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フードバンクへ食料をご提供ください！

13:30
地域福祉講演会

アクシス

かつらぎ

講師:常葉大学准教授　小村隆史　氏

当市に起こる災害と民生委員、社会福祉法人の役割

15:00 055-949-5818

火

13:30 自立支援地域ケア会議

（ＪＴＣ会議）15:00

医療機関⇔地域をつなぐ「情報連携シート」完成
28

内容

内容 参加 可能

金

15
0558-76-8010

いちごの

里

相談センター

0558-76-8010

055-949-9213

18

木

社協

055-949-5818

社会資源集改定の検討 参加 不可

9:30

包括社会福祉職部会

参加

健康講座（栄養講座） 各地区

韮山包括
韮山圏域CM向け事例検討会

13:30

８～

内容
各地区体操教室にて、握力、歩行能力、バランス等を

チェック。測定後ＰＴの運動指導あり。

9・

23

水

内容
講義「災害ボランティア本部って何するところ？」

ボランティアが支援に行くまでの体験など
土 歓迎

参加 歓迎

社協

講師：ﾊｰﾄﾌﾙｹｱとまり木 代表 諏訪部直美氏

ワークショップ

30
16:30 地域づくり会議（予定）

（順天堂医療相談室との共催）
順天堂

相談センター

17:30 0558-76-8010

木
テーマ：「地域と外来との連携」（第２回）

連携シートの検討など

FAXでの情報のやり取りを行うシートです。今年

度は試行で、［順天堂大学医学部附属静岡

病院･外来部局 ⇔ 地域の多職種］間での活

用を開始します。活用後の課題・問題点等ご意

見をいただければと思います。

回収期間：1/6（月）～1/31（金）

回収場所：社協窓口（韮保Ｃ、大仁庁舎）

社協では、フードドライブ事業を実施中。未開封

で賞味期限が明記されているもの、賞味期限２

か月以上ある食品を回収しています。

主催日

大仁

庁舎

15:00

内容水

15

プレーゲ

大仁

12:00

こころのケア講座

「誰かのために活動しているあなたへ」

10:00

相談センター13:30

15:00

水 内容

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部運営訓練 韮保C

金

　＊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
自立支援・重度化防止に向けて要支援者等の

プランの検討

歓迎

23 韮保Ｃ
社協

055-949-5818

参加

24

場所時間 イベント名

参加 不可

12:00

内容

17:00

相談センター

0558-76-8010

歓迎

障がい福祉課

まごころ農園居場所 利用者募集中‼

　地域おこし協力隊・千田さんのご協力のもと、まごころ

農園の作物がすくすく育っています。草むしり大歓迎、

ベンチ設置済み。シルバーカーも通れる畝間を確保。

土に触れ、野菜作りを通じて、人との交流、外出の楽

しみ、生きがいづくり、介護予防を展開します。ぜひ農

園をご活用下さい！

介護予防教室身体機能評価

16:00 自立支援協議会

（相談支援事業所部会） 0558-76-8007

各地区にて、栄養士による栄養講座を実施。調

理実習あり。
参加 歓迎

参加

各体操

教室会場

相談センター

0558-76-8010

内容

認知症徘徊高齢者の事例の検討。

参加 歓迎

木 参加 可能内容 事例検討会

韮保Ｃ

10

～

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

R2.1.6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

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

R2.1.6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

現地でお待ち

しています！



イベント名 認知症初期集中支援チーム員会議・認知症支援推進員連絡会

イベント名

参加者 18 名 評価委員

テーマ 介護予防事業の評価

内　容
・平成30年度事業評価結果

・本年度活動（中間）報告

伊豆の国市地域自立支援協議会　一般報告会

担当 内田 担当

内　容

　平成30年度の市（行政）の事業評価結果は、すべての項目で全国市町村の

平均値を上回る結果でした。各地域包括支援センターは、全国の平均値を大きく

下回る項目はありませんでしたが、引き続き自立支援・重度化防止等に向けた地

