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 平成 30 年度 静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会 事業報告書 

     

 

Ⅰ 諸会議等の開催 

  協議会活動を円滑適正に運営するために次の諸会議等を開催した。 

１ 通常総会 

○ 開催期日 平成 30年 5月 25日（金）午後 3時 30分～4時 10分 

 ○ 開催場所 静岡県総合社会福祉会館 7 階 703 会議室（静岡市葵区） 

○ 主な内容 ・役員の改選について 

・平成 29年度事業報告及び収支決算について 

・平成 30年度事業計画及び収支予算について 

○ 出席状況 会員数 102のうち 92会員（うち委任状によるもの 61会員） 

 

２ 役員会  

（1）第 1回 

○ 開催期日 平成 30年 5月 25日（金）午前 11時～12時 

○ 開催場所 静岡県総合社会福祉会館 7 階 702 会議室（静岡市葵区） 

○ 出席役員 理事：7名 監事：1名 

○ 主な内容 ・役員の改選について 

・平成 29年度事業報告及び収支決算について 

・平成 30年度事業計画及び収支予算について 

  （2）第２回 

○ 開催期日 平成 31年 3月 11日（月）午後 2時～3時 30分 

○ 開催場所 協議会事務局会議室（静岡市葵区） 

○ 出席役員 理事 6名 監事：2名 

○ 主な内容 ・平成 31年度事業計画（案）について 

       ・平成 31年度予算（案）について 

       ・平成 31年度管理者・現任職員研修について 

 

３ 会計監査  

○ 開催期日 平成 30年 4月 23日（月）午後 2時～2時 40分 

○ 開催場所 協議会事務局会議室（静岡市葵区） 

○ 実施監事 川合厚志監事、柿島里香監事 

 

４ 企画部会  

 （1）第 1回企画部会 

○ 開催期日 平成 30年 5月 25日（金）午後 4時 30分～5時    

○ 開催場所 協議会事務局会議室（静岡市葵区） 

○ 主な内容 ・地域包括支援センター等職員研修について 

       ・介護・福祉 4団体合同研修について 

       ・ケアフェスタ 2018について 

 

 

Ⅱ 事業の実施等 

   協議会の諸事業及び関連事務を次のとおり実施した。  

１ 研修事業 

（1）管理者・現任職員研修 
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○日 時 平成 30年 5月 25日（金） 午後 1時 15分～3時 

