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令和３年度
住居資源部会情報共有の座談会

・北後志地域自立支援協議会
　住居資源部会

しりべし圏域
総合支援センター

0135-48-5901
北後志地域自立支援協議会 住居
資源部会構成団体職員等

○
障害者の地域生活を支える仕組み
と課題について（未定～仮）

6月28日 ZOOM WEB 後志総合振興局 6月18日まで 無 無料

令和3年度
第1回道北圏域障がい福祉基礎研修

・医療法人社団　圭泉会
　かみかわ相談支援センターねっと

かみかわ相談支援
センターねっと

0166-38-1180

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
障がい福祉サービス事業者、そ
の他障がい児・者の支援に関わ
る方〔保健、医療、福祉、就
労、教育等支援機関における担
当者等〕

○
・障がい福祉の法体系
・障がい福祉の基本理念
・当事者の声

7月21日
Zoomを用いたオンライン

での開催
6月15日～7月9

日
100名 無料

令和3年度
第1回道北圏域障がい福祉基礎研修

・社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
・宗谷圏域障害者総合相談支援センター
※道北3圏域共催

宗谷圏域障害者総合
相談支援センター

0162-23-6667

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
障がい福祉サービス事業者、そ
の他障がい児・者の支援に関わ
る方（保険、医療、福祉、就
労、教育等支援機関における担
当者等）

○ 　 　 　

障がい福祉の法体系

障がい福祉の基本理念
「障がい者虐待防止・権利擁護に
ついて」

当事者の声
「リカバリーストーリー」

7月21日
Zoomを用いたオンライン

開催
7月9日まで

１００名程度
（約９０端末

分）
無料

障害支援区分認定調査員研修
市町村審査会委員研修

・北海道後志総合振興局保健環境部
北海道後志総合
振興局保健環境部
地域福祉係

0136-23-1938

(1)市町村職員
(2)市町村の委託を受ける指定相
談支援事業者の相談支援専門員
(3)市町村の委託を受ける指定障
害者支援施設の職員
(4)介護保険法の指定市町村事務
受託法人の職員

障がい者の実情に通じた者のう
ちから障害保健福祉の学識経験
を有する者であって、中立かつ
公正な立場で審査を行える者。

○
障害支援区分認定調査員研修及び
市町村審査会委員研修

7月28日
後志総合振興局合同庁舎　２階　講

堂

〒044-8588
虻田郡倶知安町
北1条東2丁目

後志総合振興局 7月14日まで 無 無料

個別支援計画事業者研修 ・札幌市
札幌市障がい福祉課
運営指導係

011-211-2938
札幌市内の障害福祉サービス事
業所及び地域活動支援セン
ター・地域共同作業所等の職員

○
個別支援計画の作成能力の向上を
目的とした研修。

【基礎（第一回）】
令和３年７月29日（木）、8月５日（木）

【基礎（第二回）】
令和３年９月30日（木）、10月８日（金）

【基礎（第三回）】
令和３年11月29日（月）、12月６日（月）

【応用】
令和４年１月27日（木）

オンライン開催

【基礎】
６月４日まで

【応用】
未定

【基礎】
各24名
【応用】

16名

【基礎】
1,000円
【応用】
500円

福祉の現場最前線～withコロナの時代に～
コロナ禍で、心と身体の健康を守るために

・小樽市支援協議会福祉井戸端部会 ぜにばこ 0134-61-5311 小樽市障害福祉事業関係者 ○
感染症対応に実際に関わった事例
を基に、現場での感染対策やメン
タルヘルスについて考える。」

7月30日 ZOOM WEB 後志総合振興局 ７月２１日まで 無 無料

実務者向け研修
・小樽市障がい児・者
　支援協議会いどばた部会

相談支援事業所ぜにばこ 0134-61-5311
障がい福祉サービス事業所職員
等

○
感染症対応に実際に関わった事例
を基に、現場での感染対策やメン
タルヘルスについて考える

7月30日 オンライン開催 後志総合振興局 ー 無し 無料

令和3年度障害福祉サービス等初任者研修
・障がい者相談支援センター夢民
・総合相談支援センターHIROBA
・地域生活支援センターあ～ち

①障がい者相談支援センター夢民
②総合相談支援センターHIROBA
⓷地域生活支援センターあ～ち

①011-299-7230
②0134-31-3636
③0126-25-2727

障害福祉関連（市町村担当職員
を含む）業務に従事されている
方で勤務経験が概ね5年未満の
方、また障がい福祉の基本理念
や権利擁護についてあらためて
学びたい方。

