」宛てにご応募ください。 

    ①メールにて送付 

     ＜メール送付先＞ info@medical-bank.org（応募用紙は下記③専用サイトからもダウンロード可能です。） 

    ②FAXにて送付 

     ＜FAX送付先＞ 03-6438-2851 （特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター 研修運営事務局） 

平成 25年度 市町村保健師管理者能力育成研修事業 

 募 集 要 項 
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    ③専用サイトの「応募フォーム」から送信 

     ＜専用サイト＞ http://www.medical-bank.org/hokenshi25/ に応募フォームがあります。 

      必要事項をご記入の上、送信ください。 

 

8．応募期限 

  平成２５年１２月２０日（金）１７：００ 締め切り厳守 

 

9. 受講決定について 

  受講の可否については、特定非営利活動法人 医療ネットワーク支援センターが文書で通知します。 

  受講決定通知は１２月下旬から１月上旬の発送を予定しています。 

  ※上記の受講決定通知と共に、事前学習としての遠隔講義受講方法、会場詳細等もお送りします。 

  ※遠隔講義は専用サイトにて配信いたします。 

 

※個人情報の取り扱いについて 

応募にあたってお送りいただいた個人情報は適切に管理の上、本研修の選考結果通知、受講決定通知の送

付および研修運営に係る連絡事項のみに使用いたします。 

 

【問い合わせ先】 

本研修事業運営委託団体 

特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター 研修運営事務局 

担当／清水、山岸 

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-12-1-302 

TEL：03-6438-2852 FAX：03-6438-2851 

e-mail：info@medical-bank.org 

 研修会専用サイト http://www.medical-bank.org/hokenshi25/  


