平成 30 年度山口県障害者虐待防止・権利擁護研修 開催要項

①障害者福祉施設等設置者・管理者研修コース
②虐待防止マネージャー養成研修コース
１ 研修の概要・目的
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の趣旨を理解するとともに、虐待を
発生させる要因の理解や防止のための仕組みづくり等を学び、法の円滑施行を図ることを目的とする。

２ 主催者
山口県・一般社団法人山口県社会福祉士会

３ 研修コース並びに受講対象者・定員及び研修日程・会場
① 障害者福祉施設等設置者・管理者研修コース
○対象者：障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等の
設置者及び管理者又はこれに準ずる者
○定 員：１００名
○日 程：平成３０年１１月９日（金）
８:３０（受付開始時間）～１６:４０
：平成３０年１１月２６日（月） ８:４０（受付開始時間）～１６:４０
○会 場：山口県セミナーパーク 講堂・大研修室（山口市秋穂二島 1062）

② 虐待防止マネージャー養成研修コース
○対象者：障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等の
サービス管理責任者又はこれに準ずる者
○定 員：１００名
○日 程：平成３０年１１月９日（金）
８:３０（受付開始時間）～１６:４０
：平成３０年１２月１０日（月） ８:４０（受付開始時間）～１６:４０
○会 場：山口県セミナーパーク 講堂・大研修室（山口市秋穂二島 1062）

４ 決定通知
受講決定の通知はありません。
但し、定員の関係で調整させていただく場合のみ連絡させていただきます。

５ 受講料
無料

６ テキスト
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」
（平成 30 年 6 月）をご持参ください。

７ 申込方法
別紙「参加申込書」に必要事項を記入の上、平成 30 年 10 月 22 日（月）12 時までに、山口県障害者権
利擁護センターまで、FAX にてお申込みください。

８ 自然災害による中止
自然災害発生等、その他研修を開催するにあたって支障をきたす事案が発生した場合、やむを得ず本研
修を中止する場合がございますので、予めご了承ください。本研修が中止になった場合は、山口県社会
福祉士会ホームページのトップページでお知らせしますので、各自、受講前に必ず確認するようお願い
いたします。
（山口県社会福祉士会ホームページ：http//yamaguchicsw.com/）

９ 特別な配慮
受講上配慮が必要な方は、申込書の該当欄にその旨を記載の上お申込み下さい。

10 申込・問合せ先
山口県障害者権利擁護センター
〒753-0072 山口市大手町９番６号 山口県社会福祉会館内
ＴＥＬ：０８３－９０２－８３００ ＦＡＸ：０８３－９２２－９９１５
担当：河内・松﨑・豊嶋

11 日程及び内容（予定）
※下記の通り予定していますが、プログラムの一部、演題等が変更される場合もあります。
■１１月９日（金）

●受講対象研修コース：①障害者福祉施設等設置者・管理者研修コース
②虐待防止マネージャー養成研修コース
●会
場：山口県セミナーパーク 講堂
時 間
8:30～
8:50～9:00（10）

内

容

受付
開会式・オリエンテーション（事務連絡）

9:00～9:15（15）

障害者虐待防止・権利擁護研修のポイント【講義】
講師 金子誠一（山口県障害者支援課/主査）

9:15～10:35（80）

障害者の権利擁護と虐待防止法の理解【講義】
講師 橘 康彦 氏
（障害者支援施設なでしこ園/副施設長）

10:35～10:50（15）

休憩

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について【講義】
10:50～12:20（90）
講師 平岡龍一郎
（山口県社会福祉士会障害者権利擁護センター/運営委員）
12:20～13:20（60）

休憩

身体的虐待の防止及び身体拘束・行動制限の廃止【講義】
13:20～14:40（80）
講師 岡村隆弘 氏
（山口県発達障害者支援センターまっぷ/センター長）
当事者向けの虐待防止研修について
～障害者虐待防止法ワークショップ～【講義】
講師 荒川奈津枝
14:40～15:40（60）
（山口県社会福祉士会障害者権利擁護センター/運営委員）
実施報告者 伊藤実加 氏（えのうら福祉工房/サービス管理責任者）
15:40～15：55（15）

休憩

15:55～16:35（40）

当事者、家族の声を聞く【講義】
講師 調整中

16:35～

2 日目のオリエンテーション

■１１月２６日（月）

●受講対象研修コース：①障害者福祉施設等設置者・管理者研修コース
●会
場：山口県セミナーパーク 大研修室
時間
8:40～

9:00～12:00（180）
（途中休憩有）

内

容

受付
施設・事業所における権利擁護・虐待防止体制の整備【講義】
目的
・不適切な対応について、気づきを深める。
・利用者の生活の質と、支援の質の向上を目指す。
・障害者支援を行う職員として、専門性とプライドを保つ。

