
2018年度保健福祉実践開発研究センター受付（地域貢献活動の届出）一覧

主催 名称 区分
所属

（学科）
教員氏名 日程 場所 内容 対象 人数

浜松市（都市整備部建築行政課） 浜松市建築審議会 委員 看護 仲村　秀子
2016年9月1日～
2018年8月31日

浜松市役所 浜松市建築審議会

静岡県健康福祉部
静岡県福祉サービス第三者評価推
進委員会

委員 介護 横尾　恵美子
2016/8/19～
2018/8/18

福祉サービス第三者評価推進委員会
への参加審議、利用者本位の福祉
サービス提供の仕組みづくりへの協
力

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
和合愛光園デイサービスセンター

和合愛光園デイサービスセンター
（認知症対応型通所介護）運営推
進会議

委員 介護 落合　克能 2016.9～2018.8

和合愛光園デイサービスセンター（認
知症対応型通所介護）の運営状況や
地域ニーズの発掘及びその対応の検
討

浜松市
浜松市社会福祉審議会
（児童福祉専門分科会、障害福祉
専門分科会）

委員 社福 佐々木　正和
2017/4/16～
2019/4/15

浜松市役所
浜松市における社会福祉に関する事
項の審議

浜松市 浜松市自殺対策連携会議 委員 社福 佐々木　正和 2017/4/1～2019/3/31 浜松市役所

自殺対策の総合的な推進に関わるこ
と
浜松市自殺対策推進計画の進捗管
理に関すること

浜松市こども家庭部子育て支援
課

浜松市社会福祉審議会児童福祉
専門分科会　児童虐待検証部会

委員 こども 藤田　美枝子
2017年4月16日～
2019年4月15日

浜松市児童相談所または浜松
市役所

浜松市における重大な児童虐待事例
の検証

部会委員、浜松市こども家
庭部子育て支援課および児
童相談所職員

20名

浜松市こども家庭部子育て支援
課

浜松市社会福祉審議会児童福祉
専門分科会　児童処遇部会

委員 こども 藤田　美枝子
2017年4月16日～
2019年4月15日

浜松市児童相談所または浜松
市役所

(1)諮問事項審議
・里親の案件
・困難事案の処遇について
(2)報告事項

部会委員、浜松市こども家
庭部子育て支援課および児
童相談所職員

20名

浜松市青少年育成センター（浜松
市こども家庭部）

平成29年度・平成30年度浜松市若
者支援スーパーバイザー

スーパーバ
イザー

社福 大場　義貴
2017年4月1日～
2019年3月31日

浜松市役所内　会議室等

①若者支援地域協議会代表者会議
への出席②フォローアップ研修会で
のスーパーバイス③個別ケース検討
会でのスーパーバイス

浜松市内の若者支援に携わ
る支援者

50名

磐田市健康福祉部福祉課 磐田市障害者施策推進協議会 委員 社福 川向　雅弘
2017年4月1日～
2019年3月31日

磐田市役所
障害者施策や現状等についての協議
（年2～4回程度）

社会福祉法人七恵会
第三長上苑およびデイサービスセ
ンター運営推進会議

委員 介護 落合　克能
2017年4月1日～
2019年3月31日

第二長上苑・第三長上苑 運営推進会議への参加

NPO法人遠州精神保健福祉をす
すめる市民の会（E-jan）

監事 監事 介護 落合　克能
2017年6月27日～
2019年6月26日

監事監査の執行、社員総会への出席

社会福祉法人みどりの樹 評議員 評議員 介護 落合　克能
2017年4月1日～
2020年6月

評議員会への出席

社会福祉法人 昴会 監事 監事 介護 落合　克能
2017年6月23日～
2019年6月

監事監査の執行、評議員会・理事会
への出席

社会福祉法人七恵会 評議員 評議員 介護 落合　克能
2017年4月1日～
2019年3月31日

評議員会への出席

浜松市都市整備部住宅課 浜松市営住宅管理運営委員会 委員 社福 村上　武敏
2017年7月1日～
2019年6月30日

市営住宅の入居者選定に関する事項
及び市営住宅の管理運営に関する事
項並びに市営住宅の供給に関する事
項についての審議等

静岡県健康福祉部福祉長寿局
静岡県身体拘束ゼロ作戦推進会
議

委員 介護 古川　和稔
2017年9月1日～
2019年8月31日

袋井市介護保険研究会 全体研修会 講師 介護 古川　和稔 2018年4月20日(金) 袋井総合センター4F大会議室 これからの自立支援介護

介護保険研究会会員（袋井
市及び近隣市町のケアマ
ネージャー、ヘルパー等の
介護保険関連職員）

100名

公益信託スクロール女性ボラン
ティア基金(静岡銀行内)

公益信託スクロール女性ボランティ
ア基金運営委員会

委員 社福 佐藤　順子
2018年2月1日～2020
年3月31日

静岡銀行　アゴラ浜松

公益信託スクロールボランティア基金
の助成対象の選考並びに支援額及
び支給方法の決定に際しての意見及
び勧告の実施、助言等

社会福祉法人　和光会 理事 理事 介護 落合　克能
2017年6月1日～2019
年5月31日

なごみ保育園会議室

社会福祉法人　和光会 理事 理事 介護 落合　克能
2017年6月1日～2019
年5月31日

なごみ保育園会議室

老人福祉センター萩原荘 転倒予防教室 講師 PT 吉本　好延
2018年4月1日～2019
年3月31日

老人福祉センター萩原荘　元気
はつらつ教室

転倒予防教室運動指導 約100名

社会福祉法人　斉慎会
特別養護老人ホーム　西之島の
郷

ユニットリーダー研修 講師 介護 落合　克能 2018年6月21日(木)
特別養護老人ホーム　西之島の
郷
1F地域交流室

スーパービジョンについて（演習・講
義）

ユニットリーダー 約15名

社会福祉法人　菊水光明会
光明学園

光明学園職員研修会 講師 介護 古川　和稔 2018年6月19日(火) 光明学園会議室
障害者の自立支援の理論・実践（水
分、排泄の自立、食事等について）

光明学園職員 約30名

社会福祉法人　浜松市社会福祉
協議会

浜松市福祉人材バンク運営委員会
委員

委員 介護 古川　和稔
2018年4月1日～2020
年3月31日

福祉人材バンクの運営ならびに事業
実施に関する協議

一般社団法人　静岡県私立幼稚
園振興協会

平成30年度第1回初任者研修会 講師 こども 太田　雅子 2018年4月14日(土)
静岡県コンベンションアーツセン
ター「グランシップ」

講義「保育者の役割とは？」
静岡県内私立幼稚園の初
任者教員

約230名

日本平幼稚園 園内研修会 講師 こども 鈴木　光男 2018年6月6日(水) 日本平幼稚園
絵の見方を中心に据えた子供の描画
に関する講演会と、基本的なクレヨ
ン・パスを使った実技研修会

