
●

●

火 内容
事業所マップの作成（介護保険事業所、障がい福祉

サービス事業所、医療機関の情報）
参加 資料入手可

月 内容

28
13:30

主任ケアマネ連絡会
大仁庁舎

第1会議室

相談センター

15:00 0558-76-8010

月

0558-76-8010

15
13:30 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

相談センター

15:00 0558-76-8010

２０

水 内容
各訪問看護ステーションの状況より、地域の
課題について

資料入手可

14:30 相談センター

月

歓迎

20
19:00

医療と福祉の多職種勉強会
Zoom
にて

伊豆保健医療センター

参加

参加

相談センター

木

木

16

木

障がい福祉課

参加 不可

火

不可内容 参加木
令和４年度の計画について
市長申立の状況

成年後見支援センター運営委員
会20:00

相談センター

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

内容

近況報告、
おしゃべりによるピアカウンセリング

16:30

私/私の職種/私の職場で取り組むまちづく
り

静岡県のマスク着用の新たな考え方

内容

13

21

大仁庁舎

第3会議室

時間

資料入手可

0558-76-8007
相談支援事業所部会

大仁庁舎

第3会議室

0558-76-8010

23
15:30

17:00

20:30

研修「インシデントプロセス法研修」

内容 令和４年度の介護予防事業について

日

１６

0558-76-801015:00

不可木

看看連携の体制構築について

大仁庁舎

第3会議室

23
0558-76-8010

19:00
介護予防事業評価委員会

相談センター

内容 参加

参加

不可

You Tube シナリオ作成とアンケート作成

0558-76-8007

大仁庁舎

第3会議室相談支援事業所部会

0558-76-0111

社会福祉協議会

15:00

内容

近況報告
おしゃべりによるピアカウンセリング

参加 歓迎

13:30

      ベンチでつながる地域づくり
               ～伊豆の国市ベンチプロジェクト～
　2016年6月より、「ベンチ」から広がる地域コミュニティづく

りに取り組み、今年で６年目となります。

　建設業協会や大工組合、シルバー人材センター工作同好会

などが製作してくださった、地域への思いが込められ職人技が

光る様々なベンチが市内の各所に置かれています。

　令和４年度になり、この5月で２か所増え、全8２カ所・１３４基

となりました。ある場所では小学生が集いゲームをしながら雑

談に花を咲かせ、ある場所ではベンチを一度全て分解をして

塗装をし直すなど長く使えるように工夫をされています。

　今後もベンチが、希望された方々や地域で長く愛され、そこ

で小さなコミュニティが生まれていくことを願います。

　ベンチを置いてみたい、作ってみたい、地域コミュニティづくり

の一役を担いたいなど希望がありましたら、福祉こども相談セ

ンターまで、まずはご一報ください。

9
16:00

17:30

18:30

17:00

障がい福祉課

13:30 大仁庁舎

第1会議室

看護協会主催

ここいきサポートネットワーク会議

地域課題の検討②

相談センター

内容

0558-76-8010
自主勉強会

055-949-5818

場所 主催

大仁庁舎

第1会議室

参加

参加 資料入手可

介護の会
韮山福祉・

保健センター

イベント名

歓迎

韮山福祉・

保健センター

内容

20:30

19:00

参加

　静岡県新型コロナウイルス対策専門家会議は、２歳以

上の未就学児のマスク着用について、政府の方針を受

け、「原則不要」、成人を含めた屋外でのマスクの着用

は「会話がなければ不要」としております。

　県では、新方針の正式公表ではマスクが不要な場面

を詳細に例示して県民に示すと説明しております。

　これから、夏場を迎え、熱中症のリスクが高くなるの

で、今後発表の詳細の例示を参考に熱中症のリスクと

感染リスクを考慮したマスク生活をしていきましょう。

※外出時にはマスクは忘れず持参しましょう。

４回目の接種券は、６０歳以上の方の場合は３回目接

種から５か月以上経過した人に６月上旬から順次発送

されます。届き次第予約が可能になります。

１８歳～５９歳の方は、基礎疾患を有する方等が対象と

なり、申請が必要になります。

新型コロナウィルスワクチン接種に関する情報

