
 

平成 30 年 10 月 11 日（木）~12 日（金） 

根拠に基づく支援とは 

~支援の可視化について考える～ 

 平成 24 年計画相談開始、平成 30 年 4 月の障害者総合支

援法改正と私たちを取りまく環境は日々変化し続けています。これ

までの支援を振り返り、根拠に基づく支援ができていたか、支援過

程を客観的に評価することができていたかを確認しませんか。経験と

勘だけに頼らない支援を行うことが、今後の人材育成にもつながるこ

とでしょう。目の前の対象者のために、今後の福祉人材育成のため

に、言語化、可視化できる支援をしていきませんか。 

●場所：浅虫温泉 南部屋 海扇閣  

  青森市大字浅虫字蛍沢 31 ☎017－752-4411 

●研修参加費：4,000 円（会員）6,000 円（非会員） 

●情報交換会費：5,000 円 

●宿泊費：15,500 円（情報交換会費・朝食込み） 

※相部屋となりますので、ご了承ください。 

 

 

 

研修プログラム 

10 月 11 日（木） 

◆記念講演◆ 

自閉スペクトラム症の人々への

コミュニケーション支援 

〜「自閉症は津軽弁を話さな

い」研究からみえてきたことば

とコミュニケーションの関係〜 

教育心理支援教室・研究所 

『ガジュマルつがる』 

代表 松本 敏治氏 

【主な役職】 

元弘前大学 教授 

元弘前大学教育学部附属 

特別支援教育センター長 

 

◆講義・演習◆ 

ソーシャルワークプロセスを 

可視化する 

川口市保健所疾病対策課 

岡本 秀行氏 

【主な役職】 

日本精神保健福祉士協会常任理事 

埼玉県精神保健福祉士協会副会長 

 

10 月 12 日（金） 

◆分科会◆ 

①失敗談から学ぼう 

②LET’S 地域移行支援 

③児童期の支援の質とは〜発達

支援と就学に向けた支援〜 

 

※詳細は裏面をご参照ください 
 

共催：日本相談支援専門員協会 

後援：青森県（予定）、青森市、青森県社会福祉協議会（予定）青森県知的障害者福祉協会、青森県精神障害者福祉

事業者協会、青森県身体障害者施設協議会、青森県精神保健福祉士協会、青森県社会福祉士会 



＜プログラム＞ 

◎1日目：10月 11日（木） 

時  間 内   容 

12：50～13：20 受  付 

13：20～13:30 開講式 

13：30～15：00 

記念講演 

自閉スペクトラム症の人々への

コミュニケーション支援 

〜「自閉症は津軽弁を話さな

い」研究からみえてきたことばと

コミュニケーションの関係〜 

教育心理支援教室・研究所『ガジュマルつがる』

代表 松本 敏治氏 

（元弘前大学 教授、元弘前大学教育学部附

属特別支援教育センター長） 

15：00～17：10 休憩 

15：20～17：20 

講義、演習 

ソーシャルワークプロセスを可視

化する 

 

川口市保健所疾病対策課  

精神保健福祉士 岡本 秀行氏 

（日本精神保健福祉士協会常任理事、埼玉県

精神保健福祉士協会副会長） 

17：20～18：30 部屋移動・温泉・夕陽を眺める等 ごゆるりとお過ごしください 

18：30～20：30 情報交換会 

 

◎2日目：10月 12日（金） 

時  間 内   容 

9：00～9:30 受  付 

9：30～11：00 分科会 

① 失敗談から学ぼう 

② Let’s 地域移行支援 

③ 児童期の支援の質とは 

①相談支援事業所津麦園  

相談支援専門員 宇恵野 晋氏 他 

②青森市保健所  

精神保健福祉士 波田野 隼也氏 他 

③ライフサポートあおば  

センター長 前中 貴次氏 他 

11：00～11：15 休憩・移動 

11：15～11：45 全体でまとめ 

11：45～12：00 閉講式：次回開催県に引継ぎ 

＜事務局＞ 

青森県相談支援専門員等協会  〒030-0944 青森市筒井字八ッ橋 51－2 エスコート八ッ橋 201 号 

☎017－718－5820 📠017－718－3634 miraifukushi.net@gmail.com s_hasegawa@aomori24c.com 

mailto:miraifukushi.net@gmail.com
mailto:s_hasegawa@aomori24c.com


平成 30年 8月 24日 

 

