
日数 定員
新 №27

高齢者施設初
任者研修

社会常識等、介護・福祉職員としての心構
えを有し、他者との良好な関係を築くため
の技術や知識を習得する。

高齢者の福祉、利用者)の尊厳、高齢者疾患
（高齢者特性）、認知症の理解、コミュニ
ケーションの重要性、政治・経済動向の重要
性

3年未満の職員

5月
9月

2 2 60 4 120 240

福祉総合研修センター 福祉総合研修セン
ター研修課

新 №28
高齢者施設中
堅職員研修

介護者として利用者の気持ちを理解し、専
門分野の法令に基づいて適切に対応できる
よう知識や技術を習得する。

コンプライアンスと関係法令、チームワー
ク・チームケア、対人援助技術、認知症の理
解（上級）

3年以上の職員

6月
10月

2 2 40 4 80 160

福祉総合研修センター
七尾サンライフプラザ

福祉総合研修セン
ター研修課

新 №29
高齢者施設
リーダー研修

介護者として様々な法的根拠を理解し、適
正に業務に取り組めるよう、指導的職員と
してのチーム実践の視点と技法を学びリー
ダーとしての自覚を促す。

施設リスクマネジメント、ファシリテーショ
ン、対人援助技術（スーパービジョン）

指導的職員

7月 1 2 30 2 30 60

福祉総合研修センター 福祉総合研修セン
ター研修課

№30
認知症介護実
践研修・実践
者研修

認知症高齢者の自立した生活を支援するた
めに求められる認知症介護の知識と技術を
習得し、介護現場で実践できる力を身につ
ける。

「認知症介護実践研修とは」｢認知症の医学
的理解｣ ｢認知症の方からのメッセージ｣ ｢
意思決定への支援と権利擁護｣ ｢認知症ケア
をひもとく｣「それぞれの関係をつなごう」｢
知っていますか？家族の思い｣ ｢あたりまえ
の暮らしを支援するためのアセスメントの視
点」｢創ろう認知症介護の理念｣「現場実習オ
リエンテーション」「実習課題の設定」｢実
習｣ ｢実習報告・まとめ｣

①または②の要件に該当
する者
①県内の介護保険施設・
事業所で認知症介護に携
わっている介護職員等
で、認知症介護の経験年
数が２年以上の者 ②地
域密着型サービス事業所
の指定基準において受講
が義務づけられている者

①5月30日～7月8日

②8月～9月
③11月～12月
④1月～2月

4 14 72 56 288 4032

県社会福祉会館
県社会福祉会館別館

長寿生きがい課

№31
認知症介護実
践研修・実践
リーダー研修

実践者研修で得られた知識・技術をさらに
深め、介護現場において効果的・効率的な
チームケアを担うことができる指導者を養
成する。

｢実践リーダーの役割と視点｣ ｢実践者研修の
振り返りとリーダーとして目指すもの｣ ｢家
族の理解とその支援｣｢地域の力を活用しよ
う」「働きやすい職場環境を考えよう」「生
活支援のためのチームづくり」「カンファレ
ンスの意義と目的」「認知症高齢者に関わる
法制度とリスクマネジメント｣「スーパービ
ジョンとコーチング」「利用者の望む暮らし
を理解する」「利用者の望む暮らしを高める
ために」「リーダーの役割」「チームの実践
力を高めよう」「実習｣｢実習報告・まとめ｣

①または②の要件に該当
する者
①県内の介護保険施設・
事業所で認知症介護に携
わっている介護職員等
で、認知症介護の経験年
数が５年以上の者 ②認
知症対応型共同生活介護
事業所の短期利用におい
て受講が義務づけられて
いる者

7月～8月 1 27 20 27 20 540

県社会福祉会館別館 長寿生きがい課

№32
認知症対応型
サービス事業
管理者研修

指定認知症対応型通所介護事業所、指定小
規模多機能型居宅介護事業所および指定認
知症対応型共同介護事業所の管理者(予定
者)に対し、管理する立場にある者として
必要な知識・技術の習得を図る。

｢地域密着型サービス基準について｣「管理者
の実際の役割」｢介護従事者に対する労務管
理について｣「アセスメントとケアプランの
基本的考え方」「第三者評価の実施につい
て」「高齢者の権利擁護と身体的拘束につい
て」

