
・受講者の定員の２倍以上を収容できる会場を確保しております。 

・座席は指定し、座席間の距離を離します。 

・研修会場での換気は、施設ごとに対応が異なります。 

①ビル管理法対応施設の場合は、特別な対応は行いません。 

②上記以外の施設は、３０分に１回の換気、又は、窓等の開放を行います。 

参考：「３つの密を避けるための手引き」 

・研修会場には手指消毒液を設置します。入場前には、手指の消毒をお願いします。 

・マスクの着用をお願いします。（※忘れた方には、配布します。） 

・発熱・咳などの諸症状がみられる方の参加はご遠慮願います。 

・参加お申込みの皆さまへ「受講票」をお送りします。ご記入の上、研修日にご持参いただきますようお願いし

ます。 

（※様式は変更する場合があります。） 

※受講者から感染者が出た場合、保健所等から参加者名簿の提供を求められた際には、参加者名簿を提供するこ

ととなりますので、受講はその同意が得られる方に限ります。 

「どちらか山に行かれますか？」と花巻温泉行き路線バスの中で知らない女性から声をかけ

られた。 通勤の方と見受けられる 2 名が乗っている。 自分はいかにも登山の格好であった。 

「万寿山とか？」重ねて聞いてきたので、 「小桜と堂ヶ沢、バラ園の上の山です」と説明したが、

あいまいに首を傾けて「はあ、何か採れるかい？気をつけてよ」と言われて別れた。 

この方が口にした万寿山を筆頭に、花巻温泉周辺は山野草が豊富、コシアブラ若葉を採取す

るもよしで愛好者が多い。 また冬期も雪は少なく長靴で歩くこともある。 今年の事情でもな

ければ、お盆過ぎの暑い日に挑まなくてもいい。 

小桜山は釜淵の滝上流の道路からすぐ目立つ円錐形である。 標高439ｍ、登山道はないが

東北電力の鉄塔下の巡視路から登る。 ゆっくり登って 3 番目の鉄塔まで細い道を進んだら左

手にある急な斜面にとりついて頂上に到達する。 やぶ山歩きとしては初級レベルだ。 最初は

成功できなくても心配ない。 経験を積んでまた挑戦すればいいのだから。 小桜山はこれでお

しまい。 同じところまで戻って、さらに調子が良いようなら次の鉄塔へと進もう。 

 谷底の沢まで降りきると丸太橋がある。 このあたりが少し難所、そしてこの一帯がお花畑に

なる。 対面をしっかりと登り返し鉄塔に着いたら大休止。 このあと時計回りに堂ヶ沢の尾根

に入る。 ただし地形図にある点線道はササに覆われ所々廃道化している。 漫然と歩くと、新

湯本温泉の源泉だった跡地に、あるいは教育センター裏の家畜慰霊場に出てしまったりする。 

単独で登るのならばスマホなどの位置機能を駆使して現在地を確実に把握したい。 縦走路の

最高地点は 392ｍ、ここに三角点類似の石標があるので発見しておこう。 三角点に比べれば

上面の角が丸い。  旧農商務省山林局が設置した主三角点という。 国土地理院の三角点なら

ば、地形図に△マークがあるのに対し、林野庁管轄のこの標識は、森林管理署に申請して入手す

る地図でないと書いていない。 面白いことに、三角点と主三角点がほぼ同じ所に設置されて

いる山も少なくないので覚えておくといい。 ここまで来てしまえば引返すよりは先に突き進む

方が近い。 また、堂ヶ沢山に近づくにつれて踏み跡がはっきりしてきて安心する、ということ

もある。 鞍部からきちんと方角を定めてひと登りすれば、堂ヶ沢山山頂の広場である。 

365.9ｍ三等三角点、正真正銘国土地理院製みかげ石が鎮座している。 

下山は TV アンテナを立てるために刈り払った新道を直線的に降りることになるので注意。 

道路地図などにある迂回するコースの方は樹木が生い茂って、まともに歩ける状態でなくなっ

ている。 新道は高浜虚子の句碑が途中にあって目印になる。 

温泉からの散策路につながって、まもなくバラ園の駐車場である。 

 
 

                          

      

    

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
岩手産業保健総合支援センターでは、産業医、衛生管理者、衛生推進者、健康管理担当者、産業

看護職、人事労務管理担当者、管理職、事業主等の「産業保健スタッフ」の活動を支援するため、
健康対策や労働衛生対策、メンタルヘルス対策等に関する研修会を開催しております。ぜひ、ご参
加ください。 

