
研修会・講習会・会議 期間　：　H31.4.1～R2.3.31まで（外部）

月/日(曜)  ～ 月/日(曜)行事等の名称 参加数 行事等の内容 地域 場所

4/20(土)認知症サポーター養成講座 1 養成講座 講師依頼：作山幸雄 役場

4/25(木)ケアセンター南昌研修会 1 医療・介護現場におけるグリーフケアの必要性 矢巾町 ケアセンター南昌

4/25(木)認定職業訓練の実施について 1 4/26(金) 技能実習制度による実習（ﾄｰﾙウネンバト対象） 盛岡市 北日本医療福祉

5/29(水)第1回多職種対象研修会 1 訪問サービス事業者の駐車ルール等 盛岡市 アイーナ

5/30(木)岩手県地域包括支援センター職員初任者研修 1 5/31(金) 新任１年以内の職員研修 盛岡市 県水産会館

6/4(火)リスクマネジメント講座 1 福祉職員リスクマネジメント知識、技術習得 盛岡市 ホテルニューカリーナ

6/6(木)岩手県認知症キャラバン・メイト養成研修 1 所定研修 盛岡市 アイーナ

6/11(火)認知症サポーター養成講座 1 養成講座 講師依頼：作山幸雄 紫波町 あづまね温泉ききょう荘

6/11(火)福祉用具展示・説明会 聞こえ勉強会 7 福祉用具展示と説明 盛岡市 勤労者共同福祉センター

6/17(月)平成31年度地域包括・在宅介護支援センター職員研修会 1 地域包括支援センターの役割等 盛岡市 ふれあいランド岩手

6/19(水)虐待防止研修会 1 虐待防止の知識・技術の修得（基礎編、応用編） 盛岡市 アイーナ

6/25(火)外国人雇用に関する事業主向け説明会 1 新たな外国人材の受入について 盛岡市 アイーナ

7/1(月)全国老施協 経営戦略セミナー 1 新たな処遇改善を活かす等 東京 TFTビル研修・会議室

7/11(木)パートタイム・有期雇用労働法説明会 1 労働基準法改正等 盛岡市 県高校教育会館

7/12(金)第1回医療介護連携研修会 3 入退院支援、日常の療養支援及び看取り等 矢巾町 南昌ホール

7/16(火)認知症サポーター養成講座 1 養成講座 講師依頼：作山幸雄 紫波町 稲藤第一公民館

7/17(水)社会福祉法人経営セミナー【前期】 2 講義：令和時代のビジョンを描く、社会福祉法人経営 盛岡市 ホテル東日本

7/19(金)中央ブロック第1回看護部会 2 「高齢者の皮膚の日常ケア」 盛岡市 特養ホーム第二松園ハイツ

7/25(木)介護職員等特定処遇改善加算等に係る説明会 2 介護職員等特定処遇改善加算等に係る説明（厚労省より） 盛岡市 キャラホール

7/29(月)紫波町総合介護サポーター養成講座（講師） 1 養成講座 講師依頼：作山幸雄 紫波町 福祉センター

7/30(火)認知症サポーター養成講座 1 養成講座 講師依頼：作山幸雄 紫波町 紫波環境株式会社

7/31(水)介護ロボット導入研修会 1 介護ロボット導入補助等 盛岡市 マリオス

8/5(月)平成31年度岩手県認知症対応型サービス事業開設者研修 1 2日目現場研修あり 盛岡市 岩手県福祉総合相談センター

8/19(月)岩手県高齢者福祉研究会 1 WEB防災マップ、QOL向上に資するケアの実践ほか 盛岡市 ホテルメトロポリタン

8/20(火)紫波郡地域リハビリテーション研修会 2 「知っていますか？リハビリテーション専門職！」 矢巾町 ケアセンター南昌
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月/日(曜)  ～ 月/日(曜)行事等の名称 参加数 行事等の内容 地域 場所