地域密着型サービス事業
所の管理者（予定者）

①10月
②1月

2 2 40 4 80 160

県社会福祉会館別館 長寿生きがい課

№33
認知症対応型
サービス事業
開設者研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所および
指定認知症対応型共同介護事業所の代表者
(予定者)に対し、認知症介護に関する基本
的な知識および認知症対応型サービス事業
の運営に必要な知識の習得を図る。

｢認知症の基本的理解とケアのあり方｣ ｢地域
密着型サービス基準について｣ ｢地域密着型
サービスの取組について｣「認知症高齢者を
支えるために」｢現場体験｣

地域密着型サービス事業
所の代表者(予定者)

1月～2月 1 2 30 2 30 60

県社会福祉会館別館 長寿生きがい課

区分 研修名 研修目的 主な内容 延日数 計画人員 延人数 会　　場

【問合せ先電話番号】
　福祉総合研修センター研修課　076-221-1833　長寿生きがい課　076-258-3135

平成28年度

参加対象 開催期日 担当課・センター回数
１回当たり

老
人
福
祉
研
修



日数 定員
№34
施設サービス
計画策定研修

施設サービス計画策定の考え方と目的、意
義について学ぶ。

施設サービス計画の目的･意義、アセスメン
トの視点、施設サービス計画の作成方法、経
過記録とモニタリングの視点

特別養護老人ホーム等の
計画担当職員等

9月 1 2 50 2 50 100

福祉総合研修センター 福祉総合研修セン
ター研修課

№35
老人施設栄養
士・調理員研
修

老人施設における栄養士・調理員の役割を
確認するとともに、施設における食生活の
充実を図る。

高齢者の栄養管理、おいしく楽しく安全な介
護食、コミュニケーションスキル

養護老人ホーム、特別養
護老人ホーム、軽費老人
ホームの栄養士・調理員 8月 1 1 36 1 36 36

金沢市農業センター 福祉総合研修セン
ター研修課

№36
老人施設財務
研修

老人施設をめぐる経営状況の把握や財務諸
表の見方、会計処理のポイントについて学
ぶ。

会計処理、財務分析等 県老人福祉施設協議会会
員施設の理事長、施設
長、事務長、事務員 未定 1 1 50 1 50 50

福祉総合研修センター 施設振興課

№37
老人施設職員
研究会議

利用者から信頼され選ばれる、質の高い
サービスの提供を目指し、職員の資質・専
門性の向上を図る。

講義、実践研究発表等 県老人福祉施設協議会会
員施設の役職員

未定 1 2 150 2 150 300

福祉総合研修センター 施設振興課

№38
県老施協施設
長・事務長等
研修

これからの老人福祉施設経営と利用者サー
ビスの質の向上について、模索するととも
に、地域での福祉サービスの展開や老人福
祉施設の役割について研究する。

人材確保・人材育成、施設経営などについて 県老施協会員施設の施設
長・事務長等

3月上旬 1 1 80 1 80 80

福祉総合研修センター 施設振興課

 №39
県老施協介護
力向上講習会
（石川分校）

介護保険制度の基本理念のひとつである
「自立支援」を実現するため科学的介護の
理論と実践を学ぶ。

①認知症ケア理論②身体的自立支援の基礎と
理論認知症タイプ判例③事例検討-認知症ケ
ア④おむつゼロのまとめ　常食化理論⑤事例
検討-常食化⑥事例検討-常食化（２年１コー
スとする、今年度は2年目のカリキュラム）

