
●

● 「自立支援型地域ケア個別会議」に

参加可能なリハ職他専門職募集中！！

介護保険運営協議会・地域包

括支援センター運営協議会

19:00 シズケア＊かけはしモデル事業

検討会③ 0558-76-8010

介護予防事業の中間報告 参加 資料入手可

参加

大仁

庁舎他

長寿福祉課他

0558-76-800９

内容

活動報告・パネルディスカッション「障がい者が地

域でくらしていくために必要なこと」

　＊参加していただける場合は、主催者へご一報ください。

内容
介護予防体操教室で行う体力測定の測定方

法について

可能

12・

26

大仁

庁舎

障がい福祉課

0558-76-8007

参加

12・

13

場所時間 イベント名

参加 歓迎

17:00

内容

20:30

相談センター

20:30 0558-76-8010

歓迎

相談センター

19:00

主催日

韮保C

15:30

内容水

7

大仁庁舎

17:30

自立支援協議会

（相談支援事業所部会）

16:00

ラポールあい18:00

19:30

土 内容

ケアマネ連絡協議会・市共催

多職種連携研修会
韮保C

木

20:30

参加内容
『医療と介護の連携のしおり』の見直し、『地域と外

来との連携シートの活用』についてグループワーク
木 歓迎

参加 歓迎

相談センター

事例検討会

自立支援に向けて、介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝを多職種で検

討し、利用者のQOL向上を図るための個別会議を

開催します。専門職アドバイザーとして参加可能な専

門職を探しています。希望者は相談Cまで。

18
13:30

体操スタッフミーティング 大仁庁舎
相談センター

15:30 0558-76-8010

水

水 参加 不可

水 参加 歓迎内容
シズケア＊かけはし活用の普及やインストラクター

によるコア勉強会の実施について

あやめ

会館

5
19:00

介護予防評価委員会 大仁庁舎

障がい福祉課地域自立支援協議会一般報

告会

4

内容
上半期事業報告、高齢者保健福祉計画・介護保健

事業計画策定に係る実態調査について他

4

木

11
055-944-6634

韮保C他
相談センター

0558-76-8010

0558-76-8007

12

木

内容
子どもの預かりのためのKYT(危険予測トレーニン

グ)勉強会

参加 歓迎

16:30

13:30

ここいきサポートネットワーク

事例検討会

相談センター

17

内容
歌集の編集・介護予防体操教室の新規スタッフ

現場実習・体操教室の情報交換等について
参加 可能

年末年始休業日のお知らせ

市役所　　　12/28～1/5

　緊急時連絡先：0558-76-8000

長岡包括　　12/28～1/5

　緊急時連絡先：055-946-0692

韮山包括　　12/28～1/5

　緊急時連絡先：055-949-9213

大仁包括　　12/28～1/5

　緊急時連絡先：0558-76-7311
10:00 ファミリーサポートセンター

事故防止講習
大仁庁舎

11/29認知症キャラバンメイト交流会開催！
NTT東日本伊豆病院の山上ワーカーを講師に
招き、認知症サポーター
講座の実施における
良い点や課題等につ
いてグループワーク
を行いました！

12:00 0558-76-8008

火

0558-76-8010

13:30 身体機能評価測定ボランティ

ア養成講座15:00

「誤嚥性肺炎のリスクの高い方の在宅療養支援

について」リハビリの視点を入れた事例検討会

共有ツール

伊豆の国市から、医療・介護に携わる皆様と共有したい情報を発信します。

今月の１枚

R1.12.1発行

静岡県伊豆の国市役所 福祉事務所

保健福祉・こども・子育て相談センター

電話：0558－76－8010



2019/11/5 場　所

イベント名第一層協議体活動

韮山福祉

保健センター

介護予防スタッフ育成研修（全４回）イベント名

日　時 場　所 大仁庁舎他

2019/11/14 場　所
順天堂大学

静岡病院

場　所 韮山生涯学習C

参加者

テーマ 順天堂外来と地域との連携

日　時

担当

67 名 48 名 奈古谷地区住民、韮山包括、行政職員

韮山地区圏域会議（奈古谷地区）

韮山包括

　市内外14病院・20名のｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰによる病院の紹介/意見交換

　医療と介護の連携を図るため、ケアマネと深い関わりのある市内・外の医療機関の

ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰよりそれぞれの医療機関の機能や特徴について紹介。その後、グループ