○ 　 　 　

３障害（身体、知的、精神）とピ
アサポーターの講話動画を視聴
し、簡単な小テストに答えてもら
い研修の振り返りを行う。

8月2日 9：00～8月16日 9：00
までの期間限定配信。

7月8日～
7月16日

17：00まで
150フォーム 無料

研修・研究会
「子どもの進路について考えよう　part８」
～あらためて一緒に学んでみませんか？
羊蹄山ろく地域の就職や生活のサポートについて
～

・羊蹄山麓子ども支援部会＆
　就労支援部会

羊蹄山ろく
発達支援センター

0136-22-6970

羊蹄山ろく７か町村の小学校、
中学校、高校、教育委員会、保
健師、保育所、幼稚園、
子育て支援センター、福祉事業
所、病院、後志総合振興局、後
志教育局、養護学校等

　 　 　 ○

羊蹄山ろく地域での就職（一般企
業）や就労支援事業所等の『働く
ことに関する情報』（職種や給
料、働くペース等）、グループ
ホーム・一人暮らし等の『生活に
関する情報』、そして実際に生活
するために必要な『お金に関する
情報』等について、何となく知っ
ていることをしっかり学び直し、
新しい情報を知る機会にできれば
と考える。

8月2日 ZOOM WEB 後志総合振興局
７月２９日
（木）まで

無 無料

障がい福祉サービス等初任者研修
・障がい者相談支援センター夢民
・総合相談支援センターHIROBA
・地域生活支援センターあ～ち

①障がい者相談支援センター夢民
②地域生活支援センターあ～ち
③総合相談支援センターHIROBA

①011-299-7230
②0126-25-2727
③0134-31-3636

・障がい福祉関連（市町村担当
職員を含む）業務に従事されて
いる方で、勤務経験が概ね５年
未満の方
・勤務経験が5年以上の方で障が
い福祉の歴史や沿革についてあ
らためて学びたい方

○
実践する考え方を身につけ、障が
い者に対して基本的な支援が提供
できるようにする。

8月2日～8月16日 youtube WEB
7 月 8 日～
7 月 16 日
 17 00まで

各圏域150人定
員

無料

障がい福祉サービス等初任者研修
・障がい者相談支援センター夢民
・総合相談支援センターHIROBA
・地域生活支援センターあ～ち

①障がい者相談支援センター夢民
②地域生活支援センターあ～ち
③総合相談支援センターHIROBA

①011-299-7230
②0126-25-2728
③0134-31-3636

・障がい福祉関連（市町村担当
職員を含む）業務に従事されて
いる方で、勤務経験が概ね５年
未満の方
・勤務経験が5年以上の方で障が
い福祉の歴史や沿革についてあ
らためて学びたい方

○
「障がい福祉の理念と歴史」とピ
アサポーターの声

8月2日～8月16日
動画配信サービスを

利用した為なし
7月8日～7月16

日
150名 無料

市町村審査会委員研修
・北海道
（日高振興局）

日高振興局
社会福祉課

0146-22-9478
市町村職員、相談支援事業所職
員、ほか

　 　 　 　
市町村の障害支援区分
市町村審査会委員の養成

8月3日 オンライン 終了

問い合せ先 研修レベル 会　場

名　称 実施主体 対象職種 研修内容　 開催日 申込期間
定員

（人）

参加
費用

（円）
関連サイト
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障害支援区分認定調査員研修
・北海道
（日高振興局）

日高振興局
社会福祉課

0146-22-9478
市町村職員、相談支援事業所職
員、ほか

　 　 　 　
市町村の障害支援区分
認定調査員の養成

８月１０日（火） オンライン 終了

令和3年度十勝圏域
障がい福祉従事者初任者研修

・十勝障がい者
　総合相談支援センター

十勝障がい者
総合相談支援センター

0155-28-7599

相談支援従事者研修修了者・
サービス管理責任者研修修了
者・児童発達支援管理責任者研
修修了者

○

講演「今あらためて考える“福
祉”・”障がい”・“支援”と
は？」
講師　こころりんく東川　大友愛
美氏

8月20日
8月25日～31日（配信視聴）

オンライン（ZOOM）
集合開催は
行わない

十勝総合振興局
7月21日～
8月10日

90    端末
配信は定員無し

0円

令和３年度精神障がい者
地域生活支援事業地域移行研修会

主催：公益財団法人
　　　北海道精神保健推進協会
共催：精神障がい者
　　　地域生活支援センターしりべし

しりべし圏域
総合支援センター

0135-48-5901
圏域における、地域生活移行支
援協議会構成員及び各地域自立
支援協議会構成員等

　 　 　 ○

・日本における地域移行支援の歴
史と北海道などでピアサポーター
が置かれた背景に関して
・地域づくりの視点と精神障がい
者が地域で生活するために必要な
考えや支援者がどのような意識に
関して
・「精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築」について