教員 17名

こうのとり東保育園 保護者講演会 講師 こども 鈴木　光男 2018年6月9日(土) こうのとり東保育園
「『つ』のつく間の子育て～子供に培う
『後のびする力』」をテーマとした保護
者に向けた教育後援会

保護者 100名

一般社団法人静岡県介護福祉士
会

平成30年度介護福祉士ファースト
ステップ研修

講師 介護 野田　由佳里 2018年8月23日(木) シズウェル
コミュニケーション技術の応用的な展
開（1）

介護福祉士有資格者 24名

一般社団法人静岡県介護福祉士
会

平成30年度介護福祉士実習指導
者講習会

講師 介護 野田　由佳里
2018年7月26日（木）
2018年10月21日（日）

シズウェル 介護過程の理論と指導法①② 介護福祉士実習指導者 56名

浜松市ことばを育てる親の会
2018年度浜松市こどもを育てる親
の会講演会

講師 ST 大原　重洋 2018年5月12日(土)
浜松市文化センター3階大会議
室

言葉の発達とその基盤―何が子供の
言語を育むのか―

ことばの教室に通う保護者 50～60名

社会福祉法人浜松市社会福祉協
議会

浜松市福祉人材バンク運営委員会
（第1回）

委員 介護 古川　和稔 2018年5月30日(水)
浜松市福祉交流センター4階会
議室

浜松市福祉人材バンクの事業につい
て

浜松の未来を育てる会 発達相談員 講師 こども 細田　直哉
2018年4月～2021年3
月

浜松市南区瓜内町
012歳の親子の居場所「ここみ
のおうち」

浜松市委託子育てひろばにおける発
達に課題がある子どもへの支援とし
ての発達相談

012歳児とその保護者

社会福祉法人遠州仏教積善会 救護施設慈照園第三者委員 委員 社福 福田　俊子
2018年4月1日～2020
年3月31日

利用者等からの苦情解決

浜松市健康福祉部高齢者福祉課 浜松市高齢者虐待防止支援事業
アドバイ

ザー
介護 横尾　惠美子

2018年4月1日～2019
年3月31日

浜松市役所
高齢者虐待防止支援体制整備に係
る助言及び指導
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浜松市教育委員会
浜松市立都田小学校「地域づくりア
ドバイザー」

アドバイ
ザー

看護 成松　美枝
2018年4月13日～2019
年3月31日

浜松市立都田小学校
都田小学校周辺の住民、保護者、学
校評議員等に地域による教育推進の
助言・支援を行う。

介護老人保健施設　花平ケアセ
ンター

花平ケアセンター勉強会 講師 PT 吉本　好延 2018年4月27日(金)
花平ケアセンター　デイケア
ルーム

今後の生活期のリハビリテーションに
求められること

50名程度

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
保健事業部

「杏林堂薬局　第6回美と健康の
  体験フェスタ2018」

講師 看護

鈴木  知代、
仲村  秀子、
若杉  早苗、
伊藤  純子

2018年6月24日(日)
アクトシティ浜松　展示イベント
ホール

ブース出展に係る指導
杏林堂薬局顧客の小学生
以下の子ども

250名程
度

聖隷浜松病院　がん診療支援セ
ンター

静岡県西部地区 ELNEC-J研修会 出席 看護
森　一恵

井上　菜穂美
2018年7月14日（土）・
15日（日）

聖隷浜松病院
「静岡県西部地区ELNEC－J研修会」
（7/14～15）

終末期看護に携わる看護師 30名程度

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院　聖隷三方原病院

治験審査委員会 外部委員 看護 熊澤　武志
2018年4月1日～2019
年3月31日

聖隷三方原病院治研管理室 治験審査に外部委員として従事する

浜松市健康福祉部福祉総務課
第4次浜松市地域福祉計画策定検
討会

アドバイ
ザー

社福 佐藤　順子
2018年4月16日～2019
年3月31日

地域福祉計画策定に関する助言・指
導

委員会構成メンバー　健康
福祉部各課長

10名程度

沼津市立大岡小学校 労働安全衛生研修会 講師 看護 伊藤　純子 2018年5月10日(木) 沼津市立大岡小学校
チームビルディングのワークと講義を
通じて職場の人間関係を円滑にす
る。

教職員 24名程度

浜松市西区地域包括支援セン
ター

ケアマネサロン研修 講師 社福 村上　武敏 2018年7月24日(火) 特別養護老人ホーム山崎園 アセスメント・ケアプランについて
地域包括支援センター、居
宅介護支援事業所職員

30名

浜松市教育委員会教育総務課 平成30年度　家庭教育講座 講師 OT 中島　ともみ
2018年6月15日（金）
2018年9月28日（金）
2018年10月11日（木）

浜松市立有玉小学校
浜松市立水窪小学校
浜松市立平山小学校

子供が豊かに育つ心とからだ～姿
勢・鉛筆の持ち方～

1年生　保護者
約103名
約60名
約30名

浜松市立浜北北部中学校 思春期教室 講師 看護 伊藤　純子 2018年6月15日（金） 浜松市立浜北北部中学校 大人の世界に羽ばたく君たちへ 中学3年生 231名

浜松市障害保健福祉課
浜松市障害者虐待防止対策支援
事業

アドバイ
ザー

社福 川向　雅弘
2018年4月1日～
2019年3月31日

浜松市役所
障害者虐待防止支援事業に係るアド
バイザー

浜松市教育研究会
第2回浜松市教育研究会(幼児教
育研究部)

