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共有ツール

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

伊豆の国市から、医療・福祉・介護に携わる皆様と共有したい情報を発信します。
感染防止のため、急きょ、中止や延期となる可能性もあります。
各種会議等の開催については、各主催者にお問い合わせ下さい。
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今月の１枚

金

今年の情報～今年のうちに～♪
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皆様ご存じの救急医療情報キット。昨年の台風19号到来の際にも
役立ちました。新しい年を迎えるにあたり「1年に1度の見直し」を行
いましょう。皆さんがご支援くださっている対象者の方々へ、ぜひお声
かけをお願いします！！
配布対象者は
＊65歳以上のひとり暮らし高齢者
＊65歳以上の高齢者のみの世帯
＊身体障害者・精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方
＊上記に準ずる方で、日頃健康に不安があると認められる方
です。配布対象からは外れてしまうけれど、『私も備えておきたい』そん
な声が聴かれた際には手作りキットを準備しましたので、ぜひご紹介
をお願いします（今月のあくしゅの付録についています）。
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● 訪問サービスCを利用しませんか（詳細は裏面）
事業対象者、要支援1・2の方の自宅を専門職が訪問し、自立支援を
行います。今年度は11月末時点で４人利用しました。
退院後外出に支援が必要になっていたAさんは一人で畑へ行けるよ
うになりました。足腰の痛みのため立ったり座ったりが大変になってい
たBさんからは「やりたいことをできるようになった。」「体が楽になっ
た。」「心もケアしてくれた。」との声が聞かれています。
対象者かどうか分からない場合でも、まずはご相談ください。

● ひとり親世帯臨時特別給付金 申請受付中！
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生
活を支援する、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請を受け付け
ています（令和3年2月末まで）。児童を扶養しているひとり親の
方で、遺族年金など公的年金を受給中の方や所得制限で児童
扶養手当を申請していない方も支給対象となる場合がありますの
で、お問合せ下さい。

● 新型コロナウィルスに関する相談窓口
☆厚生労働省のHPにコロナウィルスに関するQ&Aや働く方や事
業者の方に対する支援情報が出ています。また経済産業省のHP
にも経済支援の情報が出ています。
☆市の新型コロナウィルスに関する情報
（対応や相談窓口）についての掲載⇒
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/
shingatakoronakanrenjoho.html
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時間

イベント名

場所

10:00 第一生命保険（株）沼津支社

本庁

11:00 安全安心見守りNW事業・協定締結式

内容
14:20
16:30

市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、安全安心見守
りネットワーク事業への協力に関し、協定を締結します。

家族のための精神福祉講座

こころの病の理解と治療について、薬との付き合い方、

15:30

高齢者移動支援セミナー

17:00

15:30

介護予防体操スタッフ打ち合わせ会

15:00

地域包括支援センター定例会

16:30

内容
13:30
14:30

内容
13:30
15:30

内容
13:30
15:00

内容
16:00
17:00

参加

参加
大仁庁舎
第1・2
会議室

可能

可能

不可

相談センター
0558-76-8010
地域包括

参加 のみ可能

大仁庁舎 相談センター
第3会議室 0558-76-8010

内容 令和２年度事業評価（中間）について 等
15:30

参加

0558-76-8007

内容 今後の体操教室、見守り対象者について
13:30

不可

障がい福祉課

相談支援事業所部会

内容 事例検討 ③
14:00

参加

韮山福祉・ 相談センター
保健センター 0558-76-8010

内容 先進地の事例紹介、意見交換会 等
16:00

相談センター
0558-76-8010

大仁庁舎 相談センター
第1会議室 0558-76-8010

内容 家族の対応の仕方と医療機関との付き合い方
14:00

主催

参加

不可

認知症地域支援推進員連絡会
大仁庁舎 相談センター
認知症初期集中支援チーム員会議 第2会議室 0558-76-8010
認知症キャラバン・メイトの育成等について検討
対象者の選定/対象者の支援方針・内容の検討

