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平成 28 年度富山型デイサービス職員研修会 実施計画 

 

第１回（入門編） 

(1) 日  程   平成 28 年６月 16 日（木）、30 日（木）、７月１日（金）の３日間 

(2) 会  場   サンシップとやま研修室 701 号室 

(3) 募集人員  ４０名 

(4) 受講資格 

①富山型デイ事業所に勤務する一般職員（雇用型訓練受講者、新規採用職員など） 

②富山型に転換する意向のある高齢者デイサービス事業所等の代表者・一般職員 

③介護支援専門員（ケアマネージャー） 

(5) 受 講 料  １，０００円 

 

【１日目】 

月	 	 日	 時	 	 間	 内	 	 	 容	 講	 	 	 師	 

9:00～	 受	 	 	 付	 

9:25～9:30	 

（５分）	 
挨拶・オリエンテーション	 富山県厚生企画課	 

9:30～9:55	 

（25 分）	 

ＤＶＤ「うちら、富山型デイサービスやちゃ！	 みんな

で生きる。」	 

10:00～11:30	 

（１時間 30 分）	 
富山型の現状と展望	 

このゆびとーまれ	 

惣万	 佳代子	 氏	 

11:30～12:30	 

（１時間）	 
休	 	 	 憩	 

12:30～14:50	 

（２時間 20 分）	 
肢体不自由の方の介助法	 

富山県作業療法士会	 

会長	 田村	 良子	 氏	 

６月 16 日（木）	 

15:00～16:30	 

（１時間 30 分）	 

富山型デイサービスが地域

に果たす役割	 

富山短期大学	 

福祉学科長	 関	 好博	 氏	 
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【２日目】 

9:00～10:30	 

（１時間 30 分）	 

障がい者を受け入れた富山

型デイならではの事例紹介	 

にぎやか	 

阪井	 由佳子	 氏	 

10:40～12:10	 

（１時間 30 分）	 

障がい児との関わりを通し

て	 

ふらっと	 

宮袋	 季美	 氏	 

12:10～13:10	 

（１時間）	 
休	 	 	 憩	 

13:10～14:50	 

（１時間 40 分）	 

認知症の人との関わり	 

（入門編）	 

しおんの家	 

山田	 和子	 氏	 

６月 30 日（木）	 

15:00～16:30	 

（１時間 30 分）	 

傾聴と共感のコミュニケー

ション	 

高岡市民病院	 

精神科長	 高野	 利明	 氏	 

 

【３日目】 

9:00～10:20	 

（１時間 20 分）	 
富山型デイにおける保育	 

わくわく小矢部	 

中西	 順子	 氏	 

にぎやか	 

江尻	 涼子	 氏	 

10:30～12:00	 

（１時間 30 分）	 
緊急時の対応	 

このゆびとーまれ	 

西村	 和美	 氏	 

12:00～13:00	 

（１時間）	 
休	 	 	 憩	 

７月１日（金）	 

13:00～16:30	 

（３時間 30 分）	 

富山型でともに働く	 

（意見交換・グループワーク） 	 

ひらすま	 

佐伯	 知華子	 氏	 

ありがた家	 

喜多	 聡美	 氏	 

わが家	 

島倉	 眞理子	 氏	 
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第２回（初級編） 

(1) 日  程   平成 28 年９月 28 日（水）、29 日（木）の２日間 

(2) 会  場   サンシップとやま研修室 701 号室 

(3) 募集人員  ４０名 

(4) 受講資格  富山型デイサービス事業所等に勤務する一般職員（若手職員など） 

(5) 受 講 料  １，０００円 

 

【１日目】 

月	 	 日	 時	 	 間	 内	 	 	 容	 講	 	 	 師	 

8:30～	 受	 	 	 付	 

8:55～9:00	 

（５分）	 
挨拶・オリエンテーション	 富山県厚生企画課	 

9:00～10:30	 

（１時間 30 分）	 
富山型の現状と展望	 

このゆびとーまれ	 

惣万	 佳代子	 氏	 

10:40～12:10	 

（１時間 30 分）	 

介護のためのコミュニケーショ

ン技術	 

富山短期大学	 

教授	 関	 好博	 氏	 

12:10～13:10	 

（１時間）	 
休	 	 	 憩	 

13:10～14:50	 

（１時間 40 分）	 

認知症の人との関わり	 

（初級編）	 

三寿苑	 

生駒	 裕子	 氏	 

９月 28 日（水）	 

15:00～16:30	 

（１時間 30 分）	 

傾聴と共感のコミュニケーショ

ン	 

高岡市民病院	 

精神科長	 高野	 利明	 氏	 

【２日目】 

9:00～10:30	 

（１時間 30 分）	 
緊急時の対応	 

このゆびとーまれ	 

西村	 和美	 氏	 

10:40～12:10	 

（１時間 30 分）	 
障がい児との関わりを通して	 

ふらっと	 

宮袋	 季美	 氏	 

12:10～13:10	 

（１時間）	 
休	 	 	 憩	 

13:10～14:00	 

（50 分）	 
富山型デイにおける保育	 

わくわく小矢部	 

中西	 順子	 氏	 

にぎやか	 

江尻	 涼子	 氏	 

９月 29 日（木）	 

14:00～16:30	 

（２時間 30 分）	 

一緒に考えたい事例に関するグ

ループワーク	 

まごころ	 

久津谷	 俊行	 氏	 

にぎやか	 

阪井	 由佳子	 氏	 

くわの里	 

野尻	 史佳子	 氏	 
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第３回（中級編） 

(1) 日  程   平成 28 年 11 月 29 日（火）、30 日（水）の２日間 

(2) 会  場   サンシップとやま研修室 701 号室 

(3) 募集人員  ４０名 

(4) 受講資格  富山型デイサービス事業所等に勤務する一般職員（中堅職員など） 

(5) 受 講 料  １，０００円 

 

【１日目】 

月	 	 日	 時	 	 間	 内	 	 	 容	 講	 	 	 師	 

8:30～	 受	 	 	 付	 

8:55～9:00	 

（５分）	 
挨拶・オリエンテーション	 富山県厚生企画課	 

9:00～10:30	 

（１時間 30 分）	 
富山型の現状と展望	 

このゆびとーまれ	 

惣万	 佳代子	 氏	 

10:40～12:20	 

（１時間 40 分）	 

認知症の人との関わり	 

（中級編）	 

しおんの家	 

山田	 和子	 氏	 

12:20～13:20	 

（１時間）	 
休	 	 	 憩	 

13:20～14:50	 

（１時間 30 分）	 
障がい児との関わりを通して	 

ふらっと	 

宮袋	 季美	 氏	 

11 月 29 日（火）	 

15:00～16:30	 

（１時間 30 分）	 
精神障がい者との関わり	 

にぎやか	 

阪井	 由佳子	 氏	 

 

【２日目】 

9:00～10:30	 

（１時間 30 分）	 

介護のためのコミュニケーショ

ン技術	 

富山短期大学	 

教授	 関	 好博	 氏	 

10:40～12:00	 

（１時間 20 分）	 
富山型デイにおける保育	 

わくわく小矢部	 

中西	 順子	 氏	 

にぎやか	 

江尻	 涼子	 氏	 

12:00～13:00	 

（１時間）	 
休	 	 	 憩	 

11 月 30 日（水）	 

13:00～16:30	 

（３時間 30 分）	 

一緒に考えたい事例に関するグ

ループワーク	 

わくわく小矢部	 

加藤	 邦子	 氏	 

ひらすま	 

佐伯	 知華子	 氏	 

春日の家	 

喜多	 晴樹	 氏	 

 


