
平成26年度

①会議等の開催

ミーティング 全職員

③研修の実施
ア　内部研修

内部研修 全職員

イ　派遣研修 　

認知症予防事業研修 6月27日 札幌市 看護師

後志地域包括支援センター意見交換会 7月24日 倶知安町 管理者

視察見学（特養ホーム美瑛慈光園・老健ほ
の香）

8月6～7日 美瑛町 社会福祉士

主任介護支援専門員フォローアップ研修会 8月30日 札幌市 介護支援専門員

認定調査員研修（現任研修） 9月5日 札幌市 介護支援専門員

苦情解決システム研修会 9月17日 札幌市 管理者

泊村老人ホームむつみ荘視察 8/29,9/17 泊村
社会福祉士、介護支援専
門員

主任介護支援専門員フォローアップ研修会 10月12日 札幌市 管理者

相談援助技術専門研修会 10月23日 医師会館
社会福祉士、介護支援専
門員

一般社団法人北海道介護支援専門員協会研
修会

10月25日 札幌市 保健師　看護師

北海道介護支援専門員更新研修（後期） 11月5～7日 札幌市 介護支援専門員

介護予防支援従事者研修 11月7日 札幌市 看護師

北海道介護支援専門員更新研修（後期） 11月25～27日 札幌市 介護支援専門員

介護支援専門員実務従事者基礎研修 12月9～12日 札幌市 社会福祉士

後志老人福祉施設施設長研修（主管施設） 2月9日 小樽市 管理者

小樽市介護予防支援従事者研修 2月16日 市役所 看護師、介護支援専門員

地域包括ケアセミナー 3月16日 札幌市 社会福祉士

北海道介護予防推進フォーラム 3月19日 札幌市 保健師　看護師

②保健衛生
職員健康診断 全職員

インフルエンザ予防接種 職員希望者

③地域・対外活動
ア　会議等への参加・出席

小樽・北しりべし成年後見センター事例受
任部会

5/23、3/27
成年後見
センター

管理者

小樽・北しりべし成年後見センター運営委
員会

5/20、11/27
総合福祉
センター

管理者

小規模多機能さくら運営推進委員会 6/6、7/25、12/5、3/27 蘭島
管理者、社会福祉士、看
護師

グループホームすずらん運営推進会議
5/22、7/24、9/25、
11/27、1/22、3/26 市内 社会福祉士

グループホーム夢あかり運営推進会議 10/21、11/5、3/23 市内 介護支援専門員

グループホームはる運営推進会議
5/28、9/29、12/3、2/23、

3/11 市内 社会福祉士

グループホームあすなろ運営推進会議
4/17、8/28、10/23、

1/29、3/26 市内 保健師

北西部地域包括支援センター

5/16、7/18、8/27、9/18、
10/15、1/20、2/18、3/17

4/17、5/16、6/24、7/18、
8/27、9/18、10/15、1/20、

4/11

11/10、11/14



グループホームマミーハウス幸運営推進会
議

11/25,3/4、3/31 市内 管理者

複合型マイラシーク塩谷運営推進会議
6/25、9/24、12/17、

3/18 市内 介護支援専門員

グループホーム恵みの森運営推進会議 8/2 市内 看護師

ケア・カフェおたる 6/22、8/31、10/5
総合福祉
センター

社会福祉士

地域包括支援センター意見交換会
7/18、9/16、10/21、

11/13
総合福祉
センター

全職員

意見交換会担当者会議 5/15、6/23 市役所

平成24年度地域包括支援センター管理者等会議 7/10、9/24、12/25、3/5 市役所 管理者、社会福祉士

困難事例対応担当者会議 9/2 市内 管理者、社会福祉士

北西部圏域サポーター交流会 10/27 レピオ 保健師、看護師

地域ケア会議 7/9、3/17、3/27
長和会館
市役所

管理者、社会福祉士

小樽市地域包括支援センター運営協議会 7/31、3/12 市役所 管理者

第2回認知症を考えるワールドカフェ 10/30 市立病院 管理者、社会福祉士

高齢者見守りネットワーク会議 2/10 市役所 社会福祉士

小樽市SOSネットワーク会議 2/20
小樽市保
健所

管理者

社会福祉士勉強会 5/14、9/10、3/11 市役所 社会福祉士

小樽市消費者被害防止ネットワーク会議 7/28 市役所 管理者

小樽市障がい児・者自立支援協議会 12/12、2/20 市役所 管理者

おたる地域包括ビジョン協議会 10/20 医師会館 管理者
小樽市高齢者虐待防止ネットワーク定例会議 11/10 市役所 社会福祉士

北海道ソーシャルワーク実践勉強会 3/8
生涯学習
プラザ

社会福祉士

介護予防担当者会議

4/8、5/13、,6/10、7/8、
8/19、9/9、10/14、
11/11、12/9、1/13、

2/10、3/10

市役所 管理者、保健師、看護師

介護予防フェア担当者会議
4/8、5/12、6/4、

7/4、8/19
市役所 社会福祉士、看護師

家族介護教室担当者会議 4/25、6/12 市役所 社会福祉士

小地域ネットワーク活動報告会 11/11
総合福祉
センター

管理者

サービス担当者会議（ケアマネ支援） 12/25 市内 管理者

そある総会・定例会
4/25、5/23、7/22、9/19、

11/25、2/20 市内 社会福祉士

主任ケアマネ勉強会
6/11、8/20、10/15、

12/10、2/12 市役所 主任介護支援専門員

介護予防教室打合せ 5/2 市内 保健師、看護師

イ　講座・セミナー等の開催

介護予防フェア 9/6、9/10
経済セン
タービル

管理者、社会福祉士

地域版介護予防フェア 3/18 長和会館
管理者、社会福祉士、
介護支援専門員、保健
師、看護師

家族介護教室① 5/27
勤労女性
センター

社会福祉士、介護支援専
門員

家族介護教室② 9/16,9/30
総合福祉
センター

管理者、社会福祉士

介護予防サポーター養成講座
8/22、9/5、9/19、10/3、
10/17、10/31、11/14

総合福祉
センター

保健師、看護師



介護予防サポーターフォローアップ講座 8/4、8/25、9/89/2910/6
いなきた
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 看護師

認知症サポーター養成講座 9/10 工業高校 管理者

訪問薬剤指導推進事業 2/18
市民セン
ター

管理者

蘭島ふれあいネットワーク学習会 6/27 蘭島会館 保健師

ファイヴ・コグ学習会 8/21 市役所 保健師、看護師

共睦老人クラブ出前講座 10/6 共睦会館 管理者、介護支援専門員

小樽認知症の人を支える家族の会交流研修
会

11/5
総合福祉
センター

管理者、社会福祉士

さっぽろナラティブ勉強会主催研修会 3/11 ちえりあ 社会福祉士

④その他の活動

小樽市地域密着型サービス事業所集団指導 11/26
総合福祉
センター

管理者

防災訓練①(法人・オタモイ町会合同訓練） 消防職員立会

防災訓練② 夜間想定　消防職員立会

事業所向け広報誌の発行 ニコリティ

地域向け広報誌の発行 にこりてぃ

隔月発行
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年3回