○場 所 静岡県総合社会福祉会館 7 階 703 会議室（静岡市葵区） 

○参加者 会員の地域包括及び在宅介護支援センター施設長及び管理者等 71名 

○内 容 「共生社会と地域づくり」」 

講師 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 

             事務局長  山越孝浩 氏 

 （2）介護支援専門員等リーダー養成研修 

○リーダー、サブリーダー 30名 ※敬称略 

（東部 9名）下川床香織、小松ゆりか、赤池好子、小野和子、杉山富美子、 

小野真弓、佐野秀和、遠藤由佳、長澤節子 

    （中部 9名）小松原征江、高林裕子、高野美紀子、磯貝美佳、浅利恵美子 

池ケ谷利恵子、中村眞澄、深澤久美子、中嶋知美 

（西部 12名）澤本友子、関口 進、大澤喜美代、阿部光子、村松佐知子、、鈴木恵子 

森田文江、坂本順子、大石郁子、稲葉貴敏、伊藤好子、山内里美 

○参加者：94名（東部：31名 中部：31名 西部：32名） 

○講座の進め方  

     研修は「全体研修」及び「地区別研修」とし、「全体研修」では受講者が一堂に会し、

グループスーパービジョン、対人援助等について学び、「地区別研修」では東部、中部、

西部地区に分かれ、グループ毎にリーダーの助言指導を得ながら受講者の提供事例により

グループ・スーパービジョンを実践した。 

    ○開催状況  

＜第 1回＞ ※全体研修 

期 日：平成 30年 6月 23日（土）午前 10時～午後 4時 

会 場：グランシップ 6階交流ホール（静岡市駿河区） 

参加者：受講者 94名、リーダー・サブリーダー29名 

内 容：講義、グループワーク、公開グループスーパービジョン 

    ＜第 2回～第 9回＞ ※地区研修 

次の期日（いずれも日曜日）に原則として午前 9時 30分～12時 30分に各会場で 

開催、開催回数は各地区とも８回（全体研修開催日に第 1回地区別研修を実施） 

    （東部地区） 

期 日：平成 30年 7月 22日、8月 19日、10月 14日、11月 4日  

12月 16日、平成 31年 1月 20日、2月 17日※2/17午前・午後の 2回実施 

会 場：サンウエルぬまづ（沼津市） 

    （中部地区） 

期 日：平成 30年 7月 29日、8月 19日、9月 16日、10月 21日  

11月 18日、12月 16日、平成 31 年 1月 20日、2 月 17日 

会 場：静岡県総合社会福祉会館、静岡市城東福祉恵エリア（静岡市駿河区） 

    （西部地区） 

期 日：平成 30年 7月 29日、8月 19日、9月 30日、10月 21日  

11月 25日、12月 16日、平成 31 年 1月 20日、2 月 17日 

会 場：浜松市福祉交流センター（浜松市中区） 

＜第 10回＞ ※全体研修 

期 日：平成 31年 3月 3日（日）午前 10時～午後 4時 10分 

会 場：静岡県総合社会福祉会館 7 階 703 会議室（静岡市葵区） 

参加者：受講者 84名、リーダー・サブリーダー30名 

内 容：講義、グループワーク 

    講演「クライアント理解」 

    （講師 立川市社会福祉協議会 比留間敏郎氏） 
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（3）地域包括支援センター等職員研修 

○日 時：平成 30年 10月 16日（火）午前 9時 45分～午後 4時 30分 

    ○場 所：静岡県教育会館 大会議室（静岡市葵区） 

    ○テーマ：「悩ましいケースへの関わり方 ～面接を始める下準備から考える～」 

    〇内 容：講義、ロールプレイ等 
         講師 首都大学東京 都市教養学部社会福祉学分野 長沼 葉月 准教授 

  ○参加者：68名（うち非会員センター職員 19名） 

（4）介護・福祉４団体合同研修 (担当団体:静岡県社会福祉士会) 

○日 時：平成 31年 1月 12日（土）午後 1時 30分～4時 

○場 所：静岡県総合社会福祉会館 7階 703会議室（静岡市葵区）         

○内 容：「地域共生社会の実現」 

     行政説明（静岡県福祉長寿局長寿政策課 加藤克寿氏） 

特別講演（講師 浦河べてるの家ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・北海道医療大学 教授 向谷地生良氏） 

○参加者：136名 

         

２ 自主研修助成事業 

    職員の自主的研修活動を奨励し、職員の意識や資質の向上を図るため、会員の地域包括支

援センター又は在宅介護支援センターの職員等が参加する一定要件を満たす自主研修グル

ープに対して活動経費の一部を助成した。（助成限度額 50,000円） 

（助成金交付グループ数：2グループ  助成金総額：86,874円） 

ア グループ名：ケアマネット藍、代表：秋山信子氏 

（静岡市清水区有度地域包括支援センター）  助成額：36,874円 

イ グループ名：銀さら勉強会、代表：杉山芳野氏 

（静岡市葵区服織地域包括支援センター）助成額：50,000円 

 

３ 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会との連携等    

（1）諸会議への出席  

ア 委員総会  

（第１回） 

○日 時：平成 30年 5月 31日（木） 

○会 場：全国社会福祉協議会（東京都千代田区） 

（第 2回） 

○日 時：平成 31年 1月 10日（木） 

○会 場：全国社会福祉協議会（東京都千代田区） 

  （2）委員の就任 

    ア 広報誌「ネットワーク」編集委員会・委員 

     高野美紀子氏（静岡市葵区安西番町地域包括支援センター） 

  （3）組織活動助成事業の活用 

    ア 県組織助成 

「ふじのくにケアフェスタ 2018」の助成を申請し、次の助成金が交付された。 

助成申請額：113,000円 

助成交付額：113,000円   ふじのくにケアフェスタ 2018 113,000円 

  （4）関東ブロック活動 

    ア 関東ブロック会長会議 

（第 1回） 

○日 時：平成 31年 1月 10日（木） 

○会 場：全国社会福祉協議会（東京都千代田区） 

○出席者：古本達也会長 

  （5）全国協議会からの情報提供 
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    ○会報「ネットワーク」 

