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　　道の駅「伊豆のへそ」de体操教室！
　
　体操会場にエアコンのない教室に通われている方を
対象とし、７月28日（水）に道の駅「伊豆のへそ」で楽だ
ら体操を実施しました。当日は、12名の参加があり、体
操を終えた参加者は、皆、晴れ晴れとした表情でした。
　体操の後は、村の駅で、野菜やお弁当などのお買い物
を楽しまれたようでした。
　参加された方からは、
「気分転換になってすごく
楽しかった。」や、「体操を
やったら足がすっきりしたよ。」
などの感想が聞かれました。
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　7月28日現在、50歳以上の市民に接種券を発送しています。ワクチン接

種の際は、事前予約が必要です。

【接種会場について】

　●集団接種会場

　　＊韮山福祉・保健センター：8月23日（月）・30日（月）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31日（火）の予約を開始。

　　＊アクシスかつらぎ：8月24日（火）・25日（水）・26日（木）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　27日（金）・28日（土）分の予約を開始。

●個別接種

＊順天堂大学医学部附属静岡病院：8月10日～31日（土日除く）までの

予約を受付中。

＊伊豆保健医療センター：8月26日～31日までの予約を受付中。

※今後の日程については、ワクチンの供給量が決定次第お知らせします。

　・ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)

