R4.3.1発行

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。
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。

日

1
火

今月の1枚

2
水
10
木

伊豆総合高校より、大仁梅林へベンチ寄贈♪
2月のあくしゅでも予告させていただいておりました、伊豆総合
高校建築デザイン類型3年生が約1年の期間を経て、設計・製作
された3基のベンチが、満開の梅が咲きほころぶ大仁梅林へ寄贈
されました。今回も、約60年前に植林をされた学校林より檜材を
切り出し、製材をしたものが活用されています。『先輩たちが未来
に残してくれた大事なものを、地域の皆様のために…』ととても丁
寧に製作してくださいました。ベンチの裏側には生徒のサインや
メッセージが刻まれています。これから少しずつ暖かくなる日差し
の中、ぜひ一度、腰をかけにいらしてみませんか？
当日の寄贈式の様子を
テレビ静岡のニュースにて
ご覧いただけますので、
ぜひ、高校生の有志を
ご覧になってください！ →

10
木
11
金
15
火
17
木

● 新型コロナウィルスワクチン接種に関する情報
【3回目のワクチン接種について】
新型コロナワクチンの3回目の接種の実施についての方針が国から示されました。
○対象者・回数：2回目接種を完了した者のうち、原則8か月以上経過した
18歳以上の者を対象に、1回の追加接種を行います。
○接種会場：会場によりワクチンの種類が異なります。
＊集団接種会場…韮山福祉・保健センター/アクシスかつらぎ
＊個別接種会場…順天堂大学医学部付属静岡病院/伊豆保健医療センター
○予約方法（個別接種・集団接種）
医療従事者に該当しない（もしくは勤務先での接種が実施されない）伊豆の国市民
の方は以下の方法により接種会場を予約してください。お手元に接種券が届いたら予
約ができます（接種券同封のチラシには接種間隔を8か月空けて予約いただくよう記
載しておりますが、接種の前倒しにより、接種券が届いた方から予約可能な枠をご予
約いただけます。）
◆予約サイト … https://v-yoyaku.jp/222259-izunokuni
◆コールセンター … ☎0570-055671
（伊豆の国市新型コロナウイルスワクチン予約センター）
予約、予約変更、キャンセル、システム操作、制度概要、ワクチン制度、その他お問合せ
は、コールセンターで対応します。
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
/shingatakoronakanrenjoho.html ⇒

22
火
22
火
22
火
24
木

時間
19:00
20:30

内容

イベント名

場所

韮山福祉・ 社会福祉協議会
保健センター 055-949-5818

第1層協議体
通いの場ボランティアアンケートについて
移動支援事業について
令和4年度事業計画について

参加 資料入手可

13:30 長岡地域包括支援センター主催

アクシスかつらぎ

15:00

地域ケア圏域会議

多目的ホール

内容

長岡圏域における高齢者への見守りネットワークの構築に
ついて

16:00
17:00

中止

相談支援事業所部会

20:00

内容
17:00
18:00

介護予防事業評価委員会
令和３年度介護予防事業報告
令和４年度介護予防事業計画

16:30 認知症初期集中支援チーム員会議

参加 資料入手可

来年度の事業計画について

地域づくり会議

参加

韮山福祉・
保健センター

内容 近況報告、おしゃべり
13:30
16:00

内容
19:00
20:00

内容
16:00
17:00

JTC会議

社会福祉協議会
055-949-5818
歓迎

大仁庁舎 相談センター
第1会議室 0558-76-8010

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

今年後の取り組み報告、令和4年度の事業
計画について

相談支援事業所部会

不可

参加 資料入手可

参加

自立支援・介護予防の観点から、個別事例への具体的な
助言・提案を検討します。事例提供：韮山圏域(韮山包括)

在宅医療・介護連携推進会議

歓迎

大仁庁舎 相談センター
第1会議室 0558-76-8010

内容 令和３年度の報告・令和４年度の事業計画

介護の会

参加

大仁庁舎 相談センター
第5会議室 0558-76-8010

内容 対象者の支援方法の検討

15:00

不可

相談センター
ここいきサポートネットワーク推進
Zoomにて
事業 講演会
0558-76-8010

15:00 認知症地域支援推進員連絡会/

13:30

参加 資料入手可

相談センター
本舎
第1会議室 0558-76-8010

在宅医療における総合診療と地域へのアプローチ

15:00

055-946-0692

参加

内容 講演：伊豆保健医療センター 清水啓介 医師

13:30

長岡地域包括支援センター

大仁庁舎 障がい福祉課
第3会議室 0558-76-8007

内容 事例検討⑩（児童）
19:00

主催

参加 資料入手可

大仁庁舎 障がい福祉課
第3会議室 0558-76-8007

内容 令和３年度の振り返りと令和４年度の事業計画

参加 資料入手可

会議名
日

時

参加者
内容

トヨタユナイテッド静岡との打ち合わせ
2022/2/10
25

名

場

所 Zoomミーティング

前回の振り返り、前回からの進捗や関連動向について情報共有

トヨタユナイテッド静岡(株)との打ち合わせも第4回となりました。オー
プンも間近となり、新店舗の工事進捗状況や、オープニングイベントについ
て報告いただきました。
トヨタユナイテッド静岡(株)と協力してできることして、行政のお知らせ
関連展示コーナーや、窓口オンライン接続。
スペース活用や、まちかど保健室の設置、
ハレノヒサイクル、かわまちづくり計画
との協働、花咲く伊豆の国市推進協議会
との協働について進捗を報告し、
情報を共有しました。