安全運転講座

内容 対応マニュアル検討 ③

参加

可能

韮山福祉・ 社会福祉協議会
保健センター 055-949-5818

近況報告、おしゃべりによるピアカウンセリング
訪問看護師さんからの講話

相談支援事業所部会

参加 資料入手可

大仁庁舎 相談センター
第1会議室 0558-76-8010

家族と本人を支える地域の社会資源と制度
当事者・家族の体験談

介護の会

歓迎

韮山福祉・ 韮山包括
保健センター 055-949-9213

田方自動車学校講師による高齢者講習・認知機
能検査の流れ、高齢者運転者の特徴の講和

家族のための精神福祉講座

参加

参加

歓迎

大仁庁舎 障がい福祉課
第３会議室 0558-76-8007

参加 資料入手可

会議名
日

時

参加者
内容

おしゃべり会
大仁地区内
Mさんのお宅
Mさん、参加者、大仁包括、
名
ケアマネジャー、相談センター

2020/11/12
6

会議名 高齢者移動支援セミナー
場

所

若年性認知症の家族と共に生きる皆さんの交流

若年性認知症の夫と暮らすMさんが「同じような経験をしている
人とざっくばらんに話をしたい。」「困りごとにどう対応している
か、普段感じていることは何かを他の人と話すことで、本人と家族
だけでは進まないことが少しでも進めばと思う。」と、自宅を開放
して行いました。若年性認知症の夫を介護する２名の方の参加があ
りました。１時間話が尽きることはありませんでした。
日本における若年性認知症有病率は18歳～64歳人口10万人当た
り50.9人です。高齢者が認知症を発症した場合とは異なる問題が生
じます。次回は３月に開く予定です。対象者と思われる人がいまし
たら、大仁包括までご連絡ください。

担当
会議名
日

時

参加者
内容

12

名

場

時

参加者
内容

2020/11/13
20

名

場

所

韮山福祉・保健センター

市民、地域包括、行政
生活支援コーディネーター

市の高齢化の現状、移動サービスの現状

等

全国移動サービスネットワーク副理事長・河崎民子様を講師
に迎えて、高齢者移動支援セミナーを開催しました。市内では
買い物や外出の「足」が確保できない高齢者が増えています。
セミナーでは、外出は健康と深くかかわっていることや、住民
が独自に運行して外出支援を
したり、社会福祉法人が「地域におけ
る公益的な取組」として地域と連携し
たり、地域が立ち上がる事例などを紹
介いただきました。このセミナーは来
年３月まで４回に渡って開催します。

村上

相談支援事業所部会
2020/11/12

日

第１回

担当

内田

会議名 地域づくり会議
所

大仁庁舎

市内ショートステイ・ライフサポート事
業所・相談支援事業所・障がい福祉課

グループホーム・ショートステイ・ライフサポート事業
者と情報交流

ショートステイ・ライフサポート事業所と相談支援事業
所が集まり、緊急対応の際の利用相談窓口の確認・利用可
能な対象者・空き情報などについて意見を交換しました。
空き情報のタイムリーな情報共有や緊急時に必要と思わ
れる人でも現在困っていないのでお試し利用に結びつかな
いなどの意見が出ました。
今後も定期的に情報交換会を開催することで顔の見える
関係を築いていければと思います。
担当
沖出

日

時

参加者
内容

2020/11/16
19

名

場

所 韮山福祉・保健センター

介護、高齢者福祉に関係する多職種
の方々

一人暮らしの高齢がん患者への支援、協働事例検討

コロナウィルスの感染予防の影響で、通常よりも参加者
を限定し、グループワーク形式ではないかたちで開催し
ました。
それぞれの職種から支援、関与、協働できること考え、
エコマップにまとめました。
また、別の支援の機会での「顔のみえる関係」づくりの
きっかけになればとの願い（ねらい）もあります。
担当

高久

【訪問型サービスC】は、事業対象者、要支援1･2の方に向けて社会参加や自立を支援する・促すことを目的とし、各専門職が

自宅に訪問し、個別のプログラムを提案します。対象者と共に日常生活の中での改善に取り組みます！対象となりそうな方
がいましたら、ぜひ、各包括または相談センターまでご連絡下さい。(どの職種コースも原則3か月間。1回の実施時間は60
分程度です。)

理学療法士

歯科衛生士

作業療法士

管理栄養士

＊上限回数：12回まで

＊上限回数：12回まで

＊上限回数：6回まで

＊1上限回数：6回まで

＊自己負担：500円/回
＊内容：
・身体機能改善のための
プログラム作成や指導、助言

＊自己負担：500円/回
＊内容：
・生活動作改善のための
プログラム作成や指導、助言

＊自己負担：なし
＊内容：
・栄養状態改善のためのプロ
グラムの作成や指導、助言

＊自己負担：なし
＊内容：
・むせ、咀嚼、飲み込み、口腔
内の状況に関するアセスメント

・転倒予防や自宅環境に関する
アセスメントや指導、助言

・日常生活動作に関する
アセスメントや指導、助言

・低栄養に関するアセスメント
や指導、助言

・口腔機能改善のためのプログラム
作成や指導、助言

