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2014年度  公益社団法人 北海道社会福祉士会主催 

高齢者虐待対応現任者標準研修 案内 
 

1. 研修のねらい  

    地域包括支援センターに勤務する社会福祉士をはじめとする専門職、市町村担当職員等を対象とした在宅

における虐待対応専門研修です。虐待の判断、事実確認、被虐待高齢者の保護のための措置、養護者の支援

等にあたる上での専門的視点、技術を習得し、実践力の向上を図ります。日本社会福祉士会「虐待対応シス

テム研究委員会」が厚労省の補助金を受けて策定した「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための

養護者による高齢者虐待対応の手引き」をテキストとして使用し、日本社会福祉士会で実施された指導者養

成研修を修了したスタッフが中心に講師を務めます。この研修を通して、必要な知識、技術、倫理を身に付

けるとともに、権利擁護・虐待対応を実践し、社会の要請に応えることが目的です。 

2. 期日   平成２６年５月２９日（木）～３１日（土）  

3. 会場   かでる２.７  4Ｆ大会議室（札幌市中央区北 2条西 7丁目） 

4. 主催   公益社団法人 北海道社会福祉士会 

5. 協力   北海道高齢者総合相談・虐待防止センター 

6. 後援（予定）北海道・札幌市・札幌弁護士会・北海道社会福祉協議会 

7. 定員      １００名（定員になり次第締め切ります） 

8. 受講要件・対象者 

（1）現在地域包括支援センター等に勤務している虐待対応担当職員 

（2）市町村担当職員 

（3）虐待対応専門職チーム登録者・登録予定者等の弁護士および社会福祉士 

（4）上記（1）～（3）の方でカリキュラムの全課程を出席できる方 

9. 受講費  会員 １０，０００円 ・ 非会員１５，０００円 （食事・宿泊費・旅費は含みません） 

 ＊社会福祉士会へ入会手続中の方は，会員扱いとさせていただきます。 

10. 申込期間  平成２６年５月９日（金）～５月１９日（月）（定員になり次第締め切ります） 

11. 申込方法 「2014年度高齢者虐待対応標準研修申込書」に必要事項記入の上、当会事務局までＦＡＸ（又は郵

送）にてお申込下さい。・受講料・受験料は前払いとなります。振込票控えを申込書に添付し、

ＦＡＸ又は郵送でお申込ください。振込用紙は郵便局に備え付けの「青色 振込取扱票」（振込

手数料 各自負担）をご使用ください。 

振込後のキャンセルにつきましては、５月２３日(金)までのキャンセルの場合は、 

手数料１,０００円を差し引いた額を返金させていただきますが，５月２４日(土)以降のキャンセ

ルの場合は返金いたしませんのでご了承下さい。 

   ≪振込先≫ 

郵便振替口座  ０２７２０－３－６４７１１ 

名    義  公益社団法人北海道社会福祉士会 

※通信欄に高齢者虐待対応標準研修とお書きください。    

 

12． テキスト テキストは「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手 

引き」（（社）日本社会福祉士会）を使用します。お持ちでない方は、研修当日までに 

下記のいずれかの方法でお求めください。 

（１）別紙等で各自お申し込みください。（テキスト：養護者による高齢者虐待対応の手引き(青色) 

   参考までに、養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引きのちらしも同封しております。） 

（２）日本社会福祉士会ホームページ（http://www.jacsw.or.jp/）からダウンロードする。 

ダウンロード先：ホームページ→トップページ→コンテンツの委員会 

→権利擁護事業委員会（ページ数が 199ページありますので印刷時はご注意ください） 

13.修了証    全日程を終了された方には、修了証を発行いたします。  

14.宿泊・昼食  必要な方はご自身で手配をお願いします。 

15.申込・問い合せ先  ４頁をご覧下さい。     
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2014年度 高齢者虐待対応現任者標準研修会プログラム 

 

５月２９日（木）      

時  間 内 容 ・ 講 師 

9：00～9：20 受付 

9：20～9：30 主催者挨拶（公益社団法人北海道社会福祉士会 会長  高橋 修一） 

9：30～9：40 オリエンテーション  

9：40～11：10 

【科目１】 

（90分） 

「高齢者虐待防止法と市町村の責務」 

  講師：末長 宏章氏（末長法律事務所 弁護士） 

※虐待防止法の内容と法に定められている市町村の責務を理解する 

11：10～11：20 休憩 

11：20～12：50 

【科目２】 

（90分） 

「高齢者虐待対応と権利擁護」 

講師：石﨑 剛氏（札幌市厚別区第２地域包括支援センター センター長） 

      （日本社会福祉士会 権利擁護事業委員会 委員）            

 ※虐待対応における権利擁護の視点を理解する。 

 ※虐待対応の基本的な流れを理解し、虐待対応ソーシャルワークモデルの視点と 

ポイントを理解する。 

12：50～13：50 昼食休憩 

13：50～17：00 

【科目３】 

（180分） 

＊休憩 10分 

「初動期段階」 

講師：浅野 豊氏 （苫小牧市中央地域包括支援センター 管理者） 

（北海道社会福祉士会地域包括支援センター支援委員会 委員長） 

※講義…通報受理、事実確認や緊急性の判断等初動期のポイントを理解する。 

 演習…「相談受付票」「共有協議票」「事実確認票」「アセスメント票」 

「コアメンバー会議録・計画書」を体感する。 

 