　・新型コロナワクチン接種済証

　・64歳以下の方への接種券発送のスケジュールと予約方法

等、詳細については、市ホームページにてご確認ください。

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

joho.html　　　　⇒

　　　　　　【問い合わせ先】

　　　　　　　伊豆の国市コールセンター

　　　　　　　0570-055-671(平日8：30～17：15) 木

Zoom/

大仁庁舎

第1会議室

相談センター

18:00 0558-76-8010

在宅医療の現状とこれからの課題

高齢者及び障がい者虐待防止・

成年後見ネットワーク会議

水 内容
委嘱状交付、令和２・３年度の活動について

虐待通報ケースについて

場所 主催日

17

0558-76-801011:00

不可

内容

木

秋季からの笑顔の食材市に向けて、課題の確認と改善

策への取り組み方法について

大仁庁舎

第１会議室

庁内対象に実施した「困りごと相談受付表」に

関するアンケートまとめ

新型コロナウィルスワクチン接種に関する情報

内容

10

15:30

時間 イベント名

12

火

大仁庁舎

第3会議室

相談センター

参加

20
19:00

20:00

17:00

「医療・福祉の役割
～持続可能な共生社会に向けて～」

内容 事例検討④ 参加 不可

26

資料入手可

5

火

伊豆保健医療センター

参加 可能

月

不可内容 参加木
トヨタユナイテッド静岡(株)他、トヨタグループ3社と

地域の見守りに関する見守り協定の締結

安全安心見守りネットワーク協定
締結式15:00

相談センター

介護の会

金

水

相談センター

0558-76-8010

大仁庁舎

第1会議室

参加

0558-76-0111

Zoomにて

参加可
医療と福祉の多職種勉強会

0558-76-8010

木

内容

13:30

訪問看護ステーションの現状について

在宅医療の課題についての情報共有
参加

大仁庁舎

第3会議室

相談センター

内容

資料入手可

17:00

参加 歓迎

18
16:00

いずっち訪問看護st.所長連絡会

歓迎

認知症地域支援推進員連絡会/

認知症初期集中支援チーム員会議

韮山福祉・

保健センター

相談センター

16:00

0558-76-8010

16

16:30

0558-76-8007

16:00
相談支援事業所部会

障がい福祉課

内容 参加

参加

歓迎

９月開催認知症サポーター養成講座につい
て／対象者の選定、支援方針の検討

大仁庁舎

第3会議室

社会福祉協議会

15:00 055-949-5818

近況報告、
おしゃべりによるピアカウンセリング

内容

参加 不可

24
17:00 ここいきサポートネットワーク推進事業

【在宅医療に関する講演会】

火 内容

19
18:30 0558-76-8010

資料入手可

自主勉強会
17:30

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第3会議室

0558-76-8010

大仁庁舎

第1会議室

参加

相談センター

内容

10:00 千代田

公民館笑顔の食材市　検討会

事例検討③（児童）

17:00

障がい福祉課

14:00

0558-76-8007

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。

R3.8.1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

夏季にて

お休み



　前回に引き続き、静岡県東部発達障害者支援センター「アスタ」の岡

田祐輔先生を講師にお招きし、「おとなの発達障害について」勉強しま

した。

　今回は事例を基に対応についてアドバイスをいただきました。対応が

難しいケースも事例検討を通して、当事者を客観的に捉え、自分たちの

対応を冷静に振り返ることができました。さらに岡田先生からのアドバ

イスで方向性が見え、「明日からもがんばろう」という気持ちになりま

した。

　対応に追われる中、時には立ち止まって振り返ることも大切ですね。

日　時 2021/7/16

2021/7/7

会議名 相談支援事業所部会

担当

第1層・2層圏域活動報告、

R3年度 居場所ボランティア交流会について

民生委員、理学療法士、住民主体サービス実施者、

地域包括、社協、行政

　今回は、今年度の居場所ボランティア交流会について話し合いました。

（昨年度はオンライン居場所について取り上げ、30名ほど参加するも手上

げはありませんでした）コロナ禍が続いていることもあり、参加の間口を広

げるためZoomとつなげながらの開催をしてみてはどうかという意見や、今

居場所開催にあたって困っていることについて事前アンケ―トをとったり、

コロナ禍になって工夫していることを話す交流会にしてはどうかと意見が出

ました。

　他に、移動支援として「しょうれんじこども園」の園長先生から、利用し

ていない送迎バスの活用について相談があり、活用方法について協議を進め

ているという報告もありました。運転ボランティアの養成講座を行っている

ので、上手くつなげていき、伊豆の国市市民の外出機会が増えるような仕組

みづくりを協議体で引き続き話し合っていきます。

野口

参加者 名

内容

12

場　所

場　所

担当

 地域づくり会議は、高齢者サービス、介護関連の職員で実施してきたもの

ですが、今回は、近年事例が増えている精神障がいの高齢者への対応を学

ぶために、架空事例を設定し、グループワークを実施しました。

 また、伊豆の国市民が主に受診している近隣の精神科病院から相談員４

名、障がいの相談支援事業所の相談員３名、市の障がい担当者にも参加い

ただき、それぞれの経験やできること、相談をするときに必要な項目、お

互いの職種に期待したいことなどの情報交換、障がい支援制度の説明もい

ただきました。

 事例への対応、相談時の留意点を話し合う中で、「顔の見える関係」「相

談しあえる関係づくり」のきっかけになりました。

担当

田方消防署救急隊、医師、薬剤師、医療機関の相談員、

訪問看護師、相談支援事業所相談員、ケアマネジャー、

地域包括、行政

　救急搬送時等を想定し、お互いの職種の役割と相互理解を深め、連携体

制を強化することを目的にグループワークでの検討もしました。

　課題となっている「医療情報救急キット」の運用について、“年1回見直

し月間などを設ければいいのではないか”等の意見も挙がりました。

　ACP(将来の治療やケアに対する思いに

ついてあらかじめ話し合うプロセス)に

ついて、それぞれの場面でその折々に

確認しあう、関係支援者間で確認しあ

うことの必要性を強く感じました。

この課題については引き続き、多職種

間で検討を重ねていきたいと考えます。

名66

内容

担当

参加者

会議名 地域づくり会議(大仁圏域担当)

場　所 大仁庁舎　第1会議室

参加者 28 名
精神・障害分野の医療機関の相談員、相談支援事業所

の相談員、ケアマネジャー、行政(障害/高齢者担当)

内容 精神障がいの方への対応・家族支援・医療連携について

高久

救急隊・医療機関・ケアマネ・訪問看護・相談支援事業

所と、地域の医療や支援体制に関する連携強化

古野

沖出

韮山福祉・保健センター

内容

日　時
各事業所や自宅/大仁庁舎より

Zoomミーティングにて

会議名 多職種連携研修会(ケアマネ連絡協議会・市　共催)

2021/7/8 場　所

研修「おとなの発達障害について」

講師　静岡県東部発達障害者支援センターアスタ

参加者 13 名

生活支援体制整備事業：第1層協議体

日　時

会議名

大仁庁舎　第1会議室日　時 2021/7/8

7月13日(火)の事前説明会の実施後、運転ボランティア養成講座を①7月19日(月)、

②20日(火)に開催しました。

事前説明会は昨年度開催した高齢者移動支援セミナーでもお話いただいた、

全国移動ネットワークサービスの副理事長河崎民子氏に移動支援サービスについて、先

進事例の紹介をしていただきました。

講習については、国交省認定カリキュラム〈福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者

講習〉というもので、障害を持つ方への介助方法や、移動支援を行うにあたり必要なコミュ

ニケーション、福祉車両について等を学び、7名もの方が全てのカリキュラムを終えて終了

証を貰いました。

【今後の予定】

(仮称)運転ボランティア立ち上げ準備会議

日時：８月24日(火)10:00～11:00

会場：伊豆の国市役所

大仁庁舎２階第１・２会議室

事前説明会はオンライン会議(Zoom)や県から

貸出中のタブレットを活用しました。質問も多く出て、

参加者は積極的に参加されていました。

講習では、

福祉車両の使い方や運転、

車への乗降介助を学びまし