     ・vol.144（平成 30年 6月発行） ・vol.145（平成 30年 8月発行） 

     ・vol.146（平成 30年 10月発行） ・vol.147（平成 30年 12月発行） 

     ・vol.148（平成 31年 2月発行） ・vol.149（平成 31年 3月発行）   

    

 ４ 行政（県）との連携等 

(1) 県への要望活動 

     平成 31年度の県社会福祉施策に関する要望 

※①静岡県社会福祉協議会を経由し要望書を提出した。 

 ②古本会長が県健康福祉部長との懇談会に参加し、直接要望を働き掛けた。 

     （要望事項） 

福祉人材確保対策事業費補助金の継続及び早期通知について 

（研修に対する現行の補助金制度の継続） 

   (2) 県（主催）関係行事への参加 

ア 県政さわやかタウンミーティング 

○日 時：平成 30年 9月 6日（木）午後 3時～5 時 

○会 場：静岡県総合社会福祉会館 701会議室 

○出席者：（県福祉長寿局）7名 

山内章司局長、杉山勝長寿政策課長、桑原裕明地域福祉課長、 

浦田卓靖介護保険課長、黒岩康福祉指導課長、関係課担当職員 2名 

（協議会）8名 

理事：古本達也会長、柿島里香副会長、佐野光司理事、 

   大谷由紀子理事、影山浩二監事、 

企画部会：高野美紀子委員、佐藤孝秀委員 

事務局：小粥秀人事務局長 

    イ 県健康福祉部長と県社会福祉協議会連絡協議会との懇談会 

○日 時：平成 30年 10月 5日（金）午後 2時～、静岡市内 

○古本会長が出席 

ウ ふじのくにケアフェスタ 2018 

静岡県主催の「ふじのくにケアフェスタ」に参加。当協議会や地域包括・在宅介護支援セン

ターの業務内容などを広く県民等に情報提供をしながら、来場者からの相談を受けた。 

     ○日 時：平成 30年 9月 15日（土）、16日（日）午前 10時～午後 4時 30分 

          ・ツインメッセ静岡北館大展示場(当協議会 1ブース) 

          ・ポスター掲示、相談受付等 

・パンフレット、ポケットティッシュ、県内包括等一覧配布等 

     ○企画部会委員、事務局職員が出席 

    エ 第 1回地域包括ケア推進ネットワーク会議 

○日 時：平成 30年 11月 9日（金）午後 4時～6時 

○会 場：レイアップ静岡（静岡市内） 

○出席者：下谷信雄副会長 出席 

    オ 障害を理由とする差別解消推進県民会議 

○日 時：平成 30年 9月 3日（月）午後 3時～4 時 30分、静岡市内 

○出席者：古本達也会長 

   (3) 県補助金（福祉人材確保対策事業費補助金）の活用 

※助成限度額 468,000円      

   ○地域包括支援センター等職員研修 総事業費：169,968円 補助金交付額：163,968円 

     

５ 県内の関係団体との連携等 
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(1) 静岡県社会福祉協議会の加入 