県老施協会員施設の特養
の職員等
H27年度受講者（施設）

①5月10日
②7月11日
③9月27日
④12月6日
⑤1月31日
⑥3月29日

6 1 50 6 300 300

福祉総合研修センター 施設振興課

№40
デイサービス
センター職員
研修

県デイサービスセンター協議会会員施設の
職員に対し、必要な専門的知識および技術
の修得を目的に研修を行い、質の高いサー
ビスの提供を目指す。

未定 県デイサービスセンター
協議会会員施設の職員

未定 2 1 50 2 100 100

福祉総合研修センター 施設振興課

№41
デイサービス
センター・セ
ンター長等研
修

県デイサービスセンター協議会会員施設の
職員に対し、必要な専門的知識および技術
の修得を目的に研修を行い、質の高いサー
ビスの提供を目指す。

未定 県デイサービスセンター
協議会会員施設のセン
ター長等 3月上旬 1 1 50 1 50 50

福祉総合研修センター 施設振興課

№42
県地域包括・
在介協セン
ター長等研修

高齢者を取り巻く社会的情勢の変化と地域
包括支援センター及び在宅介護支援セン
ターの役割を考える。

未定 県地域包括・在介協セン
ター協議会会員施設のセ
ンター長等 6月 1 1 30 1 30 30

福祉総合研修センター 施設振興課

№43
県地域包括・
在介協職員研
修

県地域包括・在宅介護支援センター協議会
会員施設の職員に対し、必要な専門的知識
および技術の修得を目的に研修を行なう。

未定 県地域包括・在介協セン
ター協議会会員施設職員

未定 1 1 30 1 30 30

福祉総合研修センター 施設振興課

№44
介護支援専門
員実務研修

介護支援専門員として必要な知識、技能を
有する介護支援専門員の養成を図る。

①介護保険制度の理念・現状及びケアマネジ
メント、②自立支援のためのケアマネジメン
トの基本、③相談援助の専門職としての基本
姿勢及び相談援助後術の基礎、④人格の尊重
及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理、
⑤利用者、多くの種類の専門職等への説明及
び合意、⑥ケアマネジメントのプロセス　等

介護支援専門員実務研修
受講試験に合格した者

12月～3月 3 15 90 45 270 4050

県社会福祉会館
七尾サンライフプラザ
等

福祉総合研修セン
ター研修課

平成28年度

担当課・センター

【問合せ先電話番号】
　福祉総合研修センター研修課　076-221-1833　　施設振興課　076-224-1211

区分 研修名 研修目的 主な内容 参加対象 開催期日 延日数 計画人員 延人数 会　　場回数
１回当たり

老

人

福

祉

研

修



日数 定員
№45
介護支援専門
員更新研修Ｂ
（未経験者・
再研修）

介護支援専門員として実務についていない
者又は、実務から離れている者が、実務に
つく際に介護支援専門員として必要な知
識、技能の再習得を図る。

①介護保険制度の理念・現状及びケアマネジ
メント、②自立支援のためのケアマネジメン
トの基本、③人格の尊重及び権利擁護並びに
介護支援専門員の倫理、④介護支援専門員に
求められるマネジメント（チームマネジメン
ト）等

・介護支援専門員証の有
効期間が平成29年3月まで
で、介護支援専門員とし
て実務に従事した経験を
有しない者
・介護支援専門員証の有
効期間失効後に再交付を
希望する者

12月～2月 1 10 90 10 90 900

県社会福祉会館等 福祉総合研修セン
ター研修課

№46
介護支援専門
員専門研修
専門課程Ⅰ
（更新研修
Ａ）

現任の介護支援専門員(介護支援専門員証
の更新をしようとする者)に対して、一定
の実務経験をもとに、必要に応じた専門知
識、技能の習得を図ることにより、その専
門性を高め、もって介護支援専門員の資質
向上を図る。

①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
現状、②対人個別援助技術及び地域援助技
術、③ケアマネジメントの実践における倫
理、④ケアマネジメントに必要な医療との連
携及び多職種協働の実践、⑤個人での学習及
び介護支援専門員相互間の学習、⑥ケアマネ
ジメントにおける実践の振り返り及び課題の
設定、⑦ケアマネジメントの演習（リハビリ
テーション及び福祉用具の活用に関する事
例、看取り等における看護サービスの活用に
関する事例等）、⑧研修全体を振り返っての
意見交換、講評及びネットワーク作り

・現任の介護支援専門員
で、就業後1年以上の者
・(更新)介護支援専門員
証の有効期間が平成29年3
月までの現任の介護支援
専門員又は実務経験を有
する者

6月～7月 2 9 100 18 200 1800

県社会福祉会館
七尾サンライフプラザ
等

福祉総合研修セン
ター研修課

№47
介護支援専門
員専門研修
専門課程Ⅱ
（更新研修
Ａ）

現任の介護支援専門員(介護支援専門員証
の更新をしようとする者)に対して、一定
の実務経験をもとに、必要に応じた専門知
識、技能の習得を図ることにより、その専
門性を高め、もって介護支援専門員の資質
向上を図る。