お申込み・お問合せは、当センターまで、電話 019-621-5366／FAX 019-621-5367 又は
ホームページ（https://www.iwates.johas.go.jp/）のメールフォームからどうぞ。 

   １０月開催 

日時、場所 研修テーマ等 実施内容 定員 

10月 14日(水) 
13:30～16:30 
盛岡 
マリオス 18 階 
188会議室 

労働衛生対策等研修 

テーマ：メンタルヘルス対策３の２  

休職から復職へ（復職） 

①復職準備と復職後の対応 

講 師：産業保健相談員 上田 均 

【もりおか心のクリニック 院長、認定産業医】 

②職場復帰支援（リワーク支援） 

講 師：岩手障害者職業センター 担当者 

 

メンタルヘルス不調者の復職

準備、復職後の対応のため、主

治医との関わり方や職場が配

慮すべき事項について、また

職場復帰に向けて支援機関か

ら見た留意点、取組事項など

について研修します。 

２０名 

10月 19日(月) 
13:30～16:30 
盛岡 
アイーナ 
501AB 会議室 

カウンセリング研修Ⅲ 

テーマ：コミュニケーションスキルの習得 

「アサーション」その２ 

講 師：産業保健相談員 今松 明子 

【精神保健福祉士、産業カウンセラー】 

アサーションの基本を押さ
えたうえで、ワークを取り
入れながらアサーティブな
考え方、表現方法、その際
の注意点などを学習しま
す。 

２０名 

1．研修会の開催予定 

 

研修会について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、下記の通りとさせていただきます。 
 
※ １０月開催の研修会から、研修会の参加者は岩手県内在住、もしくは県内就労の方に限定させてい

ただきます。 
 
また、今後の状況によっては、研修会に参加される皆様の健康・安全面を考慮し、延期又は中止となります 

ので、開催の有無につきましてはホームページ等でご確認ください。 

３.コラム― 岩手産業保健総合支援センター 産業保健相談員から ― 

認定産業医、労働衛生コンサルタント 

 中屋 重直 

少し冒険の道「小桜山～堂ケ沢山」 



１１月開催    

日時、場所 研修テーマ等 実施内容 定員 

11月 5日(木) 
13:30～16:30 
盛岡 
アイーナ 
501AB 会議室 

 

労働衛生対策等研修 

テーマ：労働者の健康保持に必要な課題２ 

①事業場に役立つ歯の健康（口腔保健対策） 

講 師：岩手県歯科医師会 

②健康診断の有所見者に対する事後措置 

講 師：産業保健相談員 中屋 重直 

【認定産業医、労働衛生コンサルタント】 

 

お口の健康を保つことは全身

疾患の発症を予防し、事業場

で今すぐに実践できる口腔の

健康管理について学びます。

健診を実施した結果、異常所

見（有所見）があった人に対し

て職場配置上の留意事項につ

いて研修します。 

２０名 

11月 9日(月) 
13:30～16:30 
盛岡 
岩手教育会館 
2 階 
カンファレンスルー

ム 200 

カウンセリング研修Ⅳ 

テーマ：職場で使えるコミュニケーションスキル 

「傾 聴」その１ 

講 師：産業保健相談員 今松 明子 

【精神保健福祉士、産業カウンセラー】 

コミュニケーションの基本は

相手の話を聞き理解するこ

と。では「聴く」とはなんでし

ょう。「聴く」ことの意味を含

め、傾聴の基本を学びます。聴

き方によって人間関係も変わ

っていきます。特に管理監督

者に身に着けていただきたい

スキルです。 

２０名 

11月 24日(火) 
13:30～16:30 
盛岡 
アイーナ 
501AB 会議室 

労働衛生対策等研修 

テーマ：自殺予防対策について 

①自殺者の現状と自殺対策の取組 

講 師：岩手県障がい保健福祉課 担当者 

②メンタル不調者の早期発見・支援のために 

講 師：産業保健相談員 山田 惠子 
【看護師、産業カウンセラー】 

自殺死亡率が高い岩手県の現

状と自殺予防の取組（岩手県

自殺対策アクションプラン）

について、また精神疾患とな

る前にメンタル不調者を早期

発見・支援するためのポイン

トやコツについて詳しく学び

ます。 

２０名 

11月 30日（月） 
13:30～16:30 
盛岡 
アイーナ 
803会議室 

カウンセリング研修Ⅳ 

テーマ：職場で使えるコミュニケーションスキル 

「傾 聴」その２ 

講 師：産業保健相談員 今松 明子 

【精神保健福祉士、産業カウンセラー】 

相手の話を「聴く」上で重要
なのは相手が思っていること
を引き出すことですが、相手
が受け止めている事実、状況
を受け取っていく過程を通じ
て、受け取り方の振り返りを
促していきます。 

