
●

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第3会議室

0558-76-0111

Zoom/

大仁庁舎

第1会議室

参加

相談センター

内容

13:30
本庁

安全安心見守りネットワーク協定
締結式

事例検討⑥（児童）

17:00

障がい福祉課

19:00

0558-76-8007

大仁庁舎2階

第1会議室

相談センター

17:00 0558-76-8010

2市1町の訪問看護ステーションの現状と
課題について

第一層協議体

15

16:30

0558-76-8007

8:30
相談支援事業所部会

障がい福祉課

内容 参加

参加

歓迎

認知症施策について／対象者の選定、支援
の評価・計画、困難事例への助言

大仁庁舎

第3会議室

相談センター

11:00 0558-76-8010

「広報いずのくに」への掲載内容の検討

「こころづもりゲーム」伊豆の国・田方版の作成

木 内容

26
15:00 0558-76-8010

不可

主任ケアマネ連絡会

参加

0558-76-8010

大仁庁舎2階

第1会議室

看看連携推進事業
ここいきサポートネットワーク会議

0558-76-8010

火

内容

10:00

コロナ禍におけるフレイル予防について

救急医療情報キットの情報を更新しよう！
参加

体操教室

会場各所

相談センター

内容 参加 歓迎

22～ 地区健康講座

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

18

火

相談センター

参加 資料入手可

金

歓迎内容 参加月 私たちの目指すまちづくり

医療と福祉の多職種勉強会
20:00

伊豆保健医療センタ―

在宅医療・介護連携推進事業
【部会3】住民普及啓発

月

金～

相談センター

0558-76-8010

韮山福祉・

保健センター

4
15:30

16:30

17:00

2市1町(田方圏域)における看護・看護連携
の取り組みについて

内容 地域生活支援拠点（面的整備）研修視察 参加 不可

28

歓迎

場所 主催日

19

0558-76-801014:00

不可

内容

木

静岡ガスエネルギー(株)と「安全安心見守
りネットワーク」に関する協定

大仁庁舎

第１会議室

介護相談窓口一覧、高齢者の見守りネット
ワークづくりについて

新型コロナウィルスワクチン接種に関する情報

内容

28

14:30

時間 イベント名

14

水

大仁庁舎

第1会議室

相談センター

参加

火 内容
第１層、第２層圏域活動報告

移動支援について

内容

参加 資料入手可

20
16:00 いずっち訪問看護ステーション

連絡会

13:30

 

　　大仁中学校1年生へ「総合的な学習の
　時間」授業を行いました！
　

　9月14日(火)、大仁中学校1年生の【総合的な学習

の時間～SDGｓを学ぼう～】に、福祉事務所（相談セン
ター・社会福祉課・長寿福祉課・障がい福祉課）の職員
が講師として授業を行いました。
  テーマは『SDGｓの視点でまちづくりを追求しよう』で
す。福祉の考え方や様々な事業・取り組み、課題などに
ついて伝えました。「今の伊豆の国市をよく知ること」を
目標に、中学生たちが学びを深め、伊豆の国市が住み
よい場所になるにはどうしていったらよいかについて考
えています。

20:30
26

19:00

【接種会場について】

　●集団接種会場

　　＊韮山福祉・保健センター：10月10日(日)・17日(日)分の予約受付

中。

　　＊アクシスかつらぎ：10月3日(日)分の予約受付中。

●個別接種

＊順天堂大学医学部附属静岡病院：11月19日（土日祝日除く）までの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  予約受付中。

＊伊豆保健医療センター：10月16日までの予約を受付中。

※10月3日(日)、10日(日)の予約枠数（2回目専用）を追加しました。

　　10月17日(日)、24日(日)、31日(日)の予約枠の追加等につきまして

は、改めてお知らせいたします。ただし、いずれも2回目専用となりますの

で、ご注意ください。

1回も接種をしていない方で、お急ぎの場合は、静岡県新型コロナウイルス

ワクチン（武田/モデルナ社）大規模接種会場(順天堂大学医学部付属静

岡病院)をご利用ください。

その他、詳細につきましてはホームページをご確認ください。

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

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。

R3.10.1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

要予約

体操教室

開催時間内



　　

　　　　　　　