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。

R4.6.1発行
静岡県伊豆の国市役所 福祉事務所

福祉こども相談センター

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。

今月のにっこり１枚



　移動について以前より勉強会を重ね、R2年度の移動支援セミナー、R3年

度の運転ボランティア養成講座と開催してきました。そして、取組に対し社

会福祉法人寿光会にて賛同してくださり車両を貸してくれることとなりまし

た。

　この度は、実証実験に向け支援の

想定ルートを意欲のある方々と車を

走らせました。運行に当っての注意点

など色々な意見が飛び交いました。

今年度は実証実験、

本格運行を目指したいと思っています。

追って取組状況をお伝えしていきます。

移動支援打ち合わせ会

日　時 2022/5/24

事例提供者3名、アドバイザー９名、
相談センター4名他

日　時 韮山福祉・保健センター

会議名 介護の会

2022/5/162022/5/11

海野

　第1回JTC会議は、アドバイザー(助言者)として、看護師、主任

介護支援専門員、生活支援コーディネーター、作業療法士、理学療

法士、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士、精神保健福祉士に依頼を

してJTC会議を開催しました。提供事例の自立に向けた目標を確認

し、それぞれの専門的視点からアドバイスをいただきました。

　今後は、助言内容をどのように活かすことができたか、ご提供い

ただいた事例のその後の変化等をご報告いただき、よりよい会議に

していきたいと思います。

会議名 自立支援型地域ケア個別会議（JTC会議）

移動支援(生活支援)のお試し運行

市民、社会福祉法人寿光会正連寺、
社会福祉協議会、相談センター

参加者 名

内容

11

大仁庁舎　2階会議室

場　所

場　所

担当

日　時
社会福祉法人寿光会

正連寺  ～ 韮山山木

内容
介護保険法第115条の48に定期されている地域ケア個

別会議

参加者 16 名

担当 野口

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と

介護の連携を推進するために活動しています。

　第１回目は委員の皆様から、薬品の流通、リハビリの予防的介入、歯科

医療の訪問診療、孤独死、介護が必要になった時の相談先、など様々な

ご意見をいただきました。

　住民のニーズに基づき、地域のめざすべき姿はどのようなものかを考え

た上で、医療・介護関係者との協働・連携を円滑に進め、包括的かつ継

続的な在宅医療・介護の提供を推進していきたいです。

場　所

会議名

日　時 2022/5/26

担当

介護の会のメンバー（８名）

伊豆保健医療センター清水医師

相談センター（２名）、社会福祉協議会（１名）

　会では、体の大きな家族の移乗に苦労されている話が出ました。介護を経験さ

れた参加者から、自分自身（の健康）を守ることや、介護サービスの積極的な利

用についてなど、アドバイスがされていました。

介護の経験者は、自身も介護サービスを利用した経験から、具体的なアドバイス

をしてくださるため、介護の会に参加することで、有益な情報を得ることができ

ると思います。

　また、介護の経験者から褥瘡予防の大切さのお話と、手作り体位変換枕のプレ

ゼントがありました。その枕の使い心地は、車椅子で使用された参加者の笑顔か

らも、お墨付きが得られたことがわかりました。

　戦争を経験した参加者が、戦争の時のお話をしてくれました。戦争で食べるも

のに困った経験からお米の大切さをご家族によく言っているそうです。その方の

背景を知るとその方の大切にしているものを知ることができると感じました。

名12

内容

担当

参加者

会議名 令和４年度第１回在宅医療及び介護連携推進会議

場　所 大仁庁舎　第１・２会議室

参加者 25 名

佐藤

推進委員　16名、オブザーバー　１名
事務局　８名

内容

近況報告

令和3年度共同報告、令和４年度活動予定

沖出

障害者相談員は、障がいのある人の困りごと、ご家族の悩みなどに

ついて、身近な体験者として一緒に解決策を考えます。

「話をきいてもらいたい。」でもかまいません。

気軽にご相談ください。

年3回、相談会を実施します。

また、定例の家族会活動も会員募集中です。

障害者相談員の皆さん：左から

身体障害者相談員 発達障害者相談員 精神障害者相談員 知的障害者相談員

濱口 昭 さん 水野 文香 さん 二藤 美津子 さん 室伏利男 さん担当：障がい福祉課

電話：0558-76-8007