２０名 

１２月開催    

日時、場所 研修テーマ等 実施内容 定員 

12月 10日(木) 
13:30～16:30 
盛岡 
アイーナ 

803会議室 
 

 
労働衛生対策等研修 

テーマ：職場における依存症対策 

①アルコール依存症の基礎知識 

講 師：産業保健相談員 青木 慎一郎 

【岩手県立大学健康サポートセンター 特任教授、  

労働衛生コンサルタント、認定産業医】 

②アルコール依存による健康障害 

講 師：産業保健相談員 小野田 敏行 

【岩手大学 教授（医学博士）】 

今年は外でお酒を飲む機

会はめっきり減っている

でしょうか。アルコール依

存となる精神的なメカニ

ズムと、身体面への影響と

二つの観点からアルコー

ル依存を学びます。 

２０名 

12月 12日(土) 
14:00～16:00 
盛岡 
マリオス 18階 
183・184・185 

会議室 

 
産業医研修 

テーマ：産業保健活動の促進について 

①産業医活動の促進について（健診事後措置を含む） 

講 師：産業保健相談員 茂木 隆 

【岩手県予防医学協会 産業保健部長、医学博士】 

②衛生委員会活動の促進について 

講 師：産業保健相談員 神田 永子 

【神田社会保険労務士事務所 社会保険労務士】 

認定産業医限定 

の研修会です。 

 

３０名 

12月 14日（月） 
13:30～16:30 
盛岡 
アイーナ 
803会議室 

カウンセリング研修Ⅳ 

テーマ：職場で使えるコミュニケーションスキル 

「傾 聴」その３ 

講 師：産業保健相談員 今松 明子 

【精神保健福祉士、産業カウンセラー】 

相手が何を考えているのか、

何を相談したいのかをお互い

に確認、理解することが必要

ですが、今回は、その手法につ

いて研修します。相手の意思

や気持ちを引き出し、共感し

つつ相手を理解していきま

す。 

２０名 

12月 17日（木） 
13:30～16:30 
盛岡 
アイーナ 
804（A）会議室 

 

治療と仕事の両立支援研修 

テーマ：治療と仕事の両立支援の進め方 

①治療と仕事の両立支援ガイドラインの解説 

講 師：産業保健相談員 村木 眞樹子 

【産業カウンセラー、両立支援促進員】 

②両立支援におけるコーディネーターの役割 

講 師：産業保健専門職 萩野 とも子 
【岩手産業保健総合支援センター 保健師】 
 

治療と仕事の両立支援ガ

イドラインを解説し、コー

ディネーターの役割を研

修します。 ２０名 

 
 
（注）研修については、実施内容、講師等について、予告することなく変更する場合があります。 

当センターのホームページでご確認ください。QR コードからもどうぞ。 
  

   
  

  
■ 「岩手産業保健総合支援センター」をご利用ください。 

 
 
≫≫「産業保健関係者に対する専門的研修」を実施しております。 

       岩手産業保健総合支援センターでは、産業医、産業看護職、衛生管理者等を対象として、産業保健

に関する様々なテーマの研修を実施しています。 

研修スケジュールにつきましては、当センターホームページ等でご確認ください。 
 

≫≫「個別訪問支援」をお受けしております。（※無料です。謝金・交通費等は一切いただきません。） 

メンタルヘルス対策や化学物質対策等の職場環境改善等について専門員が皆様の事業場に直接赴き、

問題点について意見交換しながら、現場の状況に応じた改善方法等をアドバイスしております。 

お問い合わせは、当センターまでお願いいたします。 
 
≫≫「治療と仕事の両立支援 」をご利用ください。 

「がん」などの長期治療が必要な労働者が、就労を継続するために必要なアドバイス等について、事

業場・労働者に対する専門的相談や個別訪問支援を行います。出張相談窓口も開設しております。 

お問い合わせは、当センターまでお願いいたします。 
    

≫≫「産業保健関係助成金」をご利用ください。 

「治療と仕事の両立支援助成金」の取扱いを行っています。 

詳しくは、≪産業保健関係助成金≫ で検索してください。 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

岩手産業保健総合支援センター 

電話 ０１９－６２１－５３６６ ／ FAX ０１９－６２１－５３６７ 

URL https://www.iwates.johas.go.jp/   E-mail  iwate@iwates.johas.go.jp 

２．ご利用案内 

 



 
 
 
 
 

 

 