各 位 

 

青森県相談支援専門員等協会 

会長 長谷川 さとみ 

 

日本相談支援専門員協会 北海道・東北ブロック研修 in あおもりの開催について（ご案内） 

 

残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

さて、今年度の日本相談支援専門員協会（協賛）北海道・東北ブロック研修は、青森県で開催す

る運びとなりました。青森県での開催は2回目となります。前回の開催から、我々を取り巻く環境は

大きく変化し、相談支援事業所、障害福祉サービス提供事業所は増加しております。一方で、丁寧

な関わり、ご本人の目線に立った支援の提供等、支援の質の担保が課題となっています。 

今回の研修テーマは、「根拠に基づく支援とは～支援の可視化について考える～」と題し、これ

までの支援の振り返りを行うとともに、経験と勘に頼らない専門職の在り方を学びたいと考えてお

ります。研修後は、陸奥湾を眺めながら温泉に入り、日頃の疲れを癒しませんか。たくさんの方々

の、ご参加をお待ちしております。 

 

1. 日時 平成30年10月11日（木）～12日（金） 

1日目 【研修】 13：30～17：20 【情報交換会】18：30～20：30 

  2日目 【研修】  9：30～11：45 【閉講式】11：45～12：00 

2. 場所 浅虫温泉 南部屋海扇閣 

     青森市大字浅虫字蛍谷31 電話 017-752-4411 FAX 017-752-3314 

3. 後援 青森県（予定）、青森市、青森県社会福祉協議会（予定）、青森県知的障害者福祉協会 

     青森県精神障害者福祉事業者協会、青森県身体障害者施設協議会 

     青森県精神保健福祉士協会、青森県社会福祉士会 

4. 内容 別紙「プログラム」を参照 

5. 対象者 相談支援事業所従事者、障害福祉サービス提供事業所従事者、 

その他障がい児者福祉に関心のある方 

6. 定員 120名 

7. 参加費 会員 4,000円 非会員 6,000円 

      ※会員～青森県相談支援専門員等協会会員、もしくは日本相談支援専門員協会会員、

各道県協会会員 

8. その他費用 情報交換会費 5,000円  宿泊費（情報交換会・朝食込み）15,500円   

9. 申し込み 名鉄観光青森支店が担当いたします。「お申し込みのご案内」を参照の上、FAXにて

別紙「参加申込書」でお申し込みください。   締め切り：平成30年9月20日（木） 

10．その他 詳細につきましては、下記事務局へメールでお問い合わせください。 

問い合わせ：青森県相談支援専門員等協会事務局  相談支援事業所 藤  （担当：長谷川） 

〒030-0944 青森市大字筒井字八ッ橋51-2 エスコート八ッ橋201号 

TEL：017-718-5820   FAX：017-718-3634 メール：miraifukushi.net@gmail.com 

mailto:miraifukushi.net@gmail.com


＜プログラム＞ 

1日目：10月 11日（木） 

時 間 内 容  

12：50～13：20 受付  

13：20～13：30 開講式  

13：30～15：00 

【記念講演】 

自閉スペクトラム症の人々へのコミ

ュニケーション支援 

〜「自閉症は津軽弁を話さない」 

研究からみえてきたことばとコミュ

ニケーションの関係〜 

教育心理支援教室・研究所『ガジュマル

つがる』代表 松本 敏治氏 

（元弘前大学 教授 

元弘前大学教育学部附属特別支援教育

センター長） 

15：00～15：20 休憩  

15：20～17：20 

【講義+演習】 

ソーシャルワークプロセスを可視化

する 

 

川口市保健所疾病対策課  

精神保健福祉士 岡本秀行氏 

（日本精神保健福祉士協会常任理事、 

埼玉県精神保健福祉士協会副会長） 

17：20～18：30 部屋移動・温泉・夕陽を眺める等 

ごゆるりと 

 

18：30～20：30 情報交換会  

 

