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先輩、後輩が交流し、
お互いを理解し、高め

合う

福祉職員として
の基本を学ぶ

先輩職員としての後輩
との接し方を学ぶ

チームでの仕事
の仕方を学ぶ

後輩指導、チームマ
ネジメントを学ぶ

人材育成、組織強化
について学ぶ
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団体名 高知県社会福祉法人経営者協議会

団体概要

設 立 平成5年4月1日

代表者名 会長 楠目 隆

事務局住所 高知市朝倉戊375-1 県立ふくし交流プラザ1階

Ｔ Ｅ Ｌ 088-844-4611 Ｆ Ａ Ｘ：088-844-9443

活動概要

県内で社会福祉施設を経営する社会福祉法人（高齢・障害・児童・保育の4種別）約70法人が加入

している団体です。主体性・自律性を持った法人経営の実現に向けて、法人の経営力向上に資する

事業を行っています。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

経営協セミナー

（前期・後期）

社会福祉法人の

役職員（会員・

非会員）

・社会福祉法人制度改革フォローアップ

・「自立的な社会福祉法人経営」の確立に向けて

未定

団体名 高知県老人福祉施設協議会

団体概要

設 立 昭和47年6月26日

代表者名 会長 井上 章

事務局住所 高知市朝倉戊375-1 県立ふくし交流プラザ1階

Ｔ Ｅ Ｌ 088-844-4611 Ｆ Ａ Ｘ 088-844-9443

Ｍａｉｌ info@kochi-roshikyo.jp/

ホームページ http://www.kochi-roshikyo.jp/

活動概要

当協議会は高知県内にある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、軽費老人

ホーム・ケアハウス及び老人デイサービスセンター(通所介護)が会員となり、相互の連絡を密にす

るとともに、施設経営や職員の資質向上のための研修会を通じて会員施設・事業所の発展と老人福

祉の向上につとめることを目的としています。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

平成29年度全国

老人福祉研究会

議（高知会議）

老人福祉施設の役職員（会員・非会員） 各施設の取り組みなど

の発表

平成29年10月17日

(火)～18日(水)

施設長研修会 老人福祉施設の施設長等
現在、課題になってい

るテーマを取り上げる

（随時決定）

未定
各職種別研修会 老人福祉施設の職員（介護・看護・事務・栄養

士・生活相談員・介護支援専門員・機能訓練

指導員）

養護老人ホーム

部会・研修

老人福祉施設の役職員（会員）

軽費老人ホーム・

ケアハウス部会・

研修

老人福祉施設の役職員（会員）

デイサービスセ

ンター研修会

老人福祉施設の役職員（会員・非会員）

高知県カントリー
ミーティング

老人福祉施設の若手役職員（会員・非会員） 平成30年2月頃

団体名 高知県老人保健施設協議会

団体概要

設 立 平成7年

代表者名 内田 泰史

事務局住所 高知市塚ノ原36

Ｔ Ｅ Ｌ 088-843-4700 Ｆ Ａ Ｘ 088-843-5277

Ｍａｉｌ pia-kakehashi@guitar.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.kochi-roken.org

活動概要
当協議会は、高知県内の32の老人保健施設が会員となりそれぞれの地域で、利用者の尊厳を守り、

安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し総合的に援助しています。

※高知県介護老人保健施設大会を毎年開催しているが、Ｈ29年は全国大会が愛媛で開催されるため、高知大会は開催し

ない。
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団体名 高知県宅老所・グループホーム連絡会

団体概要

設 立 平成15年

代表者名 内田 泰史

事務局住所 高知市塚ノ原33-1

Ｔ Ｅ Ｌ 088-843-6007 Ｆ Ａ Ｘ 088-854-3151

Ｍａｉｌ jimukyoku@kochi-gh.org

ホームページ http://www.kochi-gh.org/

活動概要

認知症高齢者を中心とした小規模で家庭的な個別ケアの実践に携わる宅老所・グループホームが、

高知県内でゆるやかにネットワークを形成することで、支援を必要とする地域や住民の生活・福祉

の向上と、小規模で家庭的な個別ケアの推進を図ることを目的とする。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

