
2019年度地域連携推進センター受付（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

浜松市健康福祉部福祉総務課 浜松市社会福祉審議会委員の委嘱 委員 社福 佐々木　正和 2019年4月16日(火)
社会福祉方に基づく地方社会福祉審議会において、社会福祉に
関する事項の調査審議を行う。

浜松市 浜松市社会福祉審議会委員 委員 社福 佐藤　順子 2019年4月16日(火)
社会福祉方に基づく地方社会福祉審議会において、社会福祉に
関する事項の調査審議を行う。

浜松市
浜松市社会福祉審議会委員（高齢者福祉
専門分科会）

委員 看護 酒井　昌子 2019年4月16日(火) 浜松市社会福祉審議会の高齢者福祉専門分科会委員

浜松市ことばを育てる親の会 浜松市ことばを育てる親の会後援会 講師 看護 津田　聡子 2019年5月11日(土) 浜北文化センター　3階大会議室
ことばに問題を抱える子を持つ親が家庭で実践できる声かけや子
どもへの対応を学ぶ

浜松市ことばを育てる親の
会会員

50名

社会福祉法人　七恵会（第三長上
苑・デイサービスセンター）

第三長上とデイサービスセンター主催 委員 社福 秋山　恵美子
2019年4月1日～2021年
3月31日

第三長上苑、第二長上苑 第三長上苑　年6回　デイサービスセンター　年2回の運営

静岡県私立幼稚園振興協会 2019年度第1回初任者研修会 講師 社福 太田　雅子 2019年4月13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」

新任幼稚園・こども園教諭に対する研修・講師
静岡県内私立幼稚園・認定
こども園の初任者

約250名

聖隷三方原病院 治験審査委員会 委員 看護 熊澤　武志
2019年4月1日～2020年
3月31日

聖隷三方原病院 治験審査委員会の外部委員として

浜松市子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
科会児童処遇部会臨時委員

委員 社福 藤田　美枝子
2019年4月16日～2021
年4月15日

浜松市役所、浜松市児童相談所
浜松市の子ども家庭福祉における困難事例の処遇についての審
議

委員5名、児童相談所職員5
名、事務局4名

静岡県西部保健所 静岡県西部感染症診査協議会委員 委員 看護 入江　晶子
2019年4月1日～2021年
3月31日

静岡県西部保健所
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基
づき感染症患者の入院勧告及び入院期間の延長並びに結核医療
費の負担に関する必要事項の審議

一般社団法人　全国リハビリテー
ション学校協会

第32回教育研究大会・教員研修会 講師 PT 吉本　好延 2019年8月30日(金) 中部大学　春日井キャンパス シンポジウムでの講演[診療参加型実習の実践」

浜松市役所健康福祉部　高齢者
福祉課

浜松市高齢者虐待防止支援事業にかか
わるアドバイザー

アドバイ
ザー

介護
社福

横尾　惠美子
佐々木　正和

2019年4月1日(木)～
2020年3月31日(火)

浜松市役所ほか 高齢者虐待防止支援体制整備に係わる助言及び指導
5～60名

（会議によ
り異なる）

浜松市 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

浜松市人権施策推進審議会委員

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 介護 野田　由佳里
2019年4月1日～2020年
3月31日

浜松市福祉人材運営委員会委員

浜松私立幼稚園協会
浜松私立幼稚園協会絵画指導研修会
（仮）

講師 こども 鈴木　光男 2019年7月30日(火) クリエート浜松 絵画指導に活きる画材や技法などを学ぶ実技研修会・講習会
浜松市内私立幼稚園に勤務
する保育士

100名

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 講師 看護 樫原　理恵
2019年8月29日～10月3
日のうち6日間

静岡県看護協会 静岡県専任教員養成講習会講師 26名

静岡県作業所連合会・わ　西部地
区会

令和元年度　静岡県作業所連合会・わ
西部地区研修会

講師 介護 落合　克能 2019年6月21日(金) クリエート浜松 虐待予防（福祉施設における不適切ケア再考）
静岡県作業所連合会・わ
西部地区会会員施設職員

70名程度

浜松市役所　幼児教育・保育課 保育士再就職支援研修会 講師 看護 市江　和子 2019年9月20日(金) 浜松市福祉交流センター 研修テーマ「感染症による症状及び対応方法」
現在保育の職に就いていな
い保育士資格を有する人

50名程度
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磐田市健康福祉部福祉課
磐田市高齢者・障がい者権利擁護ネット
ワーク会議委員会

委員 介護 横尾　惠美子
2019年4月1日～2021年
3月31日

磐田市役所 磐田市高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク会議委員

浜松市障害保健福祉課 手話奉仕員養成講座講師 講師 ST 石津　希代子
2019年6月7日、6月17
日、7月22日、8月2日

6月7日・6月17日（福祉交流セン
ター）
7月22日（雄踏文化センター）
8月2日（浜北地域活動・研修セ
ンター）

手話奉仕員養成講座　入門課程　講義「聴覚障害者の基礎知識」 20名程度

浜松市リハビリテーション病院 第63回浜松リハビリテーションセミナー 講師 PT 俵　祐一 2019年7月11日(木) 浜松市リハビリテーション病院
地域のケアマネージャー、セラピスト、看護職、介護職の方々を対
象に在宅で実施および指導可能な呼吸リハビリテーションの知識
及び技術の伝達