2日目：10月 12日（金） 

時 間 内 容  

9：00～9:30 受付  

9：30～11：00 分科会 

① 失敗から学ぶケアマネジメント 

失敗談を語りながら、検証・リ

フレーミング等、支援の過程で

大切にしたい視点について考え

てみよう！ 

② Let’s 地域移行支援 

皆さんの地域に長期入院者がど

れだけいるか知っていますか？

地域移行支援の可能性を楽しみ

ましょう！ 

③ 『児童期の支援の質とは〜発達

支援と就学に向けた支援〜』 

児童期の発達やライフステージ

に合わせた支援・連携を、事例

を通して考えてみよう！ 

 

相談支援事業所津麦園  

相談支援専門員 宇恵野 晋氏  

             他 

 

 

青森市保健所  

精神保健福祉士 波田野 隼也氏              

             他 

 

 

ライフサポートあおば  

センター長 前中 貴次氏 

             他 

11：00～11：15 休憩・移動  

11：15～11：45 分科会報告・まとめ  

11：45～12：00 閉講式：次回開催県に引継ぎ  



申込書に記載された個人情報は、運営管理の目的のみのために使用いたします。       ＜事務局使用覧＞   上記、受領いたしました。 

     月     

            

送信票不要 

 平成 30年度 北海道・東北ブロック研修 参加申込書  

送信先     名鉄観光サービス（株）青森支店 FAX：017-7７６-５２３２ 宛         申込日：平成 30 年  月  日 

 

事業所名   

住所 

〒    － 

 
担当者 

氏 名 
 

電 話 

ＦＡＸ 

メール 

（    ）   － 

（    ）   － 
 

 

No 

フリガナ 

性 

別 
職 名 

会員 

（非会員は

×と記入） 

研 修 宿 泊 情報交換会 
分科会 第1希望の欄に〇をお付

けください（第2希望を△で） 参 加者 氏名       

例 

  

ムツ   ゴロウ 男 相談支援専門員 〇 〇 〇 〇 ①  ②  ③ 
陸奥 五郎 

１ 
 

         
 

２ 
 

         
 

３ 
 

         
 

４ 
 

         
 

お申込金額計算欄 
研修参加費 宿泊費 情報交換会費 

総合計 円 
円      円 円 

 

  申込締切：9 月 20日（木） 

 



 

大会開催期日  ：2018年 10月 11日（木）～12日（金） 

大会開催会場  ：浅虫温泉 南部屋海扇閣 

会場までの交通 ：青い森鉄道「浅虫温泉駅」より徒歩３分・青森自動車道「青森東 IC より車で約 15分 

「日本相談支援専門員協会 北海道・東北ブロック研修 inあおもり」が青森市浅虫温泉で開催されますこと心

よりお喜び申し上げます。皆様の各種お申し込み受付を名鉄観光サービス㈱青森支店が担当させていただく

ことになりました。多数の参加を心よりお持ち申し上げます。 

名鉄観光サービス㈱青森支店長  川村 勲 

 

１ 参加登録（申込）について（旅行契約には該当しません。事務局様からの依頼により名鉄観光サ

ービスが受付・集金業務を代行いたします。） 

参加費 会員 4,000円 非会員 6,000円  
別紙申込書に必要事項をご記入の上、名鉄観光サービス㈱青森支店「日本相談支援専門員協会 

北海道・東北ブロック研修ｉｎあおもり」受付デスク宛てに FAXでお送りください。参加申込後の取消や大会

当日欠席の場合、参加費の返金はいたしません 

但し、「大会参加券」を事務局に送付いただければ、大会終了後に資料を送付いたします。  
誠にお手数ですが、個人情報保護の観点から番号の押し間違いにご注意いただき、送信後は送信確認のご連絡を、 

０１７－７７６－５２９１までお願い致します。 

 

 
 

 

 

 

9 月 25 日（火）にお申込代表者様のご連絡先宛に、予約関係確認書類及び請求書を発送致します。 

請求書に記載の銀行口座へ 10 月 3 日（水）までに代金のお振込をお願い致します。 

（振込手数料はお客様ご負担願います。） 

【銀行名】 三菱 UFJ銀行 新東京支店 

【口座名】 普通  3318041  メイテツカンコウサービス（カ） 
 

2 分科会（10月 12日）について 
10月 12日の研修会は午後に３つにわかれて行われます。開催要項参考のうえ、参加を希望する 

    分科会の数字（１・２・３）を申込用紙にご記入ください。各会場には参加人数に定員がございます。 

      先着順となりますので、第１希望・第２希望を必ず、ご記入ください。 

 