ワーク形式にて情報交換・意見交換を実施。今後も引き続き、ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰとの連

携を図っていく予定です。

韮山包括による奈古谷地区の現状説明と、参加者によるグループワーク（奈古

谷のよい所、困っていること）を実施。サロンを毎月開催してほしいなどの意見が

ありました。今後も継続してｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸを実施予定です。

イベント名 イベント名

日　時 日　時

参加者 参加者

2019/11/14 場　所 2019/11/16

居宅CM、順天堂外来看護師、MSW

内　容 内　容 外来と地域との連携をﾃｰﾏにｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

　相談業務の内容について調査することになりました。その内容を

分析し、どのように今ある資源を活用し支援していくか（面的整

備）を検討していく予定です。

8 名 56 名

担当 杉山

市保健師、県保健師が被災者訪問実施

床上浸水の家に訪問し、被害の状況を聞きながら、自宅の掃除

や片付け、乾燥や消毒の方法について説明しました。

中山間地の移動支援サービスについて

6

第二層協議体では長岡、韮山、大仁の各圏域内の移動支援策や居場所の

検討を行っています。この日は韮山・ぶなの森が開始した中山間地の移動支援

サービスや長岡地区で初めての子ども食堂について報告があり、委員からも活発

な意見交換が行われました。

担当 韮ぶな渋谷

2019/11/14.28 場　所

内　容

テーマ

ケアマネ連絡協議会

韮山福祉保健センター

社協矢田

地域づくり会議（順天堂との共催）

今までの奈古谷、これからの奈古谷

内　容 奈古谷地区の現状説明とグループワーク

事前に、病院側と地域側で課題を聴取し順天堂の外来看護師等と地域のケア

マネによるグループワークを実施。参加者からとても有意義、時間が足りないなど

の意見があったので、次回も同じテーマで実施予定です。

日　時大仁庁舎

自立支援型地域ケア個別会議（模擬会議）を実施。その後中伊豆リハの作業

療法士加納彰先生の講話とCMとリハ職によるグループワーク「自立支援に向けて

本人のなりたい姿を聞き出すためのポイント」について話し合いました。

担当 杉山

イベント名

テーマ

また、困りごとがないか、からだとこころの状態について訪問する中で確認しまし

た。今回訪問した中に、要支援者（災害時助けて欲しいという人）が含まれて

いて、「避難所まで行けなかった」「行ってもいる場所が無いから行かない」という声

が聞かれ、課題を把握することもできました。

担当 井上

日　時 2019/11/20 場　所 韮山福祉保健センター

参加者 60 名 市内居宅CM、リハ職、包括職員など

台風19号被災者訪問

日　時 10/28～ 場　所 市内床上浸水地域

訪問者数 313 名

テーマ 自立支援に向けた介護予防ケアマネジメント

内　容 自立支援型地域ケア個別会議の開催と講座、GW

居宅ケアマネ、近隣病院MSW

　市内・外の医療機関のソーシャルワーカーとの意見交換会

2019/11/1～22

参加者

テーマ

イベント名

担当 井上

テーマ

内　容

参加者 相談支援事業所の相談員

　事例検討・地域生活支援拠点について

　地域生活支援拠点の整備にむけてのニーズ調査に

ついて

テーマ

日　時

名 介護予防スタッフ及びスタッフになりたい人

介護予防体操スタッフ育成研修

伊豆の国市の現状と介護予防施策・高齢者の生理機能を学び、なぜ介護予防に

運動（楽だら体操）が必要なのか講義と実習を交えての講座を行いました。

年明けからは、実際の教室で実習を行う予定です。

イベント名地域づくり会議

イベント名

参加者 11 名 協議体委員

テーマ 第二層協議体活動報告ほか

内　容高齢者の生理機能と運動・介護予防体操プログラムについて

自立支援協議会（相談支援事業所部会）

担当 川口 担当

内　容