講師 OT 伊藤　信寿 2018年7月24日(火) 浜松市教育会館 感覚から子供をみる
浜松市立幼稚園教諭及び臨
時的任用教員

140名程
度

志都呂幼稚園 PTA主催講演会 講師 こども 鈴木　光男 2018年6月28日(木) 志都呂幼稚園
教育講演会
「≪つ≫のつく間の子育て～子供に
培う“後伸びする力”」

保護者 200名

聖隷三方原病院
認定看護管理者教育課程ファース
トレベル

講師 看護 鶴田　恵子 2018年8月3日(金) 聖隷三方原病院
看護専門職論「看護専門職の役割と
機能」

看護職者

社会福祉法人　慶成会 法人内職員研修 講師 介護 落合　克能
2018年5月14日(月)・6
月4日(月)・9月5日(月)

特別養護老人ホームグリーンヒ
ルズ東山

①福祉職者として持つべき意識
②ヒヤリハット・ハインリッヒの法則に
ついて
③介護職者としての倫理

①法人内事業所管理者
②③法人内職員

各30名程
度

富士宮市社会福祉協議会 平成30年度市民後見人養成講座 講師 介護 横尾　惠美子
2018年6月16日(土)・7
月28日(土)

富士宮市総合福祉会館

①市民後見人基礎講座「成年後見制
度の概要と市民後見人への期待」
②市民後見人養成講座「市民後見概
論」

市民後見人 30名程度

社会福祉法人ひかりの園 法人内研修会 講師 介護 落合　克能 2018年7月12日（木） 第二静光園 不適切ケアについて考える 主に介護職員 30名程度

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院　聖隷三方原病院

倫理委員会 外部委員 看護 森　一恵
2018年4月1日～2019
年3月31日

聖隷三方原病院 研究の倫理審査

浜松市障害保健福祉課 手話奉仕員養成講座 講師 ST 石津　希代子
2018年6月8日（金）・7
月9日（月）・7月23日
（月）・8月3日（金）

福祉交流センター他 手話奉仕員養成講座入門課程
各回20名

程度

社会福祉法人　慶成会 法人内職員研修 講師 介護 井川　敦史 2018年9月19日(水)
特別養護老人ホームグリーンヒ
ルズ東山

認知症状のあるご利用者への関わり
方

法人職員 50名

社会福祉法人　慶成会
平成30年度福祉職員キャリアパス
対応生涯研修課程初任者コース

講師 介護 落合　克能 2018年9月12日(水) 静岡県総合社会福祉会館
・福祉職員としての能力開発
・リスクマネジメント
・業務課題の解決と実践研究ほか

社会福祉法人　慶成会 法人内職員研修 講師 介護 秋山　恵美子 2019年3月15日(金)
特別養護老人ホームグリーンヒ
ルズ東山

ターミナルケアからターミナル期の対
応について

法人職員 30名

掛川市立三笠幼稚園 三笠幼稚園職員特別研修会 講師 OT 伊藤　信寿
2018年8月9日（金）・9
月25日（火）

掛川市立三笠幼稚園 子どもの行動分析について 幼稚園職員 30名

伊東市教育委員会 伊東市保育園職員研修会 講師 OT 伊藤　信寿 2018年8月21日（火） 伊東市健康福祉センター 子どもの発達とあそび
伊東市立・私立保育園職
員、市立幼稚園職員等

120名

浜松市立湖東中学校 地域ふれあい講座 講師 介護 髙山　暢子 2018年7月6日（金） 浜松市立湖東中学校
高齢者体験、医療的ケア（喀痰吸引）
について

40名

浜松市教育委員会
浜松市就学支援委員会専門部会
『医療的ケア運営協議会」

委員 社福 大場　義貴
2018年6月13日（水）・
10月10日（水）・2019年
2月13日（水）

浜松市教育会館

①医療的ケアの必要な子どもの就学
支援について
②浜松市における医療的ケア実施に
向けた体制・組織づくりについて

浜松市立小・中学校

静岡県私立幼稚園振興協会 平成30年度主任教員研修会 講師 こども 太田　雅子 2018年8月7日（火） 静岡県教育会館
（新）幼稚園教育要領について・保育
の質の向上（環境構成・記録）

静岡県内私立幼稚園・認定
こども園に勤務する主任教
員

約150名

浜松市こども家庭部子育て支援
課

平成30年度浜松市発達障害者支
援地域協議会／就学・学齢期部会

委員 社福 大場　義貴
2018年4月1日～2019
年3月31日

浜松市役所

・浜松市発達障害児・者の地域支援
の現状と課題について協議
・就学・学齢期における発達障害の現
状と課題について協議

浜松市

一般社団法人小笠医師会 小笠医師会研修会 講師 看護 若杉　早苗 2018年7月14日（土） 掛川市徳育保健センター

大規模災害の対応に有効な健康危
機管理能力向上研修会～危機対応
に必要な判断力と行動力を覚醒させ
て減災につなげよう～

小笠医師会・小笠掛川歯科
医師会・小笠袋井市薬剤師
会会員、掛川市・菊川市・御
前崎市職員

浜松市こども家庭部幼児教育・保
育課

平成30年度保育士再就職支援研
修会

講師 看護 宮谷　恵 2018年9月27日（木） 浜松市福祉交流センター 危機管理～子供の事故と事故予防～
現在保育の職に就いていな
い保育士資格を有する人

約50名

NPOこころ（島田市） 平成30年度法人職員研修 講師 社福 大場　義貴 2018年6月19日(火) 夢づくり会館
生きづらさを抱える思春期の子どもた
ちへの支援の実際と連携のあり方に
ついて

職員、福祉関係者等 約50名

静岡県立浜松特別支援学校 多様な人材活用楽手支援事業 講師 OT 伊藤　信寿
2018年6月25日（月）～
10月22日（月）

静岡県立浜松特別支援学校 作業学習の指導 児童生徒、教員 10名程度

静岡県立浜松特別支援学校 特別支援教育講座 講師 OT 伊藤　信寿 2018年8月1日（水） 静岡県立浜松特別支援学校
身体の動きから考える国語、算数、数
学の学び～児童生徒が主体的に教
材教具に働きかける力を生かして～