３  情報交換会について 
（名鉄観光サービス㈱青森支店との募集型企画旅行契約となります。） 

期日：2018年 10月 11 日（木） 

情報交換会費：5.000円 

※お申込後にお送りする、参加券を当日、係員へお渡しください。 

 

４． 宿泊について 
   （名鉄観光サービス㈱青森支店との募集型企画旅行契約となります。） 

名鉄観光サービス㈱青森支店がお手伝いさせていただきます。申込書に必要事項を記載の上、お申し込み下さ

い。 

宿泊設定日：2018年 10月 11日（木）／1泊   

宿泊条件：1泊２食付、情報交換会費込 15,500円  

申込締切 9月 20日（木）必着でお願いたします。 

FAX:017-776-5232 

 

 

 

日本相談支援専門員協会 

北海道・東北ブロック研修ｉｎあおもり 
参加登録・宿泊･情報交換会お申込みのご案内 

 

 

参加・宿泊申込のご案内 

 



※朝食が不要の場合でも特別設定代金のため、ご返金はできません。又、個人的な費用及びそれに伴うサービス料と諸税は

各自にてご清算をお願い致します。 

添乗員：同行いたしません。 宿泊施設フロントにて後日送付する宿泊券をお渡し下さい。 

最少催行人員：1名様 

※宿泊ホテルには駐車場がございます。（無料です。） 

 

５．変更・取消について  

①申込後の取消及び変更は、必ず FAX にて名鉄観光サービス㈱青森支店「日本相談支援専門員協会 北

海道 

･東北ブロック研修ｉｎあおもり」受付デスクにご連絡下さい。 

  ・取消基準日は、FAXの通信日（営業時間内に頂いた場合）と致しますので、必ず書面にてご連絡下さい。 

  ・旅行開始後の取消連絡は FAX又は担当者 浜津 携帯電話 （ ０９０-３４８１-９１７８ ）にて承ります。 

  ※研修会期間中の 10 月 11 日（木）～12 日（金）の連絡先は最終案内書面にてご案内申し上げま

す。 

②お申込後の取消につきましては、お申出の日次により各取消料を申し受けます。ご入金後のご返金は、 

変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を、大会終了後に銀行振込にてご返金致します。 

  【変更・取消料】 旅行開始前の受付は当社営業日及び営業時間内とさせていただきます 
 

    ・宿泊･情報交換会（募集型企画旅行契約） 

 

契約解除の日 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日から起算

してさかのぼって 

1． 6日目にあたる日以前の解除 無料 

2． 5日目にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の 20％ 

3． 3日目にあたる日以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の 30％ 

 

4． 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

5． 当日 12：00 までの解除 旅行代金の 50％ 

6． 当日 12：00 以降の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

 

7．個人情報の取扱いについて  
名鉄観光サービス㈱は、申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用させて

いただくほか、宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていた

だきます。また、大会実行委員会様に提供いたします。上記以外の目的でご本人の了承なく個人情報を第三者

に開示することはありません。その他詳細は当社ホームページでご確認いただけます。 
（名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【お申込先・お問い合わせ先】 
 名鉄観光サービス㈱青森支店 

「日本相談支援専門員協会 北海道・東北ブロック研修ｉｎあおもり」 受付デスク宛 

TEL ０１７－７７６－５２９１  FAX ０１７－７７６－５２３２ 

営業時間：平日 9：00 ～ 18：00（土・日･祝日は休業です） 
〒030-0802 青森市本町 1-2-15 青森本町第一生命ビル 7階 

総合旅行業務取扱管理者 浜津 監 

 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員 

名鉄観光サービス株式会社 青森支店  
〒030-0802 青森市本町 1-2-15 青森本町第一生命ビル 7階 

担当：浜津・大水 

【東北   】 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に

関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ね下さい。 

http://www.mwt.co.jp/
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