
こんにちは。岩手県高齢者総合支援センター(いきいき岩手支援財団)です。

朝夕の寒暖差が激しい季節になりました。季節の変わり目ですので、体調管理には気

をつけたいですね。

それでは、岩手県高齢者総合支援センターだよりvol.89をお届けいたします。

岩手県高齢者総合支援センターのホームページはこちらから→

毎年開催している「シルバー110番特別相談デー」、今年度も9月15日～21日の老人週間に

併せて、感染症予防対策を講じたうえ、9月17日(土)10時から15時の日程で実施しました。

当日は弁護士・医師・税理士・社会保

険労務士・認知症専門相談員の専門家

にご協力いただきながら法律・医療・税

金・年金・認知症・介護サービスなど多種

多様な相談内容について対応をしていた

だきました。

総合相談件数は20件でした。

併せてケアプラザいわてを開放し、福

祉用具や介護ロボットの見学にも応じまし

た。

当日は対面でのご相

談者様も多くいらっ

しゃいました。



● ケアプラザいわてでは、この他にも様々な介護ロボッ

トや、福祉用具などを展示しています。

● どなたでもご自由にご見学いただけます。

● ぜひ、実際に見て、触って、体験してみてください！

ほか、介護に関する図書

やDVDの貸し出しも行っ

ています。

←貸出可能な書籍・DVD

の一覧はこちらのQRコー

ドから確認いただけます。

ケアプラザいわてに新しい介護ロボットが加わりました！

100人以上の顔を覚え、名前

を呼びながら、天気・ニュー

ス・健康情報などの役に立つ

話題からユーモアあふれる話

題まで、楽しい話題を提供し

ます。

さらに、小さなエンターテイ

ナーとして、うた・ダンス・クイ

ズ・ゲーム・体操・落語を行い、

司会からカメラマンまで何役も

こなします。

PALRO（ﾊﾟﾙﾛ）

e伝之介くん

見守りを必要としている方の「起床」「立ち上がり」「離床」を、目に

見えない赤外線カメラの映像から読み解いて、シンプルな音と

光で介助者にお知らせします。

ネット環境を必要とせず、電源コンセントさえあればカンタン取り

付け、カンタン操作。

移乗です

安全に簡単で早く移乗で

きる介護ロボット。１人で１

分で移乗介助できます。

ベッドから車椅子、車椅

子からトイレなど簡単に移

乗でき、様々な場面で移

乗の負担を軽減できます。

センサーによるモーター駆動

により、適正なタイミングで必

要な力をアシストします。

軽い、優しい、動きやすいをコ

ンセプトに、今までのアシスト

スーツにない介護作業のしや

すさを実現しました。例えばト

イレ等での立位保持介助では

約59％低減、おむつ交換な

どの中腰姿勢保持では約

94％低減効果があります。

J-PAS fleairy（ﾌﾚｱﾘｰ）

介護ロボットの体験展示、及び試用貸出については、

こちらのQRコードから詳しくご覧いただけます。 →

岩手県高齢者総合支援センターでは、介護現場と開発企業

双方から介護ロボットに関する相談の受付等を行う一元的な

窓口を開設しています。

全国で17か所設置されており、当センターでは岩手県、宮

城県、山形県の皆様を対象に相談業務を行っています。

■ 相談窓口の取組について(介護現場への支援) ■
１ 各種相談への支援

介護ロボットの導入方法や活用方法に関する、介護現場か

らの相談に対応します。

具体的には、介護ロボットを活用した介護現場の業務改善

方法の紹介、導入事例、介護ロボットの製品情報や補助金・

基金の紹介等を行います。

２ 介護ロボットの試用貸出

介護ロボットを試しに使ってみたいという介護現場から、

介護ロボットの試用貸出依頼を受け付け、試用貸出企業へ取

り次ぎを行います。

３ 体験展示

現場での活用をイメージできる場として、介護ロボットに

触れ、体験することができる展示場を用意しています。



今後の研修予定

シルバー110番相談事業

○相談時間は、9時から17時まで。

○高齢者やその家族の皆様からの困りご

と・悩みごと・知りたいことなど相談に応じて

います。

○定例相談は、毎月第３水曜日、14

時から17時まで。

○お急ぎの相談については、定例相談を

待たずに随時相談として受け付けます。

○電話やオンラインでも相談できます。

（何回でも無料です。）

○書面による事例検討も実施していま

権利擁護相談

岩手県高齢者総合支援センター

TEL　019-625-7490

FAX　019-625-7494

【随時相談】

シルバー110番

フリーダイヤル

TEL　0120-84-8584

お電話お待ちしております

【定例相談・日程】

担当相談者 月 日

弁護士・社会福祉士 10月 19日(水)

弁護士・社会福祉士 11月 16日(水)