9月１日～９月末日 youtube WEB 無 無料

相談支援専門員とサービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者の合同オンライン研
修
～障がいのある人の支援に携わる私たち、
ともに大事にしたい視点～

・広域相談サロン
　くらしネットオホーツク

地域づくりコーディネーター 0158-46-7255

・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・相談支援専門員
・上記の職に就く予定の方
・当事者・家族
・特別支援教育に携わる方
・行政担当者

　 　 　 ○

講義と意見交換
「障害のある方・支える方にとっ
ての意思決定支援とは」
講師：又村あおい氏

○リアルタイム受講
9月４日

10：20～14：30

○見逃し配信
９月いっぱいYouTube動画を限定配信

8月20日

○リアルタイム
受講の定員
　90端末

○見逃し配信
　定員なし

無料

第2８回北海道通園センター連絡協議会研修
会

・北海道通園センター連絡協議会
（事務局）
恵庭市子ども
発達支援センター

0123-33-3382
北海道内で障害児通所支援事業や障害児
相談支援事業にかかわる職員及び関係者 　 　 　 ○

①講座「就労現場から、
幼少期の療育を振り返る」
②特別講演「発達障害ハイ
リスク児と家族に対する
早期支援の重要性」
③グループワーク
「幼少期の療育で大切に
したいこととは」
「早期支援の重要性について」

9月18日

会議システムZoomによる
オンライン開催

(当日事務局北広島市
子ども発達支援センター）

北広島市栄町
１丁目５番地２
北広島エルフィ

ン
ビル ３F

石狩振興局
8月27日

　～9月8日
100 無料 https://h-tsurenkyou.com/

令和3年度 第１回
胆振圏域サービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者と
相談支援専門員等スキルアップ研修

【主催】
・胆振圏域障がい者
　総合相談支援センターるぴなす
【共催】
・北海道胆振総合振興局
　保健環境部 社会福祉課
・苫小牧市基幹相談支援センター
・白老町基幹相談支援センター
・厚真町基幹相談支援センター
・むかわ町基幹相談支援センター
・特定非営利活動法人ラポルト

胆振圏域障がい者
総合相談支援センター
るぴなす

0144-56-5223

市町村職員（障がい福祉担当職
員、保健師等）、障がい福祉
サービス事業所、相談支援事業
所の職員、その他関心のある方

○

〇講演
「サービス管理責任者・児童発達
支援管理責任者と相談支援専の連
携～他圏域の取組について～」
〇グループ討議
「サービス管理責任者・児童発達
支援管理責任者と相談支援専の連
携について」

9月21日
13：30～16：00

オンライン
（ｚｏｏｍ）

胆振総合振興局管
内

8月20日～
　9月14日

８０人程度 無料

虐待防止研修会
・公益社団法人
　北海道社会福祉士会

公益社団法人
北海道社会福祉士会事務局

011-213-1313

（1）障がい者関係施設等で勤務
している職員
（2）高齢者関係施設等で勤務し
ている職員
（3）市町村障がい者虐待防止担
当職員（委託先虐待防止セン
ター担当職員を含む）
（4）市町村高齢者虐待防止担当
職員

　 　 　 ○

　年齢や分野、虐待種別に関わら
ず、権利擁護について改めて考
え、虐待防止のための基本的な理
解を深めることにより、実践現場
における権利擁護意識の醸成と虐
待防止法の円滑な施行に取り組
み、関係機関職員の資質向上を目
的とする。
事前学習：「障害者虐待防止法の
基本的理解と、高齢者虐待防止法
の概要について」
特別講座：「虐待防止と権利擁護
について」（案）
演習①「新任介護職員の声から」
演習②「虐待発生後の対応につい
て」