①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
今後の展開、②ケアマネジメントにおける実
践事例の研究及び発表（リハビリテーション
及び福祉用具の活用に関する事例、看取り等
における看護サービスの活用に関する事例
等）

・現任の介護支援専門員
で、就業後3年以上の者
・(更新)介護支援専門員
証の有効期間が平成29年3
月までの現任の介護支援
専門員又は実務経験を有
する者

8月～9月(2回)
11月～12月(2回)

4 4 100 16 400 1600

県社会福祉会館等 福祉総合研修セン
ター研修課

№48
主任介護支援
専門員研修

主任介護支援専門員として介護保険サービ
スや他の保健・医療・福祉サービスを提供
する者との連絡調整、他の介護支援専門員
に対する助言・指導などケアマネジメント
が適正かつ円滑に提供されるために必要な
業務に関する知識及び技術を取得する。

①主任介護支援専門員の役割と視点、②ケア
マネジメントの実践における倫理的な課題に
対する支援、③ターミナルケア、④人材育成
及び業務管理、⑤運営管理におけるリスクマ
ネジメント、⑥地域援助技術、⑦ケアマネジ
メントに必要な医療との連携及び多職種協働
の実現、⑧対人援助者監督指導、⑨個別事例
を通じた介護支援専門員に対する指導・支援
の展開

介護支援専門員専門研修
Ⅰ及びⅡを修了した者
で、
①専任の介護支援専門員
として従事した期間が通
算5年以上の者
②ケアマネジメントリー
ダー養成研修の修了者で
専任の介護支援専門員と
して従事した期間が通算3
年以上の者
③主任介護支援専門員に
準ずる者として､現に地域
包括支援センターに配置
されている者 等

9月～12月 1 12 70 12 70 840

県社会福祉会館
福祉総合研修センター

福祉総合研修セン
ター研修課

新 №49
主任介護支援
専門員更新研
修

主任介護支援専門員に対して、主任介護支
援専門員研修修了証明書の有効期限の更新
時に併せて、研修の受講を課すことによ
り、継続的な資質向上を図るための定期的
な研修受講の機会を確保し、主任介護支援
専門員の役割を果たして行くために必要な
能力の保持・向上を図る。

①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
動向、②主任介護支援専門員としての実践の
振り返りと指導及び支援の実践（リハビリ
テーション及び福祉用具の活用に関する事
例、看取り等における看護サービスの活用に
関する事例等）

主任介護支援専門員研修
修了証明書の有効期間が
おおむね２年以内に満了
する者で、①介護支援専
門員に係る研修の企画、
講師やファシリテーター
の経験がある者
②地域包括支援センター
や職能団体等が開催する
法定外の研修等に年４回
以上参加した者　等

9月～11月 1 8 100 8 100 800

県社会福祉会館
福祉総合研修センター
等

福祉総合研修セン
ター研修課

№50
小規模多機能
型サービス等
計画作成担当
者研修

小規模多機能型居宅介護事業所において利
用者および事業の特性を踏まえた小規模多
機能型居宅介護事業計画を作成するために
必要な知識・技術の習得を図る。

「行政説明」｢総論・小規模多機能ケアの視
点｣ ｢地域生活支援｣ ｢ケアマネジメント論｣
｢居宅介護支援計画作成の実際｣ ｢チームケア
について」

小規模多機能型居宅介護
事業所の計画作成担当者
または計画作成担当者に
なることが予定されてい
る介護支援専門員

①10月
②3月

2 2 20 4 40 80

県社会福祉会館別館 長寿生きがい課

№51
生活支援コー
ディネーター
養成研修

地域包括ケアの着実な推進のため、市町村
で配置を予定している生活支援・介護予防
の基盤整備を進める「生活支援コーディ
ネーター」に対して研修を実施し、必要な
知識・技量の修得を支援する。

講義（コーディネーターの役割等）、実践発
表、事例検討

行政に配置される生活支
援コーディネーター

10月 1 2 60 2 60 120

未定 地域福祉課

平成28年度 【問合せ先電話番号】
　福祉総合研修センター研修課　076-221-1833　　地域福祉課　076-224-1212
　長寿生きがい課　076-258-3135

区分 研修名 研修目的 主な内容 参加対象 開催期日 担当課・センター回数
１回当たり

延日数 計画人員 延人数 会　　場

老

人

福

祉

研

修


