
令和 4 年度 岩手県要保護児童対策地域協議会調整担当者（市町村職員）研修開催要項 

 

1．目的 

県内市町村要保護児童対策調整機関の調整担当者が業務に必要な知識や技術の向上を図るとともに、 

県内市町村の技術的な均てん化を図ることを目的として開催する。 

2．主催  

岩手県（ 研修受託：一般社団法人 岩手県社会福祉士会 ）  

3．開催日時 

【前期】令和 4年 10月 18日（火）13時 00分～10月 20日（木）16時 30分（初日のみ 18時 10分） 

【後期】令和 4年 11月 24日（木） 9時 20分～11月 25日（金）16時 45分（初日のみ 18時 10分） 

4．場所  

Web開催（Zoomミーティング））  

5．内容  

別紙日程のとおり 

6．対象 

A：市町村要保護児童対策調整機関の調整担当者に指名されている者（有資格者） 

B：Ａ以外の市町村職員等で、受講を希望する者 

   ※A の受講者を優先し、余席がある場合に受け付けます。一部受講可。修了認定されません。 

7．定員 

  30 名程度 

8．受講料 

 無料 

9．申込方法、申込締切及び受講の可否 

別添「受講申込書」において、メールで申し込み下さい。送信件名には「要対協調整担当者研修」

と記載下さい。「受講申込書」の書式は、当会のＨＰからダウンロードで出来ます。 

【申込先】 E-mail : itou@iwate-csw.or.jp 担当：伊藤 

【申込締切】 令和 4年 9月 26日（月）必着 

【受講の可否】9月 30日、申込されたアドレスにお知らせします。 

10．問合せ先及び事務局 

〒020-0816 盛岡市中野 2-16-1 SETビル 3階 A号 

一般社団法人 岩手県社会福祉士会（担当：伊藤・山口）TEL ： 019-613-5505    

11．個人情報の取扱いについて 

受講申込書において取得した個人情報については、本研修に関する以外の目的では使用しません。 

12．その他 

(1) 5日間完全Ｗeb開催になります。有線 LAN等の安定した受信環境を準備下さい。 

(2) 受講中に通信機器等の不具合で参加確認できない際は、欠席扱いになります。 

(3) 演習では、受講者側のマイクとカメラを使用したワークを実施しますので、1台の端末で複数 

名の受講は出来ません。 

(4) 本研修会は法定研修のため、全科目に出席しレポートの提出により修了認定となります。認

定者は、県から修了証が交付され、県で管理する名簿に掲載します。 

(5) 前期１日目（10月 18日）終了後、Ｗeb上にて意見交換・交流会を開催します。 

(6) 受講申込書は、当会のホームページからダウンロードできます。（岩手県社会福祉士会→ 

新着情報→要対協調整担当者研修→受講申込書の順になります。） 

mailto:itou@iwate-csw.or.jp


【前期】研修日程表 

【前期】 1日目：10月 18日（火） 会場：Web会場（Zoomミーティング） 

時 間 内      容 

12:30～13:00 受付 

13:00～13:20 

開校式 

1.挨拶 岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 

2.オリエンテーション 岩手県社会福祉士会 子ども家庭学校委員会 

13:20～14:50 
＜講義 1＞「子どもと家族の生活に関する法令と制度の理解と活用」 

                  盛岡市子ども未来部 次長  佐久山久美子 氏 

15:00～16:30 
＜講義 2＞「子ども虐待対応１」 

岩手県福祉総合相談センター児童女性部 児童相談第一課 主査児童福祉司 佐藤公行 氏 

16:40～18:10 
＜演習 1＞「子ども虐待対応 2」 

 岩手県福祉総合相談センター児童女性部 児童相談第一課 主査児童福祉司 佐藤公行 氏 

意見交換・交流会 ： 18:30～19:30 会場：Ｗeb会場 

【前期】 2日目：10月 19日（水） 会場：Web会場（Zoomミーティング） 