9/2(月)H31年度岩手県認知症介護実践者研修 1 9/6(金) 9/2～9/6研修 → 4週間自施設実習→10/11まとめ研修 盛岡市勤労福祉会館

9/4(水)中央ブロック高齢協 第1回事務部会 1 働き方改革の事例とIT活用について 盛岡市 アイーナ

9/5(木)東北ブロック老人福祉施設研究会 1 9/6(金) 豊かな地域福祉を育むため 仙台市 江陽グランドホテル

9/6(金)地域生活定着支援研修会 1 官民協働連携支援ﾈｯﾄﾜｰｸの構築に向けて 盛岡市 アイーナ

9/10(火)社会福祉従事者リーダー職員研修会 1 9/11(水) 福祉施設のリーダー職員としての基本的役割ほか 滝沢市 産業文化センターアピオ

9/17(火)岩手県権利擁護地域研修会 1 9/20(金) 権利擁護、ほか 盛岡市 アイーナ

9/18(水)紫波郡地域包括ケア・医療介護連携支援研修会 2 アドバンス・ケア・プランニングと意思決定支援、ほか 矢巾町 ケアセンター南昌

9/20(金)特定給食施設等研修会 1 地域包括システムにおける栄養・食生活支援体制、ほか 盛岡市 勤労福祉会館

9/26(木)2019国際福祉機器展 1 最新の福祉機器 東京 東京ビックサイト

9/27(金)障がい者雇用関係情報交換会及び障がい者就職相談会 2 障がい者雇用情報交換会のみ出席 盛岡市 盛岡グランドホテル

10/8(火)ＯＪＴ研修～職場で取り組む人材育成～ 1 これからの福祉人材の在り方等 盛岡市 アイーナ

10/11(金)中央ブロック第１回生活相談員・ケアマネ部会職員研究会 1 福祉ｻｰﾋﾞｽ法律上のリスクマネジメント 滝沢市 ビックルーフ滝沢

10/11(金)口腔ケア従事者研修会 1 高齢者施設における口腔ケア、ほか 盛岡市 エスポワールいわて

10/11(金)岩手県認知症介護実践者研修（まとめ研修） 1 所定研修 盛岡市 勤労福祉会館

10/12(土)第21回日本認知症グループホーム全国大会 2 10/13(日) 地域共生社会におけるグループホームの役割、ほか 青森市 リンクステーションホール

10/15(火)北海道・東北ブロック社会福祉法人経営者協議会 3 10/16(水) 社会福祉法人をめぐる情勢と経営協の取り組み、ほか 盛岡市 盛岡ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ

10/15(火)認知症対応型サービス事業開設者研修現場体験 1 グループホーム事業開設者所定研修 矢巾町 グループホーム太陽荘

10/16(水)オレンジセーフティネット（徘徊者捜索ｼｽﾃﾑ）導入説明会 2 オレンジセーフティネットの概要、使用方法 紫波町 役場

10/17(木)矢巾町等ケアマネサービス事業所合同連絡会 3 リハビリテーション研修会 矢巾町 ケアセンター南昌

10/17(木)主任介護支援専門員研修の指導者派遣 1 講師の派遣依頼 盛岡市 勤労福祉会館

10/18(金)中央ブロック高齢協新任職員研究会 1 アンガーマネジメントはコミニケションスキル、他 盛岡市 ホテルメトロポリタン

10/21(月)岩手県高齢者権利擁護推進員養成研修 1 所定研修 盛岡市 マリオス

10/23(水)岩手県高齢者権利擁護推進員養成研修(施設見学） 1 権利擁護推進員養成に係る研修、ほか 盛岡市 市内施設

10/23(水)紫波郡医療介護多職種連携研修会 6 認知症対応力向上研修、情報交換 紫波町 オガール

10/24(木)いわて地域密着型サービス協会 岩手・盛岡定例会 1 講演：地域に蒔く「幸せ」の種 滝沢市 滝沢市ふるさと交流館

10/25(金)感染症及び食中毒予防対策研修会 1 感染症・食中毒予防対策について 盛岡市 アイーナ

11/6(水)岩手県高齢者権利擁護推進員養成研修（施設見学） 1 権利擁護推進員養成に係る研修（施設見学） 矢巾町 グループホーム太陽荘

11/11(月)ケアマネ支援センター相談事例研修、意見交換会 1 盛岡市 ふれあいランド岩手ｹｱﾏﾈ支援センター相談事例の内容、ほか
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月/日(曜)  ～ 月/日(曜)行事等の名称 参加数 行事等の内容 地域 場所

11/12(火)第8回矢巾町等ケアマネ事業所合同連絡会 1 定例会議、福祉まつりの活動報告等 矢巾町 ケアセンター南昌

11/14(木)東北ブロック地域包括・在宅介護支援センター職員研修会 1 11/15(金) 地域共生社会の実現に向けた地域包括支援センターの役割 青森市 ホテル青森