四国交流

フォーラム

会員・一般 Ｈ29年は愛媛県にて開催。 秋頃

中部・西部・東部

研修会

会員・一般 各ブロックにて開催（各１回） 秋～冬

記念講演会 会員・一般 未定 平成29年6月18日(日)

団体名 高知県児童養護施設協議会

団体概要

代表者名 谷本 恭子

事務局住所 高知市新本町1丁目7-30

Ｔ Ｅ Ｌ 088-872-1996 Ｆ Ａ Ｘ 088-822-3845

Ｍａｉｌ kochi-tenshien@opal.ocn.ne.jp

活動概要

県内の児童養護施設８施設、乳児院１施設、児童心理治療施設１施設、児童家庭支援センター３セ

ンターの職員をもって構成している団体です。児童福祉の向上のための必要な事業の実施や職員

の資質向上・子どもの人権擁護等の研修、施設間の交流事業等の活動を実施しています。また、四

国ブロックや全国の児童養護施設協議会と連携して様々な研究、研修活動を行っています。

研修名 対象（※） テーマ・内容 開催時期

新任職員研修 入職1～3年目 措置の仕組み、愛着について 平成29年6月

中堅職員研修 入職5年目以上 中堅職員の役割について 平成29年11月

人権擁護研修 全職員 児童の人権侵害防止について 平成29年9月

心理職員研修 心理職員 子どもの情緒発達を育むため 年4回（時期未定）

ＦＳＷ研修 家庭支援専門相談員 子どもと家庭の支援 年4回（時期未定）

食育研修 全職員 食育について 年1回（時期未定）

団体名 高知県保育所経営管理協議会

団体概要

設 立 1961年（昭和36年）10月3日

代表者名 会長 戸田 隆彦

事務局住所 高知市本町４－１－３７ 丸の内ビル３階３号

Ｔ Ｅ Ｌ 088-823-5804 Ｆ Ａ Ｘ 088-823-5814

Ｍａｉｌ hokankyo@kochi.email.ne.jp

ホームページ http://www.ne.jp/asahi/hokankyo/kochi/

活動概要

高知県に所在する、地方公共団体又は社会福祉法人が経営する保育所、認定こども園及び地域型保

育事業所（以下「保育所等」）を会員とし、保育所等の掌に有るものの相互間の連携をはかり、経営

能力の向上につとめると共に、保育行政財政の拡充を推進し、施設を守り、保育事業の振興、児童

福祉の進展に寄与することを目的に活動をしております。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

平成29年度

高知県保育所長

等研究会

保育所経営者、所長及び職員、市町

村保育担当者（会員、非会員）

講師による講演が主流 平成30年

2月頃予定

※会員施設職員が対象です。
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団体名 高知県身体障害者（児）施設協会

団体概要

設 立 平成５年４月１日

代表者名 黒田 孝道

事務局住所 高知市池２１７１番地５ アドレス・高知

Ｔ Ｅ Ｌ 088-837-3366 Ｆ Ａ Ｘ 088-837-3301

Ｍａｉｌ mireniamu@ceres.ocn.ne.jp

活動概要

本会は、高知県福祉施設協議会に属する身体障害者（児）の福祉を専門に施設運営を行う会員の加

入制によって構成されており、会員相互の連絡調整を図るとともに、それぞれの使命達成のための

調査、研究、広報活動など、身体障害に関する福祉の向上に資する諸事業を専門的に行っている。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