時 間 内     容 

9:00～9:20 受付 

9:20～10:50 
＜講義 3＞「子どもの成長・発達と生育環境」 

                一般社団法人 盛岡心理支援サービス 臨床心理士  土屋文彦 氏 

11:00～12:30 
＜講義 4＞「子ども家庭相談援助及び実施体制」 

              岩手県立大学社会福祉学部 人間福祉学科 教授 三上邦彦 氏 

12:30～13:20 昼食・休憩 

13:20～14:50 
＜講義 5＞「子どもの生活に関する諸問題」 

                          岩手大学大学院 教育学研究科 教授  山本奨 氏 

15:00～16:30 
＜講義 6＞ 「子どもの所属機関の役割と連携」 

岩手県社会福祉士会 子ども家庭学校委員会  砂田麻子 氏 

【前期】 3日目：10月 20日（木） 会場：Web会場（Zoomミーティング） 

時 間 内     容 

9:00～9:20 受付 

9:20～10:50 
＜講義 7＞ 「児童相談所の役割と機能」 

岩手県福祉総合相談センター児童女性部 児童相談第一課 上席児童福祉司 加藤秀樹 氏 

11:00～12:30 
＜講義 8＞「母子保健の役割と保健機関との連携」 

                 岩手県立大学看護学部 看護学科  講師 蘇武彩加 氏 

12:30～13:20 昼食・休憩 

13:20～14:50 
＜講義 9＞「子ども家庭支援のためのソーシャルワーク」 

岩手県社会福祉士会 子ども家庭学校委員会 坂口繁治 氏 

15:00～16:30 

 

＜講義 10＞ 「社会的養護と市町村の役割・連携」 

           岩手県児童福祉施設協議会 会長 ことりさわ学園 園長 田中仁 氏 

※講師及び日程が変更になる場合があります。 

 

 



【後期】研修日程表 

【後期】 1日目：11月 24日（木） 会場：Web会場（Zoomミーティング） 

時 間 内    容 

9:00～9:20 受付 

9:20～10:50 
＜演習 2＞ 「会議の運営とケース管理」 

岩手県保健福祉部子ども子育て支援室子ども家庭担当 米澤克徳 氏 

11:00～12:30 
＜演習 3＞ 「子ども虐待対応 3」 

岩手県福祉総合相談センター児童女性部児童相談第一課 保健師兼児童福祉司 村上優 氏 

12:30～13:20 昼食・休憩 

13:20～14:50 
＜講義 11＞ 「子ども家庭相談の運営と相談援助の在り方」 

特別区職員研修所 教務第２課 児童相談研修係長 坂入健二 氏 

15:00～16:30 
＜演習 4＞ 「子ども家庭相談の運営と相談援助の在り方」 

特別区職員研修所 教務第２課 児童相談研修係長 坂入健二 氏 

16:40～18:10 
＜情報交換＞ 「各市町村の相談支援の状況について」  

岩手県社会福祉士会  子ども家庭学校委員会 

 

【後期】 2日目：11月 25日（金） 会場：Web会場（Zoomミーティング） 

時 間 内     容 

9:00～9:20 受付 

9:20～10:50 
＜講義 12＞ 「要保護対策地域協議会の運営」 

岩手県福祉総合相談センター児童女性部 児童相談第一課 主任児童福祉司 竹田恵士 氏 

11:00～12:30 
＜演習 5＞ 「要保護対策地域協議会の運営」 

岩手県福祉総合相談センター児童女性部 児童相談第一課 主任児童福祉司 竹田恵士 氏 

12:30～13:20 昼食・休憩 

13:20～14:50 
＜講義 13＞ 「子どもの権利擁護と法的対応」 

                岩手弁護士会 子どもの権利委員会 弁護士 須山通治 氏 

15:00～16:30 
＜演習 6＞ 「子ども家庭支援のためのソーシャルワーク」 

岩手県社会福祉士会 子ども家庭学校委員会 坂口繁治 氏 

16:30～16:45 閉校式  

※講師及び日程が変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