教員 約50名

社会福祉法人小羊学園
平成30年度三方原スクエア職員研
修会

講師 社福 川向　雅弘 2018年7月19日（木） 小羊学園三方原スクエア 施設職員の接遇と利用者の人権 直接支援の職員 約40名
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主催 名称 区分
所属

（学科）
教員氏名 日程 場所 内容 対象 人数

静岡県西部地区施設連絡会 6月研修会 講師 社福 川向　雅弘 2018年6月28日（木） 浜北グリーンアリーナ 障がいがある人の暮らしの支援 加盟施設職員 約60名

御前崎市高齢者支援課
御前崎市介護支援専門員連絡会
事例検討

講師 社福 川向　雅弘
2018年7月11日（水）
2019年2月7日（木）

御前崎市研修センター 事例検討
御前崎市民担当の居宅介
護支援専門員

約25名

浜松市介護サービス事業者連絡
協議会

通常総会での講演 講師 介護 大川井　宏明 2018年6月23日（土） 可美公園総合センター
福祉工学の紹介と介護職だからこそ
できると思うこと

浜松市介護サービス事業者
連絡協議会会員

200名

浜松市教育委員会 平成30年度保育活動研修 講師 こども 和久田　佳代 2018年8月7日（火） 浜松市教育センター
講義・実技「発達が気になる子も育つ
発育発達過程に沿った運動遊び
Ver.2」

幼稚園教員、小学校教員 50名

全国児童家庭支援センター協議
会

全国児童家庭支援センター協議会
静岡大会

座長 こども 藤田　美枝子 2018年10月26日(木) ホテルセンチュリー静岡
パネル討論「児童家庭支援センター
の要保護児童対策地域協議会への
参画」

全国児童家庭支援センター
職員

150名

浜松市民生委員児童委員協議会 主任児童委員活動推進部会
アドバイ

ザー
こども 藤田　美枝子 2018年6月12日(火) 浜松市福祉交流センター

主任児童委員の役割等のあり方の検
討会

主任児童委員 30名程度

浜松市教育委員会
平成30年度浜松市不登校対策推
進協議会

会長 社福 大場　義貴
2018年4月1日～2019
年3月31日

浜松市教育委員会 浜松市の不登校対策、支援の推進 不登校児童生徒(小中学生) 約1000名

浜松市教育委員会(学校教育部)
平成30年度浜松市就学支援委員
会

委員長 社福 大場　義貴
2018年8月28日・10月
10日・2019年2月13日

浜松市教育委員会 年4回の会議 約1000名

聖隷こども園こうのとり東
聖隷こども園こうのとり東教職員研
修会

講師 こども 鈴木　光男 2018年7月19日（木） 聖隷こども園こうのとり東
絵の見方を中心に据えた子供の描画
に関する講演会と、基本的なクレヨ
ン・パスを使った実技研修会

教職員 15名

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
「BEDプロジェクト」～ご自宅に移り
住んだ老人ホーム。その人らしく住
まう環境を考える～

ファシリテー
ター

看護 炭谷　正太郎 2018年8月28日（火） 聖隷研修センター

在宅療養者や老人ホームのご利用者
のより良い住まい環境のためのアイ
デアをブレインストーミングの手法を
用いて創造する。

介護職者・介護に興味のあ
る人

40名

社会福祉法人浜松市社会福祉協
議会

平成30年度地区社協人材育成事
業

講師 PT 矢倉　千昭
2018年7月20日（金）
2018年8月30日（木）

中区福祉交流センター
南区役所

医療的視点（リハビリ）を含めたサロ
ン活動等につながるストレッチ体操等

中区・南区の地区社協関係
者および地域住民

豊橋創造大学 臨床実習指導者会議講演会 講師 PT 吉本　好延 2018年9月8日（土） 豊橋創造大学 臨床実習におけるCCSと２：１実習 実習指導者 約50名

聖隷福祉事業団
保育学会中間報告会及び保育学
会

講師 こども 太田　雅子
2018年8月25日（土）
2019年1月19日（土）

聖隷こども園めぐみ
聖隷福祉事業団各園の発表（実践研
究）に対するアドバイス・指導

保育教諭・保育士 約100名

磐田市立磐田第一中学校
生徒会・部活動リーダー夏季研修
会

講師 こども 鈴木　光男 2018年8月10日（金） 磐田市立磐田第一中学校
「リーダーとはどうあるべきか～視点
を変えると人生が変わる～転職、」

中学2年生生徒会・部活動
リーダー

27名

浜松市社会福祉協議会 事務事業評価　外部評価委員会 外部委員 社福 佐藤　順子 2018年9月19日(水) 浜松市福祉交流センター
浜松市社会福祉協議会が実施してい
る事業についての外部委員による評
価

構成メンバー 10名程度

社会福祉法人ひかりの園 法人内研修委員のための研修会 講師 介護 落合　克能 2018年9月10日（月） 第三静光園かわせみ 不適切ケアについて考える 主に研修委員 20名程度

浜松市都市整備部建築行政課 浜松市建築審査会 委員 看護 仲村　秀子
2018年9月1日～2020
年8月31日

浜松市役所

建築基準法に規定する同意及び建築
基準法の施行に関する行政不服申し
立ての審査請求に対する採決につい
ての議決等

浜松市教育委員会
幼稚園発達支援教育コーディネー
ター研修

講師 OT 伊藤　信寿 2018年9月18日（火） 浜松市教育センター
発達が気になる子どもの育ちと支援・
保護者を考える

浜松私立幼稚園発達支援
教育コーディネーター

60名程度

一般社団法人　静岡県助産士会 勤務助産師部研修会 講師 OT 伊藤　信寿 2018年10月13日（土） もくせい会館
乳幼児の発達過程について～運動発
達の基本～