弁護士・社会福祉士 12月 21日(水)

弁護士・社会福祉士 1月 18日(水)

弁護士・社会福祉士 2月 15日(水)

弁護士・社会福祉士 3月 15日(水)

県民対象

専門職対象

【専門相談・予約制】

区分 10月 11月

　法律（弁護士）

　　9：00 ～ 12：00

7日(金)

21日(金)

11日(金)

25日(金)

　法律（司法書士）

　　9：00 ～ 12：00
14日(金) 18日(金)

　認知症

　　13：30 ～ 16：30
5日(水) 2日(水)

　認知症（出張相談） 22日(土)

10:00

~12:00

大船渡市

16日(水)

10:00

~11:30

宮古市

10月 18日 (火) リハビリテーション専門職等連携研修①

　講師：青森県立保健大学　健康科学部　理学療法学科　教授　諸橋 勇　氏

　　　　　 医療法人社団帰厚堂南昌病院　リハビリテーション科　統括主任　三浦 正徳　氏

10月 18日 (火) 福祉用具・住宅改修研修（盛岡）

　講師：岩手県立大学　社会福祉学部　教授　狩野 徹　氏

10月 29日 (土) リハ職介護予防従事者研修

　講師：青森県立保健大学　健康科学部　理学療法学科　教授　諸橋 勇　氏

　　　　　 オフィスイーハトーブ　代表　佐藤 まゆみ　氏

　　　　　 日本言語聴覚士協会　常任理事　黒羽 真美　氏

11月 4日 (金) リハビリテーション専門職等連携研修②

　講師：青森県立保健大学　健康科学部　理学療法学科　教授　諸橋 勇　氏

　　　　　 医療法人社団帰厚堂南昌病院　リハビリテーション科　統括主任　三浦 正徳　氏

11月 15日 (火) 福祉用具・住宅改修研修（二戸）

　講師：岩手県立大学　社会福祉学部　教授　狩野 徹　氏

12月 12日（月） 認知症総合支援

　講師：日本福祉大学　スーパービジョン研究センター　リサーチフェロー　野村 豊子　氏

　　　　　 岩手県立大学　社会福祉学部　社会福祉学科　講師　本間 萌　氏

12月 13日 (火) 福祉用具・住宅改修研修（北上）

　講師：岩手県立大学　社会福祉学部　教授　狩野 徹　氏11:00～16:00
北上市文化交流センターさくらホール

13:00~16:00 ホテルニューカリーナ

10:00～15:10 岩手県高校教育会館

11:00～16:00
盛岡地域交流センターマリオス

11:00～16:00
二戸市シビックセンター

10:00～16:00 オンライン（Zoom）

10:00～15:10 岩手県高校教育会館



令和４年度事業予定（下半期）

← センターだよりはこちらのQRコードからもご覧いただけます。

令和４年度下半期もどうぞよろしくお願いいたします！

岩手県高齢者総合支援センター事業
下半期も相談、研修、普及啓発の三本柱で実施します。

地域包括ケアシステム基盤確立事業
各市町村で取組みを進めている地域包括ケアシステムの構築支援の一環として、市町村や地域包括支援センターが必要とする人材の養成、

関係者間の情報交換や専門的支援、県民への普及啓発など以下の予定で実施します。積極的な参加や活用をお願いします。

事業名
年間
回数

10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 一般相談・専門相談・認知症電話相談 通年

2 地域包括ケア相談支援・権利擁護 通年

3 展示室見学対応・DVD等貸出 通年

4 業務支援研修Ⅰ 6回 11/25 12/9 1月中旬

5 業務支援研修Ⅱ 4回 12/12 2/12

6 リハビリテーション専門職等連携研修 2回 10/18 11/4

7 福祉用具・住宅改修研修 4回 10/18 11/15 12/13

8 認知症サポーター養成講座 5回

9 地域交流会の開催 毎月

10 権利擁護セミナー 1回 11/7

11 センターだより（広報・普及啓発） 6回 ○ ○ ○ ○ ○

事業名
年間
回数

10月 11月 12月 1月 2月 3月

認知症施策推進事業
(2) 認知症地域支援推進員連絡会

1回

(3) 認知症地域支援研修会 1回

(4) 認知症ケア向上支援連絡会 1回 10月上旬

2 地域ケア会議専門職派遣（弁護士・社会福祉士）

3 地域包括ケアアドバイザー派遣

生活支援サービス充実・強化事業
(3) 生活支援コーディネーター連絡会

1回 11/29

(4) 生活支援コーディネーター現地研修会 2回
1回目
10/26

2回目
11/10

(7) リハ職介護予防従事者多職種連携研修会 1回 12/3

(8) リハ職介護予防従事者連絡会 1回 2月ごろ

4

1

1月～2月

12月～1月