会議名
日

時

参加者
内容

令和4年度向け
①2022/2/21
②2022/2/25
46

名

日

時

参加者

トヨタユナイテッド静岡(株)、伊豆の国市各課

担当

会議名 【第10回】認知症初期集中支援チーム員会議

内容

2022/2/15
12

場

伊豆の国市役所

所 大仁庁舎食堂

認知症初期集中支援チーム員、認知症地域支援

名 推進員、包括職員、相談センター職員 他

今後の支援方法の検討（４ケース）

４件のケース検討を行いました。
・ケース１：医療と介護保険サービスなどに繋がったため、地域包括支援セン
ターへ引き継ぎました。３ヵ月後モニタリングを行います。
・ケース２・３：チーム及び地域包括支援センターにおける今後の支援方法につ
いての検討を行いました。検討結果に基づいて支援を行い、３月のチーム員会議
にて再び支援方法の検討を行います。
・ケース４：支援に困難を感じている事例に関し、専門医をはじめとするチーム
員会議参加者より助言を欲しいとの相談があり、助言を行いました。
＊認知症の疑いがあり、医療や介護サービスにつながっていないケースがあれ
ば、ご相談ください。

野口

担当

いきいきサロン事業説明会

実施名 【第4回】医療と福祉の多職種勉強会

場

①あやめ会館

所 ②くぬぎ会館

日

サロンボランティア・居場所ボランティア・社会福祉
協議会・行政

介護予防専門スタッフ派遣事業について・地域介護予防活動支
援事業費補助金について・お出かけサロン等について

２月21日（月）と２月25日（金）の２日間に渡り、サロンや居場所の代
表の方々に来年度の補助金や講師派遣についての説明と活動内容のご提案を
させていただきました。この２日間で延べ46名が出席され、
今後の活動内容の要望や書類についてのご意見を
いただきました。来年度のサロンや居場所等の
活動がスムーズに行われるよう、社会福祉協議会
と連携を取りながら進めていく予定です。
市内のサロンは30地区、居場所は15か所あり
それぞれの活動内容はボランティアの皆さんが
企画しています。コロナ禍ではお手紙を送付
したり、屋外でラジオ体操をしたりなどそれぞれ工夫をされた1年でした。

担当

時

参加者
内容

2022/2/21
約100
(77端末)

名

場

村上

所 Zoomミーティングにて

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・訪問看護師・ケアマネ
ジャー・相談員・介護職員・議員・大学教授・僧侶・保健所
長・一般市民・県医師会事務局・地域包括・行政 等

私/私の職場/私の職種で取り組んでいる「まちづくり」

この圏域内で取り組まれている「まちづくり」について、2つの取り組み報告
がありました。①「若年性認知症の家族のおしゃべり会」については、『なかな
か参加者が集まらない』という課題について、参加者からアイデアをいただくこ
とができました。また、②「2025共生社会へのチャレンジ」については【高齢
者×障がい者×児童福祉×地域】で取り組まれている、交流事業や農園作業・防
災訓練等についての報告もありました。それぞれの取り組みが【ここの地域に暮
らす人たちがより笑顔になるように】
という想いが込められていたように感
じました。
終了後のフリーディスカッション時
には様々な職種間の意見交換ができま
した。

川口

担当

古野

伊豆の国市高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク委員会では、今年度の虐待防止講演会を、
新型コロナ感染症拡大防止のために伊豆の国市公式YouTubeを利用して行います。
テーマ別に動画を公開しております。１テーマ15～20分ほどですので、休憩を挟みながら、
または仕事の合間などにご視聴いただければと思います。

講師・内容

問合せ・申込

ＭＯＡ奥熱海クリニック

佐久間

哲也医師

・知ってまもろう！（認知症）

伊豆の国市保健福祉・こども・子育て相談センター

・知ってまもろう！（知的障害）

担当：村上・沖出
電話：0558－76－8010

静岡県社会福祉士会

社会福祉士

・虐待の基礎知識
・虐待防止セルフチェック
・虐待発生時の役割

古井

慶治氏

FAX：0558－76－8029

E-mail：soudan@city.izunokuni.shizuoka.jp