静岡県立静岡がんセンター 2018年度認定看護師教育課程 講師 看護 鶴田　恵子
2018年8月26日（日）・
27日（月）・9月10日
（月）

静岡県医療健康産業研究開発
センター

認定看護師教育課程　看護管理の講
義

84名

ひきこもりサポートセンターこだ
ま、
浜松市精神保健福祉センター

平成30年度浜松市ひきこもり地域
支援センター企画検討委員会

委員 社福 大場　義貴
2018年4月1日～2019
年3月31日

浜松市精神保健福祉センター
浜松市におけるひきこもり支援対策に
ついての検討

地域若者サポートステーションは
ままつ

浜松地域若年者就労支援推進協
議会

委員 社福 大場　義貴
2018年8月24日、2019
年2月

浜松市精神保健福祉センター
浜松市における若者（15～39歳）未就
労者に対する支援ネットワーク構築、
取り組みの推進

静岡県社会福祉士会 実践研究セミナー 講師 介護 落合　克能 2018年8月19日（日） 静岡県総合社会福祉会館 実践研究とは 静岡県社会福祉士会委員 20名程度

浜松市健康福祉部
浜松市障がい者自立支援協議会
あり方検討会

アドバイ
ザー

社福 川向　雅弘
2018年9月26日・10月
23日・11月27日・12月
25日

浜松市役所 新たな協議体の体制の検討

御前崎市高齢者支援課
菊川市長寿介護課

地域のケアマネージャー支援研修
会

講師 社福 川向　雅弘 2018年10月24日（水） 特別養護老人ホーム松秀園 高齢者の自立支援について
御前崎市および菊川市の居
宅介護支援事業所のケアマ
ネジャー

50～60名

社会福祉法人慶成会 運営推進会議
アドバイ

ザー
社福 村上　武敏 2018年10月5日(金) 社会福祉法人慶成会 通所介護サービス３事業所への助言

ご利用者・家族、地域住民
代表者、行政職員他

静岡県西部健康福祉センター
平成30年度新任地域保健従事者
研修会

講師 看護 若杉　早苗
2018年10月3日(水)
2018年11月30日(金)

中遠総合庁舎
地区組織の育成と支援
「身近な地区組織を知る」
「地区組織との関わり」

地域保健活動に従事して1
～3年目の管内市役所職員
他

浜松市社会福祉協議会
第4次浜松市地域福祉計画策定委
員会

アドバイ
ザー

社福 佐藤　順子
2018年9月1日～2019
年3月31日

福祉交流センター
第4次地域福祉活動計画策定に向け
ての委員会におけるアドバイザー

策定委員会メンバー(各区地
区社協連絡会会長、市福祉
部他）

9名

全国私立保育連盟関東ブロック
全国私立保育連盟第46回関東ブ
ロック保育研究大会静岡大会

講師 こども 細田　直哉 2018年11月16日(金) 熱海後楽園ホテル
分科会「保育の環境をどうつくるか－
子どもの育ちを支える環境」

関東ブロック内の保育所・認
定こども園の保育士等保育
関係者

70名程度

浜松市人権啓発センター 人権いきいき市民講座 講師 介護 古川　和稔 2019年1月22日(火) クリエート浜松 人権に関する講演 一般市民の方 40名

浜松市立可美小学校 学校保健委員会 講師 看護 伊藤　純子 2018年9月28日(金) 浜松市立可美小学校

「体も心も元気いっぱい！心身ともに
健康になろう！」心身の健康の向上を
目的とした自尊感情の向上と良好な
人間関係づくりのためのソーシャルス
キル研修

小学6年生128名、教員、保
護者

藤枝市立総合病院
第4回藤枝市立総合病院
ＥＬＮＥＣ-Ｊコアカリキュラム看護師
教育プログラム

講師 看護 井上　菜穂美
2018年10月20日(土)・
21日(日)

藤枝市立総合病院
ＥＬＮＥＣ-Ｊコアカリキュラム看護師教
育プログラムの講師およびファシリ
テーター

医療機関や訪問看護ステー
ションに勤務する看護師

30名程度

藤枝市立総合病院
第4回藤枝市立総合病院
ＥＬＮＥＣ-Ｊコアカリキュラム看護師
教育プログラム

講師 看護 森　一恵 2018年10月21日(日) 藤枝市立総合病院 看護倫理に関する事例の検討
医療機関や訪問看護ステー
ションに勤務する看護師

20名程度

社会福祉法人七恵会 法人内係長研修 講師 介護 落合　克能
2018年10月5日・12月
21日・2019年2月8日

第二長上苑
人事考課制度導入にあたって起こりう
る課題の推定と対策を考える

法人内の課長・係長 20名程度
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浜松市立積志中学校 学校保健委員会 講師 OT 新宮　尚人 2018年10月31日（水） 浜松市立積志中学校
心と体のバランスを考えよう～メンタ
ルと体力～

全校生徒 683名

沼津市立大岡小学校 学校保健委員会 講師 看護 伊藤　純子 2018年9月27日（水） 沼津市立大岡小学校 健やかな体づくり 小学5年生、保護者 80名程度

浜松市立可美中学校 学校保健委員会 講師 看護 伊藤　純子 2018年12月5日（水） 浜松市立可美中学校 自分も相手も大切にしよう
中学1・2年生、保護者、教職
員

約230名

浜松市教育委員会 平成30年度家庭教育講座 講師 看護 伊藤　純子 2019年2月1日（金） 浜松市立井伊谷小学校
みーちゃんママの笑顔の子育てレシ
ピ～ほめて育てる骨太なこども

次年度入学予定児童の保
護者

約90名

長泉町健康増進課 平成30年度長泉町「健康講座」 講師 看護 伊藤　純子 2018年11月7日（水） ウェルピアながいずみ
健康づくりは“ゆるつな力”！社会参
加の効果とコツ

地域住民 約50名

中東遠総合医療センター 看護倫理ワーキング 講師 看護 森　一恵 2018年9月12日（水） 中東遠総合医療センター 看護倫理に関する事例の検討 職員 20名程度

養護老人ホーム　相寿園
中部地区公立養護老人ホーム施
設職員連絡協議会　施設長・そう
だんいん研修会

講師 看護 若杉　早苗 2018年10月19日（金） 富士山静岡空港
高齢者施設の災害時に関する実際と
課題、災害後に想定される課題が起
きた時の対応シミュレーション他

