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時間 イベント名 場所 主催日

18
15:30

16:30

13
16:00

14
13:30

15:00

17:00

地域ケア会議の機能・実践について

（講師：土屋幸巳氏による講演・オンライン配信）

内容 地域課題の検討

新型コロナウィルスワクチン接種に関する情報

道の駅「伊豆のへそ」で地域とつながろう！！発進

　道の駅は「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの
場」をコンセプトに①休憩機能、②情報提供機能、③地
域連携機能の３つの機能があります。今回、③の機能を
活かし、コロナ禍でなかなか地域内での交流が再開で
きない地区サロンに向けて、「青空の下でサロンを」と屋
外での安全な空間を提供して下さり、市内８つのサロン
団体が道の駅を利用しサロンの再開も始めました！無料
の送迎バスもあり、利用者は園内で散歩をしたり、買い
物をしたり、久しぶりに顔を合わせる仲間との会話に花
を咲かせていました。「みんなの顔を見れただけで嬉し
い！」と、参加者のみなさんのマスクの下に笑みがこぼれ
ていました。

木

27

木

JTC会議
（自立支援地域ケア個別会議）

伊豆の国市・函南町の制度説明、高齢者福
祉サービスについて（Zoom開催）

大仁庁舎

第１会議室

「困りごと相談受付表」活用に向けたアン
ケートについて検討

　5月2日より、令和3年度中に65歳以上に

達する方より対象に、新型コロナウィルス

ワクチン接種を開始します。詳細については、

随時更新されます市ホームページにて

ご確認ください。⇒

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/shi

ngatakoronakanrenjoho.html

社会福祉協議会

055-949-5818

15:00

「まごころ農園」映像がYouTubeで配信！

内容

13

25
13:30

17

「あくしゅ」4月号にてご案内をしました、【地域共生

社会を志向した住民主体の支え活動】の県内先行

事例として、「まごころ農園」活動が

県社協公式YouTubeチャンネルにて

配信中です！ぜひ、ご覧いただき、

ご興味ある方の参加をお待ちしております！⇒

https://www.youtube.com/watch?v=7IEZp

HkWKaA

火

13

火

相談センター

参加 歓迎

月

19:00

歓迎

資料入手可

内容 参加

韮山福祉・

保健センター

伊豆の国市・函南町
介護支援専門員連絡協議会

木
若年性認知症の家族のための気軽なおしゃべりの機会。

参加希望の方は大仁包括へ連絡を。

おしゃべり会
15:00

大仁包括

介護の会 韮山福祉・

保健センター

13:30

17:00

地域課題の検討

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第3会議室

0558-76-7311

大仁

地区内

参加

13:00

（HIT居宅:倉田氏）20:30

ケアマネ連絡協

内容

大仁庁舎

第1会議室

大仁庁舎

第3会議室

参加

障がい福祉課

資料入手可

0558-76-8007

16:00
相談支援事業所部会

参加 不可

障がい福祉課

0558-76-8010

内容
自立支援・介護予防の観点を踏まえた個別会

議による検討。

相談センター

内容 参加

参加

歓迎

対象者の選定

対象者の支援方針・内容の検討

0558-76-8010

歓迎

認知症初期集中支援チーム員会議

0558-76-8007

相談センター

木 内容

0558-76-8010

大仁庁舎

第1会議室
地域づくり会議

金 内容

福祉用具事業所による福祉用具の紹介

近況報告、おしゃべりによるピアカウンセリング

参加

15:00

資料入手可

参加 歓迎

19
19:00

在宅医療・介護連携推進会議
大仁庁舎

第1会議室

相談センター

20:30 0558-76-8010

水 内容
令和3年～5年度の取組について
在宅医療に関する部会活動の計画

参加 資料入手可

20
17:30

自主勉強会
大仁庁舎

第3会議室

相談センター

18:30 0558-76-8010

木 内容

7
13:00

多田サロンにて健康講座
多田

公民館

相談センター

14:00 0558-76-8010

金 内容 脳トレ講座 参加 資料入手可

共有ツール

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。

R3.5.1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