講義：研修のまとめと振り返り

9月25日
13：00～17：00

オンライン
（クラウド型Ｗｅｂ会議システム

「Ｚｏｏｍ」を利用）
9月3日 80

一般：
２,000円

北海道社会福
祉士会会員：
１,０００円

https://www.hokkaido-csw.or.jp

小樽市障害児早期療育セミナー ・小樽市 小樽市こども発達支援センター 0134-27-6100
幼稚園教諭、保育士、小中学校
教諭、発達支援事業所職員　等

　 　 　 ○
発達に支援が必要なこどもの理解
の視点と支援の仕方

10月1日 オンライン開催 後志総合振興局 ー 100名程度 無料

就労支援部会
新おたる農業協同組合
集荷場見学会

・北後志地域自立支援協議会
　就労支援部会

しりべし圏域
総合支援センター

0135-48－5901
北後志地域自立支援協議会 就労
支援部会構成団体職員等

　 　 　 ○
農福連携に係る「JA新おたる」
集荷場の見学・説明

10月4日 JA新おたる集荷場（2カ所）
仁木町北町3丁目

4番地
後志総合振興局 ９月２９日まで 無 無料

令和3年度第1回発達障がいコンサルテー
ション

・地域生活支援
　センターあ～ち

地域生活支援
センターあ～ち

0126-25-2727

発達障がい児に係る教育機関、
児童発達支援事業所、放課後等
デイサービス事業所、その他障
害福祉事業所の従事者

　 　 　 ○

コンサルタントが発達障がい、ま
たは発達障がいが疑われる対象者
や対象グループの活動を実際の支
援現場で観察し、問題解決に向け
た話し合いを行いアドバイスや支
援の提案を行う。

10月21日（水）
zoomにて

開催案内配布時
（７月下旬頃）

～
8月31日まで

1日4ケース 無料

実務者向け研修
・小樽市障がい児・者
　支援協議会こども支援部会

小樽市こども
発達支援センター

0134-27-6100
障がい児福祉サービス事業所職
員　等

　 　 　 ○
福祉と特別支援教育との連携につ
いて（仮）

10月26日 オンライン開催 後志総合振興局 － － 無料
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令和３年度（２０２１年度）研修実施状況一覧

担当部署 電話番号
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け
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リー
ダー
向け
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ル不
問

会場名 会場住所 会場の所在振興局

問い合せ先 研修レベル 会　場

名　称 実施主体 対象職種 研修内容　 開催日 申込期間
定員

（人）

参加
費用

（円）
関連サイト

根室圏域初任者研修
・根室圏域障がい福祉
　センターあくせす根室

あくせす根室 0153-73-3178
サービス管理責任者・相談支援
専門員・教員・その他興味のあ
る方

○ ○ ○ 発達障害と知的障害 10月27日 オンライン Zoom使用 根室 未定 60 0

令和3年度第2回道北圏域障がい福祉基礎研
修

・医療法人社団　圭泉会
　かみかわ相談支援センターねっと

かみかわ相談支援
センターねっと

0166-38-1180

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
障がい福祉サービス事業者、そ
の他障がい児・者の支援に関わ
る方〔保健、医療、福祉、就
労、教育等支援機関における担
当者等〕

○ ○

～感じる・思う・考える～「対人
支援のベースは何か？」
講師：MIW工房「コミュニケー
ション・ナビゲーター」姉帯　美
和子氏

11月12日 Zoomを用いたオンラインでの開催 検討中 100名 無料

令和3年度第2回道北圏域障がい福祉基礎研
修

・社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
・宗谷圏域障害者総合相談支援センター
　※道北3圏域共催

宗谷圏域障害者
総合相談支援センター

0162-23-6667

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
障がい福祉サービス事業者、そ
の他障がい児・者の支援に関わ
る方（保険、医療、福祉、就
労、教育等支援機関における担
当者等）