中部地区公立養護老人ホー
ム施設職員

25名

浜松市教育委員会
浜松市不登校についての保護者
対象情報会

パネラー 社福 大場　義貴 2018年9月15日（土） 浜松市教育センター
パネルディスカッション「中学校卒業
後の引きこもり防止について」

保護者 約150名

磐田市ＰＴＡ連絡協議会 磐田市ＰＴＡ副会長向けセミナー 講師 こども 鈴木　光男 2018年10月17日（水） 磐田市役所豊田支所
これからの子どもたちに求められる教
育とＰＴＡ活動の組織活性化

ＰＴＡ役員及び成人教育委
員

38名

医療法人光生会　赤岩病院 リハビリテーション科勉強会 講師 PT 吉本　好延
2018年10月4日（木）・
11日（木）

赤岩病院リハビリテーション室
臨床実習におけるクリニカルクラーク
シップと2：1モデル

職員 50名程度

浜松市都市整備部
平成30年度第1回浜松市営住宅管
理運営委員会

委員 社福 村上　武敏
2018年8月28日（火）、
12月20日（木）

浜松市役所
市営住宅の管理運営、ストック総合
活用計画、家族支え合い環境支援補
助金事業などについての検討

島田市立島田第一中学校 思春期教室 講師 看護 伊藤　純子 2018年12月4日(火) 島田市立島田第一中学校
「思春期の心と体」心と体の発達につ
いて、自分と向き合って心のバランス
をとっていく方法

2年生生徒122人及び教職
員

約122名

藤枝市立総合病院 看護部看護管理研修 講師 看護 鶴田　惠子 2018年11月22日(木) 藤枝市立総合病院
テーマ「専門職看護と看護管理」講
義、演習

看護師長・主任 63名

浜松市浜松手をつなぐ育成会
青少年福祉ボランティアリーダー育
成研修会講師

講師 社福 大場　義貴 2018年11月11日(日) 浜松市福祉交流センター 思春期・青年期のメンタルヘルス 高校生以上の学生 約20名

浜松市立三方原小学校 学校保健委員会 講師 看護 伊藤　純子 2018年11月8日(木) 浜松市立三方原小学校

心と体　元気ですか～成長期の規則
正しい生活とメディア～メディアがもた
らす体や心への影響を理解し、成長
期の健康的な生活習慣づくりをめざ
す

5.6年児童・職員・保護者（希
望者）

浜松市立豊岡小学校 学校保健委員会 講師 看護 伊藤　純子 2018年11月15日(木) 浜松市立豊岡小学校

心と体　元気ですか～成長期の規則
正しい生活とメディア～メディアがもた
らす体や心への影響を理解し、成長
期の健康的な生活習慣づくりをめざ

5.6年児童・職員・保護者（希
望者）

静岡ケアセンター学会学会プロ
ジェクト

第2回静岡ケアセンター学会 審査員 社福 福田　俊子 2018年10月28日(日) 和合せいれいの里 学会発表の審査

浜松市教育委員会　学校教育部 発達支援教育　巡回相談 講師 OT 伊藤　信寿 2018年10月15日(月) 浜松市立入野中学校
特別な指導が必要な児童の対応につ
いての指導・助言

児童生徒1名・教員3名程度 4名程度

浜松市教育委員会　学校教育部 発達支援教育　巡回相談 講師 OT 伊藤　信寿 2018年10月9日(火) 浜松市立泉小学校
特別な指導が必要な児童の対応につ
いての指導・助言

児童生徒2名・教員3名程度 5名程度

浜松市ダウン症児の将来を考え
る会

障害児の性について 講師 看護 津田　聡子 2018年11月13日(火)
浜松市東部保健センターいきい
きプラザ天竜川　機能訓練室

障害児の性についての講義 小学生の保護者 10名

浜松市立積志中学校 学校保健委員会　講師派遣依頼 講師 PT 根地嶋　誠 2018年10月31日(水) 浜松市立積志中学校　体育館

学校保健委員会において「心と体の
バランスを考えよう」～メンタルと体力
というテーマで、50分間の講演以来を
頂いた

全校生徒 683名

こうのとり保育園
年長児の就学前発達検査と職員
研修会

講師 ST 中村　哲也
2018年11月2日(金)・22
日(木)

こうのとり保育園
年中児への言語検査、および職員へ
の研修会

年中児クラスの児童　25名、
看護師1名、保育士10名

36名

浜松市教育委員会　学校教育部 発達支援教育　巡回相談 講師 OT 伊藤　信寿 2018年10月23日(火) 浜松市立追分小学校
特別な指導が必要な児童の対応につ
いての指導・助言

児童生徒2名・教員3名程度 5名程度

公益社団法人　静岡県看護協会
静岡県専任教員養成講習会運営
委員

委員 看護 樫原　理恵
2018年9月1日～2019
年3月31日

静岡県看護協会
静岡県専任教員養成講習会運営委
員会委員として　詳細については調
整中

調整中

浜松市立萩丘小学校 家庭教育講座 講師 OT 伊藤　信寿 2018年11月22日(木) 浜松市立萩丘小学校 発達支援について正しい理解をしよう 1～6粘性の保護者
50から100

名

静岡県駿東・田方地域リハビリ
テーション強化推進事業

平成30年度静岡県駿東・田方地域
リハビリテーション強化推進事業研
修会

講師 OT 伊藤　信寿 2018年11月12日(月) 特別養護老人ホーム　白雪 小児発達障害
障害児通所支援事業所、小
児リハビリテーションのス
タッフ

50名

神経難病療養者の支援者の会
神経難病療養者の支援者の会構
成員の派遣

構成員 PT 吉本　好延
2018年4月～2019年3
月

訪問看護ステーション三方原 研修会などの打ち合わせ 15名程度

浜松市青少年育成センター（浜松
市こども家庭部）

平成30年度浜松市若者支援フォ
ローアップ研修会

講師 社福 大場　義貴 2018年11月12日(月)
ザザシティ浜松　中央館5階こ
こ・い～ら

子ども・若者の現状　～不登校・ひき
こもりを中心として～　（講和・グルー
プワーク・まとめ）

浜松市内の若者支援に携わ
る支援者

約50名

二俣地区社会福祉協議会 健康づくり講演会 講師 看護 伊藤　純子 2019年1月19日(土) 浜松市二俣協働センターホール 地域づくりと健康づくり
二俣地区社会福祉協議会
委員