高知県身体障害者

（児）施設協会（施設

長セミナー）・高知

県社会就労センター

協議会

合同管理者研修会

会員施設の管理者 障害者福祉に関する諸課題について外部講

師の講演や行政説明等。

平成29年度の内容は未定。

H30.1頃

高知県身体障害者

（児）施設協会（作業

部会）・高知県社会

就労センター協議会

合同職員研修会

会員施設職員 障害者就労関係事業所の持つ生活支援と就

労支援の両面にわたる職員の資質向上を目

的とし、先進地や県内の活動報告、外部講師

の講演、分科会、行政説明等を行う。

平成29年度の内容は未定。

H30.1～2頃

高知県身体障害者

（児）施設協会（生活

部会）研修会

会員施設職員 会員施設職員の知識・技術の向上を目的と

し、事例発表、外部講師による講習等を行う。

平成29年度の内容は未定。

H30.1～2頃

団体名 高知県ホームヘルパー連絡協議会

団体概要

設 立 昭和46年12月10日

代表者名 会長 小松 妙

事務局住所 高知市朝倉戊375-1県立ふくし交流プラザ4階

Ｔ Ｅ Ｌ 088-844-9019 Ｆ Ａ Ｘ 088-844-3852

活動概要

高知県内のホームヘルパーを中心に同じ職種でなければ解決できない課題解決に向けて、ともに

考え学ぶことで、技術・意欲の向上を持つことを目的として設立された職能団体です。ホームヘル

プの専門性を高める研修会や、サービス提供責任者研修、障害福祉に関する研修など、ホームヘル

パーの業務に特化した研修会を開催しています。県域におけるヘルパーだけの集まりですので、

研修会ではヘルパー同士水入らずの交流・意見交換ができます。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

全体研修会 訪問介護事業所の職

員、介護等業務に従事

する者等

介護の専門家による、ヘルパーのスキルアッ

プ向上のための研修

Ｈ29.5頃

サービス提供責任者

養成研修会

サービス提供責任者や

就任予定者、候補者等

サービス提供責任者の役割の基本と全体像

を学ぶ研修

Ｈ29.7頃

サービス提供責任者

現任研修会

サービス提供責任者 サービス提供責任者に求められる役割や基

礎的な業務内容を理解し、今後のサービス

提供及びキャリアアップに役立てるための

研修

Ｈ29.9～12頃

ブロック別研修会 訪問介護事業所の職

員、介護等業務に従事

する者等

介護支援専門員との連携を強化し、相互理

解を生む研修会

県内５ブロック（安芸・中央東、高知市、中

央西、高幡、幡多）で開催

Ｈ29.9～12頃

ホームヘルパー現任

研修会

介護職員初任者研修の

修了者又は修了予定者

ホームヘルパー養成課

程修了者（1～3級）

介護福祉士

障害特性を理解したホームヘルパー養成の

ための研修

Ｈ30.1～3頃

25



団体名 高知県リハビリテーション研究会

団体概要

設 立 平成元年12月

代表者名 会長 宮本 寛

事務局住所 高知市朝倉戊375-1 県立ふくし交流プラザ4階

Ｔ Ｅ Ｌ 088-802-2611 Ｆ Ａ Ｘ 088-844-3852

ホームページ http://rihaken.sakura.ne.jp/rihab/

活動概要

高知県内のリハビリテーションの充実、発展を目指し、地域の保健・医療・福祉の向上に寄与する

ことを目的としています。大会は、年に２回開催しており、研究・実践活動発表を主な内容とする

「春の大会」と、そのときどきのテーマに即した講演等を主な内容とする「冬の大会」とに位置付

け、毎回、県内の保健・医療・福祉関係者等が業種や職種を超えて会します。従来からの医学的な

リハビリテーションだけでなく、地域リハビリテーションの観点から、また利用者・対象者の生活

すべてを支える取組、地域社会とのつながり、多様な業種・職種の連携など、様々なテーマに取り

組んでいます。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

高知県リハビリ

テーション研究

大会

医療・福祉の専門職、一般、学生 その時々のニーズに即した講演等

やリハビリテーション等に関した

研究・実践活動発表

年２回開催

（7月・2月頃）

団体名 高知県介護福祉士会

団体概要

設 立 平成3年5月25日

代表者名 会長 佐井 健二

事務局住所 高知市朝倉戊375-1 県立ふくし交流プラザ１階

Ｔ Ｅ Ｌ 088-844-4611 Ｆ Ａ Ｘ 088-844-9443

Ｍａｉｌ ccw@kaigo-kochi.jp ホームページ http://kaigo-kochi.jp/

活動概要

高知県介護福祉士会は、介護福祉士や介護福祉士を目指す方々を対象に、知識・技術及び心（福祉

の心）の資質向上を目指す、個人会員で構成している団体です。会員の皆様等を対象に様々なテー

マで研修会を開催するとともに、介護分野の情報をいちはやくお届けしております。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