域ケア会議などに取り組んでいくことを確認しました。

担当 古野

内　容 事例に対するグループワーク・意見交換

日　時

名 運協委員

　第２部では障がい福祉サービスを利用しながら、地域で生活している当事者４名

を迎え「障がい者が地域でくらしていくために必要なこと」というテーマで実施。きめ細

やかな移動支援、地域での居場所づくりなどの要望もありました。今後も、自立支

援協議会では「みんながくらしやすいまちづくり」のための活動をしていきます。

名

テーマ
地域の実情に応じた認知症施策の推進

認知症の早期診断・早期対応のための体制整備づくり

内　容
認知症施策に関する検討

認知症初期集中支援対象者の事例検討

居宅ケアマネ、圏域の多職種

お互いの職種を理解できると、自分の役割も見えてくる！

～多職種を知ろう～

2019/12/4

参加者

テーマ

イベント名

担当 沖出

テーマ

内　容

参加者
障がい者本人及びその家族、市民、

事業所職員他
みんながくらしやすいまちづくり

　いっしょにかんがえてみませんか？
第１部　自立支援協議会の活動報告

第２部　パネルディスカッション

テーマ

地域包括支援センターの事業評価結果について

あやめ会館

　認知症キャラバンメイト交流会（11/29開催）の振り返りと次年度の活動計画

について話し合いました。初期集中チーム員会議では、事例検討を行い、早期に認

知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる“初期”の体

制を整えるための対応をしています。対象と考えられる事例があればご相談下さい。

担当 村上

イベント名

テーマ

　来年度の主マネ連絡会の事業計画と居宅における事例検討会の開催予定につ

いて話し合いました。また、地域ケア個別会議の実施方法や添付書類の検討、親

しみやすい会議の通称名について検討しました。

担当 杉山

日　時 2019/12/17 場　所 大仁庁舎

参加者 8 名
認知症地域支援推進員

認知症初期集中支援チーム員

主任介護支援専門員連絡会

日　時 2019/12/17 場　所 大仁庁舎

参加者 15

場　所 2019/12/12

市内居宅の主任介護支援専門員

事業計画と自立支援型地域ケア個別会議開催について

来年度の事業計画と居宅の事例検討会開催予定等について

介護予防事業中間報告

8

　介護予防事業の中間報告を実施。意見には、データマッピング作成や、男性参

加者を増やすための施策案には「シニアクラブ等団体へ直接声掛けする」、「運転を

キーワードにしてはどうか」などの意見が出ました。

担当 古野

2019/12/7 場　所

内　容

テーマ

第3回多職種連携研修会

韮山福祉保健センター

川口

第2回　ここいきサポートネットワーク事例検討研修会

包括と事業所の連携について

内　容 認定確定前のサービス利用における事例検討会

　今回より研修会場を市役所に移行したところ、多くの多職種の参加をいただきまし

た。グループワークでは、在宅に戻ってから、本人・家族とともに多職種が同じ目標に

向かってリハビリを展開したことで、口腔機能の向上が図られていたことに、それぞれの

役割を再認識し、改めて多職種で取り組む重要性と面白みを感じました。

70 名 35 名

担当

54 名 23 名 市内居宅ケアマネ他

大仁地域包括支援センター事例検討会

大仁包括佐藤

『医療と介護の連携のしおり』『外来と地域の情報連携シート』の活用

についてをツールとしたグループワーク

　伊豆の国市･函南町介護支援専門員連絡協議会と共催の研修会を開催しまし

た。今回は圏域の薬剤師や訪問看護師、順天堂大学静岡病院の看護師･理学

療法士・MSWなどの様々な職種の参加もあり、またひとつ進んだ『顔の見える関係

づくり』に繋がりました。

　認定結果が確定する前に先行してサービス導入をしなければならない場合の、包

括と居宅事業所の連携（協働）について、事例を通してグループワークで話し合い

をしました。協働の方法には、担当者会議への包括職員の参加や、包括へ事前協

議した旨の支援経過記録への記録などが挙げられました。

イベント名 イベント名

日　時 日　時

参加者 参加者

2019/12/12

場　所 大仁庁舎

場　所 プレーゲおおひと

参加者

テーマ 誤嚥性肺炎のリスクの高い方の在宅療養支援

日　時

医師、看護師、PT、MSW、CM、包

括、等の多職種

内　容

大仁庁舎

日　時 2019/12/11

第2回介護保険運営協議会・地域包括支援センター運営協議会イベント名

日　時 場　所 大仁庁舎他 2019/12/5 場　所

イベント名 第２回介護予防事業評価委員会