○ 　 　 　
～感じる・思う・考える～
「対人支援のベースは何か？」
講師：姉帯　美和子さん

11月12日
Zoomを用いたオンライン

開催
未定 100名程度 無料

実務者向け研修
・小樽市障がい児・者
　支援協議会こども支援部会

小樽市こども
発達支援センター

0134-27-6100
障がい児福祉サービス事業所職
員　等

○
ペアレントメンターに関すること
について（仮）

11月15日 オンライン開催 後志総合振興局 ー 100名程度 無料

障がい者就労に関するシンポジウム
・日高圏域障がい者が
　暮らしやすい地域づくり
　委員会

日高振興局
社会福祉課

0146-22-9478
障がい当事者、関係者全般、一
般市民、ほか

　 　 　 ○

障がい者の就業・就労に資するた
めに、障がい者の就業・就労に携
わる関係者からそれぞれの役割や
取組を発表いただく

11月19日 オンライン 10月期

令和3年度十勝圏域障がい福祉従事者
フォローアップ研修

・十勝障がい者
　総合相談支援センター

十勝障がい者
総合相談支援センター

0155-28-7599
障がい福祉に従事して概ね５年
未満の方

○

１．サービス等利用計画（障害児
支援利用計画）と個別支援計画の
連動における基本的業務の確認と
共有
２．共通する地域課題について意
見交換

11月19日（予定） オンライン（ZOOM）
集合開催は行わ

ない
十勝総合振興局

10月中旬～
11月初旬
（予定）

80 0円

根室圏域初任者研修
・根室圏域障がい福祉
　センターあくせす根室

あくせす根室 0153-73-3178
サービス管理責任者・相談支援
専門員・教員・その他興味のあ
る方

○ ○ ○ 自閉症の特性と支援 11月24日 オンライン Zoom使用 根室 未定 60 0

日高圏域
福祉人材育成研修

・NPO法人こみっと
日高圏域障がい者
総合相談支援センター
こみっと

0146-42-2488
サービス管理責任者、相談支援
専門員、支援職員、行政・教
育・医療関係者、ほか

　 　 　 ○
①オンラインミーティングの基本
と応用

11月 オンライン 10～11月期

令和3年度道北圏域相談支援専門員と
サービス管理責任者等のためのスキルアップ
研修

・医療法人社団　圭泉会
　かみかわ相談支援センターねっと

かみかわ相談支援
センターねっと

0166-38-1180

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
サービス管理責任者、サービス
提供責任者、児童発達支援管理
責任者、相談支援専門員

○ ○

講師：MIW工房「コミュニケー
ション・ナビゲーター」姉帯　美
和子氏
※内容については検討中

12月23日 Zoomを用いたオンラインでの開催 検討中 100名 無料

令和3年度
道北圏域スキルアップ研修

・社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
・宗谷圏域障害者総合相談支援センター
　※道北3圏域共催