 

 

 



 3 

５月３０日（金） 

時  間 内 容 ・ 講 師 

9：30～12：40 

【科目４】 

（休憩含 180分） 

＊休憩 10分 

「対応段階」 

講師：定田 康寛氏（網走市東部・呼人・南部地区地域包括支援センター 社会福祉士） 

         （北海道社会福祉士会地域包括支援センター支援委員会 委員） 

※講義…虐待の背景・要因をアセスメントし、支援計画を策定するポイントを理解する。

演習…「アセスメント票」、「対応会議録・計画書」を体感する。 

12：40～13：40 昼食休憩  

13：40～16：20 

【科目５】 

（150分） 

＊休憩 10分 

「評価と終結」 

講師：髙橋 通江氏（旭川市永山地域包括支援センター 精神保健福祉士） 

（北海道社会福祉士会 理事） 

 ※講義…対応計画の評価と虐待対応機関としての支援の終結について理解する。 

  演習…「評価票」を体感する。 

16：30～17：30 

（60分） 

「養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の流れ」 

 講師： 今 井  敦 氏（旭川市神楽・西神楽地域包括支援センター センター長） 

        （北海道社会福祉士会地域包括支援センター支援委員会 委員） 

 ※養介護施設従事者等における高齢者虐待対応研修の内容等について、 

日本社会福祉士会主催の研修参加者より、情報提供する。 

５月３１日（土） 

時  間 内 容 ・ 講 師 

9：30～12：30 

【科目６】 

（休憩含 180分） 

「総合演習」（初動期段階） 

講師：坪井 一身氏（地域包括支援センター帯広至心寮 総務課長） 

（北海道社会福祉士会地域包括支援センター支援委員会 委員） 

 ※虐待対応の一連の流れを、具体的事例の演習を通じて理解する。（初動期段階） 

12：30～13：30 昼食休憩  

13:30～16：30 

【科目６】 

（休憩含 180分） 

「総合演習」（対応段階、評価） 

講師： 佐々木 康寛氏（函館市地域包括支援センター厚生院 支援相談係長） 

（北海道社会福祉士会地域包括支援センター支援委員会 委員） 

※虐待対応の一連の流れを、具体的事例の演習を通じて理解する。（対応段階、評価） 

16:30～16:40 事務連絡 

       ＊講師の都合上、変更があることをご了承ください。  
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2014年度高齢者虐待対応標準研修 申込書（ＦＡＸ ０１１－２１３-１３１４） 

                          または郵送でお申し込みください。 
 氏 名（フリガナ）  

男・女 

1 北海道社会福祉士会会員（会員No.     ）  

2 入会手続き中      3 非会員        いずれかに○をつけて下さい。 

所属（職場等） 

 ＊包括所属の方は、直営・委託のいずれかに〇をつけてください。 

 

                     

（ 直営 ・ 委託 ） 

職種 

  □ 社会福祉士 

  □ 主任介護支援専門員 

  □ 保健師 

  □ 看護師 

  □ その他（        ） 
勤務年数（現在の職場での）    

      年 

 

受講にあたって配慮が必要な方は、□にチェックをつけてください。 

    □ 車いすを利用して参加  □ 手話通訳を希望   □ その他（         ） 

 〒         ＊連絡先□にチェックをいれてください 

□所属先   □ 自宅 

 連絡先住所 

所属先名 

連絡先（日中の連絡先）ＴＥＬ番号              −           − 

連絡先ＦＡＸ番号              −           −        （必須） 

＊お申込内容（該当する□ にチェックを入れてください） 
 

 参加費 

非会員 □ 15,000円 

北海道社会福祉士会 会員（手続き中） □ １０,000円 

郵便振替払込金受領証のコピーを貼り付けてください。 

  

  

 

 

受領証貼り付け欄 

 北海道社会福祉士会 

記入欄 

 

受付番号 

 

入金確認 

 

入力確認 

ご記入いただきました内容に付きましては研修のみに利用させていただきます 

お問合せ先 公益社団法人 北海道社会福祉士会事務局（月曜日～金曜日 9時30分～１６時30分） 

〒０６０-０００２ 札幌市中央区北２条西７丁目 かでる2.7 4階 

TEL ０１１－２１３－１３１３  FAX ０１１－２１３－１３１４ 

E-mail info@hokkaido-csw.or.jp 