COVID-19感染症拡大防止のため、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。

今月の１枚



　過去3年間、3包括が実施した地域ケア圏域会議から挙げられた「地域課題」を

受けて、主任ケアマネの皆さんが感じている地域課題も盛り込み、課題の共有と

解決策についての検討をしました。『解決策』の中から、主任ケアマネが実施で

きる具体的な取り組みについても意見を出し合いました。

主任ケアマネとして、地域の関係機関

（警察・民生委員・銀行等の地域資源）

とケアマネのネットワークづくりに

ついて、今年度話し合いを進めて

いくことになりました。

担当

　今年度の3包括のそれぞれの事業計画について、3包括間でも共有を

図りました。コロナ禍が長引き高齢者の見守り支援の重要度が高まる

中、地域とのネットワークづくりの強化の必要性について焦点が当た

りました。3包括がこれまでそれぞれに実施していた良い取り組み内容

を互いに吸収し、「あんしん見守り店」

への訪問や包括通信の配信を市内全域

に拡充したり、コロナ禍で途切れてし

まっていた各区との話し合いの機会の

再構築について検討をしました。

担当

住民主体サービス実施者、民生委員、診療所医

師、包括職員、第１層SC、第２層SC、行政

　令和３年度は前々から課題として挙がっていた『移動』という問題

に対し、支援を具体的に進められるようにしていこうという話となり

ました。昨年の高齢者移動支援セミナーに続き、県の事業で安全運転

講座を行えることとなったため、モデル地区を選定しつつ運転ボラン

ティアが立ち上がるようしていきます。現在の千代田といちごの里で

行っているような形の移動支援の方が広がりやすいのではという意見

も。公共交通や法律との兼ね合いもあるため、目指すところは大きい

ですが、できるところから実現できるようにしていきます。

　昨年度は話し合ったまごころ農園のDVD(県社協作成)も皆で視聴

し、継続できるようにしていこうと話しました。

名12

内容

担当

参加者

会議名 地域包括支援センター定例会

場　所 大仁庁舎　第1会議室

参加者 8 名
3地域包括支援センターのセンター長
相談センター職員

内容
今年度の各地域包括の事業計画や

地域ケア会議の開催計画について

日　時 2021/4/27 場　所

令和３年度事業計画について

会議名 主任ケアマネ連絡会

担当

各訪問看護ステーションの現状、情報交換等

田方圏域内の訪問看護ステーションの所長

伊豆保健医療センター・清水医師、行政担当

　4月に伊豆保健医療センターに赴任された内科医の清水医師もお迎えし、

各訪問看護ステーションの現状についての意見交換を行いました。函南町内

に今年4月、新たに「こもれび訪問看護ステーション」が設立され、田方圏

域内は計11か所の訪問看護ステーションとなりました。

新型コロナウィルス感染症の影響で、

病院や施設から自宅に戻るケース

も増え、訪問看護のニーズは

高まっています。

今後も多職種連携を強化して

いきましょう！

古野

参加者 名

内容

11

会議名

日　時

高久

内容

日　時 韮山福祉・保健センター

会議名 第１回　第１層協議体活動

2021/4/22 場　所

今年度の事業計画、昨年度の各包括の圏域課題に関して

のグループワーク・課題解決に向けた取り組みについて

高久

参加者 17 名

大仁庁舎　第1会議室

市内の主任ケアマネジャー、
相談センター職員

日　時 2021/4/27

2021/4/21 場　所

いずっち訪問看護ステーション所長連絡会

大仁庁舎 第1会議室

野口・秋山

知的障害

4/2は国連で定められた「世界自閉症啓発デー」です。いやし・希望・おだやかを表す「青」をシンボルカラーにして、

世界各国でイベントやライトアップなどが行われています。 また、日本では4/2～4/8までの1週間を「発達障害者啓発週間」

とし、自閉症をはじめ、発達障害についての正しい理解が進むよう啓発活動が行われています。

学習障害

・コミュニケーションの障害

・対人関係、社会性の障害

・パターン化した行動、興味・関心の偏り

※アスペルガー障害は知的障害はない

【発達障害とは・・・】

それぞれの総称として呼ばれています。各障害の特徴は

図のような関係となっています。

自閉症等の発達障害に対する理解が社会全体で深まり、本人や保護者の方々の気持ちに寄り添った

支援を考え、障がいの有無に限らず誰もがその能力を発揮し、構成社会の一員として生活できる社会に

していきたいですね。

広汎性発達障害

・自閉症 ・アスペルガー障害

・トゥレット症候群（チック症状）

注意欠陥多動性障害

（ADHD）

・不注意 ・多動 ・多弁

・衝動性