第1回全体研修会 介護福祉士・介護職員等 慢性疾患の基礎知識と介護福祉士

に求めること

4月22日

介護福祉士基本

研修

介護福祉士資格取得後２年未満の

方等

介護過程の展開及びその前提とな

る生活支援としての介護の視点や、

自立支援の考え方を中心に学ぶ。

5月18・19日

6月24・25日

（全4日間）

リーダー養成研

修

現場で従事している介護福祉士・

介護職員

介護技術の根拠に基づいた指導方

法を学ぶ。

7月頃

8月頃

リスクマネジメ

ント研修①

介護福祉士・介護職員等 虐待防止と職業倫理について

西部と中央で各１回開催予定。

9月頃

実習指導者フォ

ローアップ研修

実習指導者講習会修了者 実習指導者の資質向上を目的とし

たフォローアップ研修。

9～10月頃

リスクマネジメ

ント研修②

介護福祉士・介護職員等 未定 10月頃

介護福祉士国家

試験摸擬試験

介護福祉士国家試験受験者 介護福祉士国家試験受験者を対象

とした摸擬試験を行う。

10月頃

11月頃

（2回）

実習指導者講習

会

介護福祉士として3年以上実務に

就いている方で実習指導者になる

（予定）方及び現に実習指導を行っ

ている方。

本講習会は実習施設・事業等Ⅱの指

導者資格として必要とされる「厚生

労働省が別に定める研修課程」であ

り、実習指導における指導方法等に

ついて必要な知識と技術を習得す

ることを目的として開催する。

11月頃

12月頃

（全4日間）

障がい系研修 介護福祉士・介護職員等 未定 12月頃

認知症研修 介護福祉士・介護職員等 未定

※日程は予定ですので、変更になる可能性があります。また、追加で研修を行う場合もあります。詳細は随時ホームペー

ジに掲載いたします。
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団体名 高知県介護支援専門員連絡協議会

団体概要

設 立：平成14年5月

代表者名：会長 廣内 一樹

事務局住所：高知市南久保1-16 (一社)高知在宅支援ネットワーク内

Ｔ Ｅ Ｌ：088-803-7065 Ｆ Ａ Ｘ：088-813-0244

Ｍａｉｌ：info@kochi-caremanager.jp

ホームページ：http://kochi-caremanager.jp/

活動概要

当協議会は、介護支援専門員の「資質向上」「職業倫理の向上」「知識・技術の向上」等を目指し、

研修会の開催や各種イベントなどの情報を発信しています。 また、各関係機関、多職種団体との

連携を図りながら、県民の皆様の保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的に平成14年5月に

発足いたしました。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

スキルアップ研

修会

介護支援専門員 国が求める介護支援専門員とは？（仮） 5月20日(土)

スキルアップ研

修会

主任

介護支援専門員

主任介護支援専門員スキルアップ研修 7月8日(土)

スキルアップ研

修会

介護支援専門員 認知症の人の心の理解（仮） 9月2日(土)

スキルアップ研

修会

施設

介護支援専門員

施設でのケアマネジメントについて（仮） 11月11日(土)

スキルアップ研

修会

主任

介護支援専門員

主任介護支援専門員スキルアップ研修 1月27日(土)

団体名 高知県保育士会

団体概要

設 立 昭和30年12月10日

代表者名 会長 立石 由香

事務局住所 高知市朝倉戊375-1 県立ふくし交流プラザ１階

Ｔ Ｅ Ｌ 088-844-3511 Ｆ Ａ Ｘ 088-821-6765

活動概要
よりよい保育や子育て支援の実現のために保育に関わる方の専門性、社会的地位の向上および関

係機関との連携推進をはかることを目的として活動しています。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

研修１～４ 保育士等

(会員・非会員)

運動リズム・保育指針・発達支援・絵本・保

育要録等

Ｈ29.6月

～11月頃

保育講座

(研修５)

保育士等

(会員・非会員)

講演「保･幼･小の連携について(仮)」

講師 鳴門教育大学 教授 木下光二氏

Ｈ29.9月

～10月頃

保育研究集会 保育士等

(会員・非会員)

全体会講演

6分科会

Ｈ29.12.3
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団体名 公益財団法人 介護労働安定センター高知支部