具体的な対応から権利擁護・虐待防止体制の整備を考える【演習】
12:00～13:00（休憩） 目的
虐待事案が起きた場合の対応を通して、虐待防止委員会の機能や
役割について再度検証する。
13:00～14:45（105）
（途中休憩有）
・設置者、管理者の立場で、虐待事案における対応を学ぶ。
・虐待発生の要因を抽出し、それを踏まえた具体的対応について学ぶ。
・虐待事案から立ち直るための取り組みを学ぶ。
講師 橘 康彦 氏 （障害者支援施設なでしこ園/副施設長）
14:45～15:00（15）

15:00～16:30（90）

休憩
職員のメンタルヘルス（アンガーコントロール含む）
【講義・演習】
目的
・職員の指導方法やメンタルヘルスのサポート体制について学ぶ。
・風通しの良い施設風土づくりを学ぶ。
講師 小柳朋治 氏
（日本アンガーマネジメント協会公認/
アンガーマネジメントファシリテーターTM）

16:30～

伝達研修の実施報告について
研修参加者による伝達研修の実施と研修内容について各施設職員等への
確実な周知徹底を目的にお願いしています。

■１２月１０日（月）

●受講対象研修コース：②虐待防止マネージャー養成研修コース
●会
場：山口県セミナーパーク 大研修室
時間
8:40～

内

容

受付

施設・事業所における虐待防止研修の進め方【講義・演習】
目的
9:00～12:00（180）
虐待事件がある職場でも虐待防止に関する研修は実施している。研修は
（途中休憩有）
受けたけれど忘れた。マニュアルの説明を受けただけとの発言がみられ、
職員に全く届いていないのが現状である。どういう風に職場内でトレーニ
12:00～13:00（休憩） ングをしていけば、研修が心のこもったものになるのか？
それぞれの施設で取り組んでいる内容を情報交換し、それらを踏まえ、
13:00～14:45（105） 虐待防止を徹底する。
（途中休憩有）
講師 平岡龍一郎
（山口県社会福祉士会障害者権利擁護センター/運営委員）
14:45～15:00（15）

15:00～16:30（90）

休憩
職員のメンタルヘルス（アンガーコントロール含む）
【講義・演習】
目的
・職員の指導方法やメンタルヘルスのサポート体制について学ぶ。
・風通しの良い施設風土づくりを学ぶ。
講師 小柳朋治 氏
（日本アンガーマネジメント協会公認/
アンガーマネジメントファシリテーターTM）

16:30～

伝達研修の実施報告について
研修参加者による伝達研修の実施と研修内容について各施設職員等への
確実な周知徹底を目的にお願いしています。

ＦＡＸ：０８３-９２２-９９１５

山口県障害者権利擁護センター 宛

平成 30 年度山口県障害者虐待防止・権利擁護研修
①障害者福祉施設等設置者・管理者研修コース
②虐待防止マネージャー養成研修コース

参加申込書
申し込み年月日：平成 30 年

月

日

法人名
施設・事業所名
施設・事業所
所在地

〒

連絡先

TEL

FAX
参加希望コース

（ふりがな）
氏 名

（希望コースに○を付けてください。
）

職種・職名

経験年数

障害者福祉施設
虐待防止マネ
等設置者・管理者 ージャー養成
研修コース
研修コース

□法人で設置している □事業所で設置している □設置していない

虐待防止委員会等の設置の有無

虐待防止担当職員の配置の有無

□設置している
・構成メンバーの役職名を、ご記入ください。

□配置している
□配置していない
・職種（
・虐待防止担当職員経験年数（

）
）年

備 考
（参加にあたって特に配慮が必要な事等
がありましたらご記入ください）

※一旦お申込みいただきました内容に変更等が生じた場合は、必ず書面にてご連絡ください。
※お預かりした個人情報は、本目的以外には使用いたしません。
【申込方法】所定の申込書にて、下記の申込先に、ＦＡＸによりお申し込み下さい。
【申 込 先】 山口県障害者権利擁護センター
〒753-0072 山口県山口市大手町９番６号山口県社会福祉会館内
ＴＥＬ：０８３－９０２－８３００ ＦＡＸ：０８３－９２２－９９１５
【申込締切】平成３０年１０月２２日（月）１２時まで