宗谷圏域障害者
総合相談支援センター

0162-23-6667

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
相談支援専門員、サービス管理
責任者等

○ ○ 未定 12月23日 Zoomを用いたオンライン開催 未定 未定 無料

日高圏域
福祉人材育成研修

・NPO法人こみっと
日高圏域障がい者
総合相談支援センター
こみっと

0146-42-2488
サービス管理責任者、相談支援
専門員、支援職員、行政・教
育・医療関係者、ほか

○ 　 　 　
②障害福祉の基礎
　支援者の心得

12月 オンライン 10～11月期

道北圏域スキルアップ研修

・NPO法人ウェルアナザーデザイン
・留萌圏域障がい者総合相談支援
　センターうぇるデザイン
※道北3圏域共催

留萌圏域障がい者
総合相談支援センター
うぇるデザイン

0164-56-1662

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
相談支援専門員、サービス管理
責任者等

　 ○ ○ 　 企画中 12月予定

令和3年度フォローアップ研修
・障がい者相談支援センター夢民
・総合相談支援センターHIROBA
・地域生活支援センターあ～ち

①障がい者相談支援センター夢民
②総合相談支援センターHIROBA
⓷地域生活支援センターあ～ち

①011-299-7230
②0134-31-3636
③0126-25-2727

勤務経験が5年以上の方で障がい
福祉の歴史や沿革についてあら
ためて学びたい方。

　 ○ 　 　 検討中 12月中旬開催予定 未定 未定 無料

虐待防止・権利擁護研修 ・NPO法人こみっと
日高圏域障がい者
総合相談支援センター
こみっと

0146-42-2488
市町村職員、相談支援事業所職
員、ほか

　 　 　 ○ 障害者虐待の防止と対応 12月～1月期
オンライン

または、ブロック単位で
集合研修

11月～12月期
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日高圏域
福祉人材育成研修

・NPO法人こみっと
日高圏域障がい者
総合相談支援センター
こみっと

0146-42-2488
サービス管理責任者、相談支援
専門員、支援職員、行政・教
育・医療関係者、ほか

　 　 　 ○
③精神障がい当事者のリカバリー
ストーリー

1月 オンライン 12月期

日高圏域
福祉人材育成研修

・NPO法人こみっと
日高圏域障がい者
総合相談支援センター
こみっと

0146-42-2488
サービス管理責任者、相談支援
専門員、支援職員、行政・教
育・医療関係者、ほか

　 　 　 ○ ④教育と福祉の連携 1月 オンライン 12～１月

ペアレントメンター養成研修
・北海道
（家族支援体制整備事業）

NPO法人北海道
学習障害児・者親の会
クローバー

発達障がいのある子をもつすべ
ての親

○ 　 　 　
ペアレントメンターの基本的な理
解と相談対応及び実践的な対応に
ついて学ぶ

2月19日
　　　～2月20日

新ひだか町公民館
新ひだか町静内
古川町１丁目１

－２
日高振興局 未定

日高圏域
福祉人材育成研修

・NPO法人こみっと
日高圏域障がい者
総合相談支援センター
こみっと

0146-42-2488
サービス管理責任者、相談支援
専門員、支援職員、行政・教
育・医療関係者、ほか

　 ○ ○ 　 ⑤拠点整備に向けて 2月 オンライン １月

令和3年度第2回発達障がいコンサルテー
ション

・地域生活支援
　センターあ～ち

地域生活支援
センターあ～ち

0126-25-2727

発達障がい児に係る教育機関、
児童発達支援事業所、放課後等
デイサービス事業所、その他障
害福祉事業所の従事者

○
第1回目のコンサルテーションを
受けて、その後のフォローアッ
プ。

2月頃 未定 未定 無料

道北圏域障がい福祉基礎研修（第２回）

・NPO法人ウェルアナザーデザイン
・留萌圏域障がい者総合相談支援
　センターうぇるデザイン
※道北3圏域共催

留萌圏域障がい者
総合相談支援センター
うぇるデザイン

0164-56-1662

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）市町村障がい福祉担当者、
障がい福祉サービス事業者、そ
の他障がい児・者の支援に関わ
る方〔保険、医療、福祉、就
労、教育等支援機関における担
当者等〕

○ 　 　 　 企画中 ２月予定

令和3年度フォローアップ研修
・障がい者相談支援センター夢民
・地域生活支援センターあ～ち
・総合相談支援センターHIROBA

①障がい者相談支援センター夢民
②地域生活支援センターあ～ち
③総合相談支援センターHIROBA

①011-299-7230
②0126-25-2728
③0134-31-3636

検討中 ○ 検討中 未定 未定 未定 未定 未定

令和03年度フォローアップ研修
・障がい者相談支援センター夢民
・地域生活支援センターあ～ち
・総合相談支援センターHIROBA

①障がい者相談支援センター夢民
②地域生活支援センターあ～ち
③総合相談支援センターHIROBA

①011-299-7230
②0126-25-2727
③0134-31-3636

検討中 検討中 未定 ZOOM WEB 未定 未定 未定

ケアプラン点検 ・名寄市基幹相談支援センター
名寄市
基幹相談支援センター

01654-3-2111 相談支援専門員 　 　 　 ○

計画相談の質の向上のための取組
として、障がい者の計画相談を作
成している職員が講師と個別に面
談を行い意見交換する中で気づき
を促す。

未定 未定 未定 上川総合振興局 未定 未定 無料

鷹栖町地域共生社会フォーラム ・鷹栖町
健康福祉課
地域福祉係

0166-87-2112
福祉サービス事業所職員・医療
関係者・福祉関係者

　 　 　 　

新型コロナウイルス感染症に感染
した経験に関する講演。
地域共生社会の実現を目指すため
に、講演を通じて思いやりのある
行動・助け合い・支え合いとは何
かを改めて考える。

未定 鷹栖地区住民センター
上川郡鷹栖町北1
条3丁目2番5号

上川総合振興局管
内

未定 未定

令和3年度
道北圏域虐待防止・権利擁護研修

・社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
・宗谷圏域障害者総合相談支援センター
※道北3圏域共催

宗谷圏域
障害者総合
相談支援センター

0162-23-6667

道北圏域内（上川・留萌・宗
谷）障がい者虐待防止・権利擁
護を担当する管内の市町村職
員、市町村の障がい者虐待防止
センター業務の委託先である相
談支援事業所職員等

未定 未定 未定 未定 未定 無料

スキルアップ研修
・根室圏域障がい福祉
　センターあくせす根室

あくせす根室 0153-73-3178
サービス管理責任者・相談支援
専門員・教員・その他興味のあ
る方

○ ○ ○ 権利擁護　OR　事例検討 未定 未定 未定 根室 未定 未定 0
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