団体概要

設 立：平成4年7月1日

代表者名：支部長 大谷 浩子

事務局住所：高知市本町４丁目２番５２号住友生命高知ビル９階

Ｔ Ｅ Ｌ：088-871-6234 Ｆ Ａ Ｘ：088-871-6248

Ｍａｉｌ：kochi@kaigo-center.or.jp

ホームページ：http://www.kaigo-center.or.jp/

活動概要
介護労働者の福祉の増進、雇用管理の改善、職業能力の開発、向上、介護労働者の適正な需給調整

のための援助等を行っています。

研修名 対象 テーマ・内容 開催時期

同行援護従業者

養成研修（一般課

程）

ヘルパー２級以上かつ

同行援護に従事を希望

する方又は現に従事す

る方

視覚障害により移動に困難を有する方の外

出を支援するため、一般的な知識及び技術

を有する同行援護従業者の養成。

平成29年4月

19日（水）

20日（木）

24日（月）

25日（火）

同行援護従業者

養成研修（応用課

程）

同行援護従業者養成研

修（一般課程）を修了

した方

平成30年4月以降、同行援護を提供する事

業所でサービス提供責任者になるための必

須研修。

平成29年5月

16日（火）

17日（水）

全身性障害者移

動支援従業者養

成研修課程

ヘルパー２級以上の方 全身性障害を持った方の外出時の歩行や食

事等の援助方法を学び、地域で暮らす障害

者の自立生活及び社会生活を支援するガイ

ドヘルパーの養成。

平成29年11月

28日（火）

29日（水）

知的障害者移動

支援従業者養成

研修課程

ヘルパー２級以上の方 知的障害を持った方の外出時の介護等に必

要な知識、技能を有するガイドヘルパーの

養成。

平成29年11月

15日（水）

16日（木）または17日（金）

医療的ケア教員

講習

医師、保健師、助産師

又は看護師資格を取得

後5年以上の実務経験

を有する者、かつ介護

福祉士養成施設等で、

医療的ケアを教授（予

定含む）する者

介護施設における介護スタッフへの喀痰吸

引の指導看護師、介護福祉士に対する就業

前の実地研修の指導看護師、実務者研修の

「医療的ケア」の講師の養成。

平成30年2月

7日（水）

介護支援専門員

（ケアマネ）試験

対策

平成29年度介護支援

専門員試験受験予定の

方

今年度の試験合格に向け、介護支援分野・

保健医療分野・福祉分野の試験対策。

平成29年8月

7日（月）

8日（火）

介護福祉士受験

対策

平成29年度介護福祉

士試験受験予定の方

今年度の試験合格に向け、試験対策。 平成29年11月

21日（火）

22日（水）

短期専門コース

認知症の方の想

いを探る

介護に携わる方及び認

知症に関心のある方

実践例も交えながら、認知症の方との関わ

りのヒントを見つけ、より良い関係性を築

いていただく一助とする。

平成29年5月

24日（水）

短期専門コース

笑 い ヨ ガ リ ー

ダー養成講座

介護に携わる方及び笑

いヨガに関心のある方

笑いヨガの神髄を体感し、現場・地域で活

用する。全１２時間の講習を受けると、「笑

いヨガリーダー」に認定される。

平成30年1月

10日（水）

17日（水）

24日（水）

短期専門コース

介護現場でのコ

ミュニケーショ

ンを考える

介護に携わる方 効果的なコミュニケーションを図るため、

自己覚知と人間心理を理解し、より良い関

係を築く。

平成29年12月

14日（木）

短期専門コース

介護現場におけ

るフットケア

介護に携わる方 足病変の認識及び観察力を高め、重症化す

る前に、介護職の立場から、「防ぎ得た足病

進行の撲滅」を図る。

平成29年12月

８日（金）

短期専門コース

姿勢と動き～ア

セスメント力・観

察力を高める～

職場の改善に取り組め

るリーダークラスの職

員で、1事業所複数名

での参加が望ましい

ケアする者のアセスメント力・観察力を高

めることにより、利用者の健やかな生活の

維持・向上を図る。職場のケアの改善と、

利用者及びケアする者に笑顔が増えていく

ことを目的とする。

平成30年2月

14日（水）

21日（水）

28日（水）

3月7日（水）

4日間（全２０時間）
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