60名

アール・アンド・オー　静清リハビ
リテーション病院

職員教育に向けた｢空間概念図｣ 講師 PT 矢倉　千昭
2018年11月12日（月）
2018年11月28日（水）

静清リハビリテーション病院
リハ職員に対する｢空間概念図｣の考
え方と作成についての講義とグルー
プワーク

アール・アンド・オー　リハ職
員

あい保育園 3園合同研修会 講師 こども 鈴木　光男 2019年1月19日(土) あい保育園国吉田

新保育所保育指針の改定内容とねら
いに関する講演と、人間関係とコミュ
ニケーションをテーマとしたワーク
ショップ

静岡市あい保育園3園の保
育士

20名

静岡県立天竜特別支援学校 思春期教室 講師 看護 津田　聡子 2018年12月7日(金) 天竜特別支援学校　視聴覚室 思春期の性・恋をするということ 高等部生徒 36名

掛川市立城東中学校
性教育講和「大人の世界へ羽ばた
く君たちへ」

講師 看護 伊藤　純子 2018年12月12日 掛川市立城東中学校多目的室 性教育 中学2年生 64名

浜松市 障害者虐待防止研修会 講師 社福 川向　雅弘 2018年12月10日
浜松市役所北館101・102会議
室

施設内虐待をどう防ぐか
～実践現場の具体的な取り組みに学
ぶ

関係者 60名程度



2018年度保健福祉実践開発研究センター受付（地域貢献活動の届出）一覧

主催 名称 区分
所属

（学科）
教員氏名 日程 場所 内容 対象 人数

浜松市/浜松市社会福祉協議会 第41回浜松市社会福祉大会
講師・ｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰ
社福 川向　雅弘 2018年12月6日 浜松市福祉交流センターホール

地域共生社会を目指して～事例から
見る未来の浜松～

一般市民・関係者 約400名

浜松市社会福祉協議会
成年後見制度利用促進事業　講演
会

講師 社福 川向　雅弘 2018年12月21日
浜松市福祉交流センターホール
大会議室

社会福祉支援における「擁護」すべき
地域住民の「権利」とは何か

市内在住で成年後見制度に
関心がある方

70名

浜松市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業　契約締結
審査委員

委員 社福 川向　雅弘
2019年4月1日～2021
年3月31日

浜松市福祉交流センター
日常生活自立支援事業　契約締結審
査委員

聖隷浜松病院
人生の最終段階を支えるチームケ
ア研修会

講師 看護 井上　菜穂美 2018年12月18日(火)
ホテルコンコルド浜松　2階「海
の間」

人生の最終段階を支えるチームケア
研修会　ロールプレイ　ファシリテー
ター

県西部浜松地域の医療機
関等に勤務するケアマネー
ジャー、介護福祉士、介護
士、施設の看護師

静岡市立静岡病院
「（仮）看護師の特定行為をどのよ
うに考えていくか」

講師 看護 川村　佐和子 2019年2月2日(土)
静岡市立静岡病院　西館12階
講堂

「（仮）看護師の特定行為をどのように
考えていくか」

院内師長及び副師長等 54名

静岡県社会福祉協議会
・初任者研修3日目「行動指針の策
定」「キャリアデザインと行動計画
の策定」

講師 社福 落合　克能 2019年1月31日(木)
浜松市福祉交流センター　2F大
会議室

・初任者研修3日目「行動指針の策
定」「キャリアデザインと行動計画の
策定」

静岡県内の福祉事業所で働
く初任者

54名程度

静岡県健康福祉部
平成30年度看護師特定行為研修
説明会

講師 看護 鶴田　惠子 2019年1月18日(金) プラザヴェルデ　401会議室
指定研修機関としての取組みについ
ての紹介

静岡県内医療・福祉施設等
の看護代表者

160人程
度

静岡県健康福祉部
平成30年度看護師特定行為研修
説明会

講師 看護 鶴田　惠子 2019年1月16日(水) 静岡県看護協会館第1研修室
指定研修機関としての取組みについ
ての紹介

静岡県内医療・福祉施設等
の看護代表者

160人程
度

公益社団法人　静岡県理学療法
士会

平成30年度新人教育プログラム 講師 PT 吉本　好延 2018年12月16日(日) 磐田市立総合病院 「クリニカルリーズニング」 理学療法士 100名

豊川市福祉部介護高齢課
平成30年度第2回日常生活圏別多
職種協働研修会

講師 社福 村上　武敏 2019年2月10日(日) 豊川市勤労福祉会館 医療と介護の連携について 別紙1参照 60名

静岡県保育連合会
平成30年度静岡県保育等キャリア
アップ研修

講師 介護 落合　克能
2019年2月12日・19日
2月6日・2月15日
2月18日・3月13日

沼津会場「プラザ・ヴェルデ」
静岡会場「中島屋グランドノテ
ル」
浜松会場「アクトシティコングレ
スセンター」

「マネジメントの理解」「組織目標の設
定」「リーダーシップ」

静岡県内の保育事業所で働
く保育士

各会場
180名程

度

静岡県西部支部訪問看護ステー
ション協議会

平成30年度西部支部研修会 講師 看護 若杉　早苗 2019年3月9日(土)
浜松市福祉交流センター4階大
広間

テーマ：訪問看護ステーションでの災
害対策について（内容は調整中）

静岡県西部支部の訪問看
護ステーション管理者

浜松市健康福祉部　健康増進課
平成30年度　乳幼児発達指導研修
会

講師 看護 神﨑　江利子 2019年1月31日(木)
浜松市口腔保健医療センター1
階講座室

乳幼児発達指導研修会　テーマ「エジ
ンバラ産後うつ病質問票の理解と活
用のポイント」

母子保健事業（新生児訪問
等）に従事する保健師、助産
師、市内産婦人科（産婦健
康診査実施医療機関）助産
師等

約80名

中東遠総合医療センター 看護倫理ワーキング 講師 看護 森　一恵 2019年1月8日(火) 中東遠総合医療センター 看護倫理に関する事例の検討 15名

小羊学園 小羊学園職員研究発表会 審査員 こども 細田　直哉 2019年2月23日(土)
聖隷クリストファー大学3602教
室

小羊学園職員研究発表会　助言者
（審査員）

180名

浜松市西区地域包括支援セン
ター

ケアマネサロン研修 講師 介護 古川　和稔 2019年2月14日(木) 特別養護老人ホーム　山崎園
第3回ケアマネサロン「皆様はリハビリ
にどんなイメージを持っています
か？」