    年会費：10,000円 

（2）各種会議等への参加 

ア 静岡県介護労働懇談会（公財・介護労働安定センター静岡支部主催） 

  （第 1回） 

○日時等：平成 30年 6月 5日（火）午後 1時 30 分～3時 30分、静岡市内 

○出席者 下谷信雄副会長 

（第２回） 

○日時等：平成 31年 2月 6日（水）午後 1時 30 分～3時 30分、静岡市内 

○出席者 下谷信雄副会長 

イ 介護・福祉 4団体合同研修実行委員会 

  （第 1回） 

○日時等：平成 30年 5月 14日（月）午後 3時～4時、協議会会議室 

○出席者：小粥秀人事務局長 

○内 容：開催時期、内容等について 

（第 2回） 

○日時等：平成 30年 12月 3日（月）午後 3時～4時、協議会会議室 

○出席者：影山浩二監事、佐藤孝秀企画部会委員 

○内 容：役割分担等について 

（3）委員等への就任など 

ア 静岡県（福祉長寿局） 

「静岡県地域包括ケアネットワーク会議認知症施策推進部会・委員」  

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 31年 5月 31 日） 

   大岡美奈子氏（磐田市北部地域包括支援センター） 

イ 静岡県（健康増進課）「在宅歯科医療設備整備事業選定協議会・委員」  

（任期：平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31 日） 

   佐藤孝秀氏（静岡市葵区藁科地域包括支援センター） 

ウ 日本地域福祉学会「日本地域福祉学会第 32回大会実行委員会・委員」 

   神谷剛史氏（焼津市北部地域包括支援センター） 

エ 静岡県歯科医師会「在宅歯科医療推進室運営委員会・委員」 

（任期：平成 30年 9月 1日～平成 31年 3月 31 日） 

   下谷信雄副会長 

オ 地域包括ケア推進ネットワーク会議 圏域会議における委員 

   駿東圏域会議委員 

    土屋 恒氏（清水町地域包括支援センター） 

   三島田方圏域会議委員 

    笠原知美氏（三島市中郷地区地域包括支援センター） 

   富士圏域会議委員 

    内田理恵氏（富士市北部地域包括支援センター） 

   志太榛原圏域会議委員 

    池本佑子氏（川根本町地域包括支援センター） 

   中東遠圏域会議委員 

    横山千穂子氏（磐田市中部地域包括支援センター） 

   西部圏域会議委員 

    横井佳澄氏（地域包括支援センター佐鳴台） 

カ 静岡県地域包括ケア推進ネットワーク会議 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進部会委員 

   佐藤五月氏（磐田市竜洋地域包括支援センター） 

キ 静岡県（障害者支援局） 
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「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業代表者会議」 

   柿島里香副会長 

ク 静岡県（長寿政策課）「高齢者の移動支援に関する検討会議」 

   横山千穂子氏（磐田市中部地域包括支援センター 

ケ 静岡県社会福祉協議会「日常生活自立支援事業契約締結審査会」 

   杉山芳野氏（静岡県葵区服織地域包括支援センター） 

（4）研修、イベント等の後援、協力など 

ア 一般社団法人静岡県介護福祉士会主催「介護の学舎 2018in静岡」 

（H30.11.11 浜松市内開催）後援 

イ 社会福祉法人あしたか太陽の丘 静岡県地域生活定着支援センター主催 

  「罪を犯した高齢・障害者の行方」（H30.11.22 静岡市市内開催）後援 

ウ 日本地域福祉学会主催 「第 32回大会」 

  （H30.6.9～10 焼津市内開催）後援 

エ 静岡県・静岡県社会福祉協議会・さわやか静岡主催「地域包括ケアシンポジウム」 

  （H30.10.29 静岡市内開催）後援 

オ 静岡県（長寿政策課）他 主催「認知症の本人が語り合う全国の集い in静岡」 

  （H30.10.8 静岡市内開催）後援 

カ 静岡県老人福祉施設協議会の実態調査（アンケート）に協力 

「地域包括支援センター及び地域包括ケアに関する実態調査」 

     

 ６ その他      

（1） 会員加入状況 

  平成 30年 4月  106センター（地域包括支援ｾﾝﾀｰ：83、在宅介護支援ｾﾝﾀｰ：23） 

  平成 31年 3月  94センター（地域包括支援ｾﾝﾀｰ：83、在宅介護支援ｾﾝﾀｰ：11） 

   ※県内地域包括支援センター 160 （加入率 52％） 
  ＜平成 30年度中における入会・退会状況＞ 

退会センター 地域包括支援センター：6   在宅介護支援センター：7 
在宅介護支援センターから地域包括支援センターへ移行：5 
入会センター 地域包括支援センター：1 