会議名

大仁庁舎　第3会議室日　時 2021/9/22

内容

日　時 伊豆の国市商工会 本所

実施名 商工会への見守りネットワーク協力依頼

2021/9/16 場　所

サービス事業所との連絡会

参加者 11 名

地域づくり会議

日　時
順天堂大学病院

Zoomミーティング

担当

　トヨタユナイテッド静岡㈱様大仁店のリニューアルオープンにあ

たり、地域課題の解決に寄与する店舗づくりを進めている中で≪移

動に不便を感じている市民≫の課題を検討しました。

　伊豆の国市の公共交通・地域交通の実態と、現在行っている移動

支援・今後検討している移動支援について伝え、トヨタとしてすで

に行っている事例(豊明市のチョイソコ等)を話してもらいました。

　次回は何が足りていないのか(車両か、運転手か…等)課題を明確

にし、トヨタとしては何が協力できることか検討していくこととな

りました。今後も話し合いを重ねていきます。

担当

長岡地域包括支援センター・大仁地域包括支援センター・相談

センター/伊豆の国市商工会経営支援係長・経営指導員

　韮山圏域にて先行実施してる「高齢者安心見守り

ネットワーク協力」を長岡・大仁圏域でも展開する

ため、市商工会へ協力依頼をしました。

　地域の方々の生活に密着した市商工会には約1,100

の会員登録があり、これまでも様々な場面で情報提供

をいただいたり、商工会女性部は認知症サポーター

養成講座を受講されたりなど、既にご協力をいただ

いているところです。

安心して暮らせる地域づくりを市内事業所の皆様と

一緒に今後も構築をしていきます！

名6

内容

担当

参加者

会議名 トヨタユナイテッド静岡(株)との話し合い

場　所
大仁庁舎　第５会議室

Zoomミーティング

参加者 7 名
トヨタユナイテッド静岡(株)経営ブランド・企画・

DX企画、市社会福祉協議会 地域福祉係、市地域づく

り推進課、保健福祉・こども・子育て相談センター

内容
トヨタユナイテッド静岡(株)新店舗を活用した

地域コミュニティづくりについて②移動支援について

野口

市内商工会・会員への
高齢者見守りネットワークづくりの協力依頼

古野

山田

「サービス事業所との連絡会」は、本来は顔合わせと情報共有し、連携

を図ることを目的に開催しています。今回は、居宅介護、重度訪問介

護、同行援護、移動支援を行っている事業所の現状等を知りたい、と言

うことで、居宅事業所と連絡会を行う予定でしたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、事前にアンケートを送付し、アンケート結果

について確認をしました。

各居宅事業所の現状を知ることが出来ました。人材確保や研修等の要望

もあり、障害者への理解を広げていく必要性を感じました。

アンケートにご協力いただきました居宅事業所のみなさま、ありがとう

ございました。

市内相談支援事業所

日　時 2021/9/28

2021/9/10

会議名 相談支援事業所部会

担当

「地域包括ケアシステム」の中での自身と多職
種の役割を考える

順天堂大学医学部付属静岡病院（病棟・外来看護師、リハ室PT、入退院支援

室・医療福祉相談室看護師、MSWなど）　　田方消防署救急隊員

地域の多職種（医師、PT、訪問Ns. MSW、CM、地域包括、デイ管理者等）

　韮山地域包括支援センター矢田センター長より、地域

包括支援センターで対応する個別のケースから現在の

地域課題の抽出・課題解決に向けた圏域会議の流れの

説明がありました。また、地域課題の解決に向けた

取り組みをする中で地域包括ケアシステムの構築を

していくことの重要性についてもお話がありました。

　さらに、順天堂大学静岡病院入退院支援室の萩原看護

師からも事例を通した【在宅療養の課題と情報共有の

重要性】について病院側からの視点で報告がありました。

　ご参加いただいた多職種より、現在感じている地域

課題や今後の連携構築に向けた想いを伝えていただき、

参加者全員での共有を図ることができました。

高久

参加者 名

内容

98

場　所

場　所

認知症サポーター養成講座を市内3か所にて開催します！

・認知症の症状

・認知症の予防

・認知症の人との接し方 など 仕事で関わっている人やそのご家族、職場の方、家族

について学び、自分のできることを考えます。 友人、近所の方・・・等へ講座のことをご紹介ください！

受講者には『オレンジリング』をお渡しします。

開催日の前日までに、保健福祉・こども・子育て相談

厚生労働省によると、2025年には、65歳以上の５人に１人は認知症になると センターまでお申し込みください。

予測されています。 ☎０５５８－７６－８０１０

市では、介護保険の認定を受けている人のうち、何らかの認知症の症状がある

人は1,700人を超えています。

認知症になっても、認知症の人が身近にいても、安心

して暮らしていける地域をつくるためには、まずは多く

の人が『認知症について正しい知識をもつ』ことが

重要です。

(※順天堂HPより写真提供)

(※韮山圏域の

見守りステッカー)

開催日時・場

10月 ７日（木）10：００～１１：３０

韮山福祉・保健センター

１０月27日（水）１０：００～１１：３０ あやめ会館

１０月28日（木）１４：００～１５：３０ 大仁庁舎