西区内の居宅介護士縁事
業所に勤務するケアマネー
ジャー

30名

NPOはままつ子どものこころをさ
さえる会

第52回子どものこころの勉強会 講師 社福 大場　義貴 2019年1月11日(金) 浜松市福祉交流センター会議室
増加する不登校・ひきこもり・若者の
自殺の現状と展望

浜松市立小学校・中学校教
員、精神保健福祉士、臨床
心理士、精神科医、大学生
などの有志

約40名

社会福祉法人　浜松いのちの電
話

浜松いのちの電話相談員研修会 講師 社福 大場　義貴 2019年1月13日(日) 聖隷住吉病院 若者支援の現状と課題 浜松いのちの電話相談員 約100名

浜松市精神保健福祉センター（健
康福祉部）

平成30年度第2回思春期メンタル
ヘルス推進会議

委員 社福 大場　義貴 2019年1月18日(金) 浜松市教育センター

児童生徒を対象としたストレスマネジ
メント教室や教職員を対象とした思春
期こころのケア研究等への講評（思春
期メンタルヘルス推進会議推進委員
として）

浜松市立中学全校（教員、
生徒）

浜松市精神保健福祉センター（健
康福祉部）

平成30年度　子どものこころの健
康づくりワーキング会議

委員 社福 大場　義貴 2019年1月18日(金) 浜松市教育センター

児童生徒を対象としたストレスマネジ
メント教室や教職員を対象とした思春
期こころのケア研究等への講評（思春
期メンタルヘルス推進会議推進委員
として）

浜松市立中学全校（教員、
生徒）

聖隷浜松病院がん診療支援セン
ター

人生の最終段階を支えるチームケ
ア研修会

講師 看護 森　一恵 2019年1月22日(火)
ホテルコンコルド浜松　2階「銀
木犀の間」

「喪失・悲嘆・死別」についての講義 約40名

浜松市西区地域包括支援セン
ター

第3回ケアマネサロン 講師 PT 吉本　好延 2019年2月14日(木)
特別養護老人ホーム山崎園新
館会議室

ケアマネサロンの研修講師　「皆様は
リハビリにどんなイメージを持ってい
ますか？」

西区ケアマネジャー 30名

社会福祉法人七恵会 主任・フロアリーダー研修 講師 介護 野田　由佳里
2018年10月5日
2018年12月21日
2019年2月8日

第二長上苑
人事考課制度導入と考課者の役割を
理解する

法人職員 20名

一般社団法人静岡県介護福祉士
会

「気づきと記録」研修 講師 介護 野田　由佳里 2018年9月6日(木) シズウェル703会議室
介護現場における記録に関する事例
検証を行う

介護福祉士実習指導者 80名

社会福祉法人慶成会 職場内研修 講師 介護 野田　由佳里 2018年10月17日(水)
グリーンヒルズ東山2階　地域交
流室

職員間のコミュニケーション技術の向
上を通して、ご利用者の状態を共有
し、職員が不安なくご利用者の介護
ができるようなスキルについて考える

法人職員 50名

浜松市人権施策推進審議会 浜松市人権施策推進審議会委員 委員 介護 野田　由佳里
2019年4月1日～2020
年3月31日

磐田市障害者虐待防止センター 障害者虐待防止研修会 講師 社福 川向　雅弘 2019年2月21日(木) 磐田市総合健康福祉会館
障害者虐待防止についての講義とグ
ループワーク

相談支援事業所、サービス
事業所職員

約40名

浜松市社会福祉協議会
平成30年度地区社協会長・事務局
長会議（研修会）

講師 社福 佐藤　順子 2019年2月22日(金) 浜北文化センター
「住民主体による地区社協活動につ
いて」講演

市内54地区社協会長・事務
局長ほか

150名程
度

好生会三方原病院 臨床での看護研究の取り組み方 講師 看護 清水　隆裕 2019年2月22日(金) 好生会三方原病院
臨床看護師が看護研究をはじめて取
り組む際に、知っておくべき知識と対
応策について講義する

看護師長

リラ溝口病院 精神科薬物療法の看護 講師 看護 清水　隆裕 2019年3月26日(火) リラ溝口病院
精神科薬物療法と薬理作用・副作用
と、看護師が観察するポイントについ
て講義

新任看護師・看護補助者

老人福祉センター萩原荘 元気はつらつ教室 講師 PT 田中　真希
2019年4月1日～2020
年3月31日

老人福祉センター萩原荘　元気
はつらつ教室

転倒予防教室運動指導　運動機能低
下予防および認知症予防

元気はつらつ教室利用者 約100名

浜松市教育委員会　学校教育部 発達支援教育巡回相談 講師 OT 伊藤　信寿 2019年3月5日(火) 浜松市立北浜北小学校
特別な指導が必要な児童の対応につ
いての指導・助言

児童生徒、教員
生徒1名、
教員3名

程度

浜松市こども家庭部
平成30年度　浜松市若者支援者支
援事業連絡会

委員 こども 藤田　美枝子 2019年3月11日(月)
浜松市役所　本館8階　802会議
室

浜松市若者支援者支援事業について
の連絡会

委員等 15名程度

特定非営利活動法人しずおか・
子ども家庭プラットフォーム（浜松
市からの委託事業）

平成30年度　児童養護施設等職員
研修

講師 こども 藤田　美枝子 2019年2月13日(水) 児童養護施設清明寮
被措置児童等虐待の予防的取り組み
についての研修（講師

児童福祉施設職員 20名

特定非営利活動法人しずおか・
子ども家庭プラットフォーム（浜松
市からの委託事業）

平成30年度　児童養護施設等職員
研修

講師 こども 藤田　美枝子 2019年2月19日(火) 児童養護施設和光寮
被措置児童等虐待の予防的取り組み
についての研修（講師

児童福祉施設職員 20名