11/15(金)中央ブロック高齢協事務研究会 2 経営者・管理者が変える介護の現場 盛岡市 ホテルメトロポリタン

11/16(土)生活困窮者支援研修会 1 講義「生活困窮者支援における福祉専門職への期待」 盛岡市 マリオス

11/19(火)㈱サンメディカル研修会 1 これからの介護保険、認知症について、ほか 滝沢市 ビックルーフ滝沢

11/19(火)岩手県高齢者権利擁護推進員養成研修 1 権利擁護推進員養成に係る研修、ほか 盛岡市 マリオス

11/20(水)中央ブロック高齢協 第1回給食研究会 1 厨房での時短調理と最新技術凍結含浸法の習得 盛岡市 HOSHIZAKIキッチンスタジオ

11/20(水)令和元年度第２回ケアマネ学習会 6 アマネ学習、事例検討等 紫波町 オガール

11/20(水)認知症サポーター養成講座 1 養成講座 講師依頼：作山幸雄 紫波町 稲藤第一公民館

11/21(木)在宅療養・多職種連携実践セミナー 1 口腔ケア、摂食嚥下リハ等 矢巾町 ケアセンター南昌

11/22(金)働き方改革研修（富士ゼロックス岩手㈱） 1 働き方改革 盛岡市 富士ゼロックス岩手㈱

11/26(火)難病患者支援従事者研修会 1 岩手県における難病対策について 盛岡市 盛岡市保健所

11/26(火)岩手県介護支援専門員研修講師等研修会 1 各研修課程における研修会のポイント 盛岡市 勤労福祉会館

11/27(水)岩手県自立支援型地域ケア個別会議多職種連携推進研修会 1 自立支援型地域ケア個別会議の推進に向けて 盛岡市 県高校教育会館

11/29(金)岩手県地域包括ケア研修会 1 地域ネットワークづくり 盛岡市 県高校教育会館

12/5(木)介護保険サービス事業所集団指導 3 平成30年度実地指導結果及び主な指導内容、ほか 盛岡市 勤労福祉会館

12/5(木)福祉用具実務者研修会 1 福祉用を用いた起居・座位移乗・リフトを使った移乗方法 盛岡市 高齢者総合支援センター

12/11(水)地域包括・在宅介護支援センター職員研修会 2 在宅医療の現状と介護支援専門員との連携等 滝沢市 ビックルーフ滝沢

12/12(木)安全運転管理者講習 1 所定講習会 盛岡市 勤労者共同福祉センター

12/12(木)社会福祉法人経営セミナー【後期】 1 経営者が主導する働き方改革と人材確保等 盛岡市 アートホテル盛岡

12/12(木)介護支援専門員実務研修実習指導者向け研修会 1 実習受入事業所の留意事項の説明等 盛岡市 県水産会館

12/12(木)第9回矢巾町等ケアマネ事業所合同連絡会 1 事例検討会「グループワーク」 矢巾町 ケアセンター南昌

12/17(火)岩手県外国人介護人材セミナー 1 外国人介護人材に関する制度や受入れ事例紹介 盛岡市 アイーナ

12/19(木)岩手県高齢者権利擁護推進員養成研修 1 権利擁護推進員養成に係る研修、ほか 盛岡市 マリオス

12/19(木)岩手県地域包括ケア研修会 1 自立支援型ケアマネジメント＆地域ケア会議 盛岡市 県高校教育会館

1/17(金)医療連携「れんけい支援セット」配布説明会 1 医療連携「れんけい支援セット」配布の説明 矢巾町 ｹｱｾﾝﾀｰ南昌

1/23(木)職員面談等 7 1/24(金) 講演会、各分科会（6分科会） 盛岡市 ホテル紫苑

1/29(水)社福法人の経営強化 働き方改革等 1 社福法人の経営強化 働き方改革等 盛岡市 アートホテル
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月/日(曜)  ～ 月/日(曜)行事等の名称 参加数 行事等の内容 地域 場所

2/3(月)ゲートキーパー養成講座 1 講義と実技 矢巾町 ｹｱｾﾝﾀｰ南昌

2/3(月)全国老施協トップセミナー 1 令和3年度介護報酬改定等 東京 ホテルニューオータニ

2/7(金)地域福祉推進ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 1 地域における公益的な取組 盛岡市 ホテルニューカリーナ

2/7(金)パワハラ対策等法律説明会 1 パワハラ対策の新設及び女性活躍推進法の改正 盛岡市 マリオス

2/10(月)自立支援型地域ケア会議活用フォーラム 1 取組み状況報告 盛岡市 岩手県水産会館

2/13(木)岩手県地域包括ケア研修会 1 認知症ケア最前線 盛岡市 岩手県高校教育会館

2/14(金)第2回医療介護連携研修会 2 定例会議 矢巾町 ケアセンター南昌

2/21(金)中央ブロック高齢協通常総会及び施設⾧研修会 1 事業報告、事業計画 盛岡市 ホテルニューウイング

3/3(火)社会福祉法人経営者協議会総会・管理者セミナー 1 総会、管理者セミナー 盛岡市 ふれいあいランド岩手

3/13(金)岩手県地域包括ケア研修会 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務伝達研修編） 盛岡市 岩手県高校教育会館

3/15(日)ACPサポーター養成研修会（中止） 1 わたしの生きるノート 盛岡市 岩手医科大
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