ケアマネージャー、地域関係
のセラピスト、看護師、介護
職

50名程度

浜松労災病院 看護研究指導 講師 看護 佐久間　佐織 2019年5月～2020年3月 浜松労災病院 看護研究の指導
浜松労災病院に勤務する看
護師

聖隷福祉事業団
杏林堂薬局　第7回美と健康の体験フェス
タ2019

講師 看護

鈴木　知代
中村　秀子
入江　晶子
若杉　早苗
伊藤　純子

2019年6月23日(日)
アクトシティ浜松　展示イベント
ホール

お医者さん、看護師さんになってみよう（白衣・ナース服体験）ばい
菌バイバイ　きちんと手洗い・きちんとマスク（手洗い方法）ケガし
ちゃった！さあどうする？（包帯を巻く）他

杏林堂薬局顧客の小学生以
下のことも

250名程
度

細江地区社会福祉協議会
細江地区社会福祉協議会理事会（総会）
開催講演

講師 社福 大場　義貴 2019年6月1日
みをつくし文化センター2階　大
研修室

基調講演　～ライフサイクルごとの精神保健と地域への期待～ 細江地区社協理事等 60名程度

浜松市教育委員会（学校教育部） 令和1年度浜松市就学支援委員会 委員長 社福 大場　義貴
2019年6月13日・10月17
日・2月14日

浜松市教育委員会　会議室など

以下の内容を実施するため、年4回の会議を行う（1）特別支援学
校入学者及び発達支援学級入級者の判断と就学指導に関するこ
と。（2）園及び学校から申請があった障害のある幼児・児童・生徒
の判断と就学指導に関すること（3）判断、就学指導に必要な園及
び学校との連絡調整に関すること（4）障害のある幼児・児童・生徒
の就学指導に関する諸問題、研究に関すること。

1000名程
度の見込

み

浜松市教育委員会 令和1年度浜松市不登校対策推進協議会 会長 社福 大場　義貴
2019年4月1日～2020年
3月31日

浜松市教育委員会　会議室など 浜松市の不登校対策、支援の推進
浜松市内約1000人の不登校
児童生徒（小学生・中学生）

1000人程
度

浜松市青少年育成センター 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

2019年4月1日～2022年
3月31日

浜松市役所　会議室など

浜松市若者支援スーパーバイザー
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

約50名

磐田市文化協会
磐田市芸術祭ジュニアアート展作品審査
会

審査員 こども 鈴木　光男 2019年10月10日(木)
磐田市役所豊田支所2階大会議
室

市内23校の小学校から出品された絵画作品の審査
入賞作品180点（全応募作品
約900点）

浜松市私立幼稚園協会 浜松市私立幼稚園協会夏期教員研修会 講師 こども 鈴木　光男 2019年7月30日(火) クリエート浜松
「子どもの表現を育む人・支える人になろう」をテーマに、子どもの
絵の見方やこれからの幼児教育に求められるものについて講演
と、クレヨン・パスを使った実技研修を行う。

浜松市内私立幼稚園勤務者 150名
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静岡県立静岡南部特別支援学校 訪問教育職員研修 講師 OT 伊藤　信寿
2019年6月26日、10月
21日

静岡県立静岡南部特別支援学
校

訪問教育における教職員の専門性向上のための研修 訪問教育担当者

静岡県立吉田特別支援学校 自立活動相談 講師 OT 伊藤　信寿 2019年6月24日(月) 静岡県立吉田特別支援学校
児童・生徒の手の機能、認知、発達全般等についての個別相談。
自立活動の指導について講和

教職員

浜松市教育委員会 家庭教育講座 講師 OT 中島　ともみ 2019年6月27日(木) 浜松市新原小学校 家庭療育講座「子供が豊かに育つ心とからだ」 小学生の保護者 60名程度

静岡県看護協会 静岡県看護協会 講師 看護 鶴田　恵子 2019年7月23日(火) 静岡県看護協会 特別講義・保健師助産師看護師法の理解 看護士養成所専任教員等 26名

(公社)静岡県看護協会
令和元年看護職員実習指導者講習会（特
定分野）

講師 看護 野崎　玲子 2019年10月10日(木) 静岡県看護協会会館 実習指導の実際：老年看護学 30名

静岡県立磐田北高等学校
医療職を目指す者として必要な資質、心
構、進路に関する講演

講師 看護 齋藤　直志 2019年7月11日(木) 磐田北高等学校 医療の仕事について　2年生でやっておくべきこと
2年普通科　看護・医療コー
ス

36

NPO法人　遠州精神保健福祉を
進める会（E-jan）

監事監査の執行、社員総会への出席 役員 介護 落合　克能
2019年6月27日～2021
年6月26日

監事監査の執行、社員総会への出席

静岡県立静岡がんセンター事業
管理者

認定看護士教育課程教員会委員 委員 看護 鶴田　恵子
2019年6月19日～2020
年3月31日

静岡県立静岡がんセンター 認定看護士教育課程教員会委員

静岡県自治体立看護専門学校 教員研修会 講師 看護 入江　拓 2019年8月5日(月) 富士市立看護専門学校 看護教育に携わる者のありかた
静岡県自治体立看護専門学
校の教員・臨地実習施設職
員

聖隷浜松病院　看護部
総合病院聖隷浜松病院　看護部　看護管
理研修

講師 看護 樫原　理恵
2019年7月22日、9月9
日、10月21日、11月11
日

聖隷浜松病院 「サーバント・リーダーシップ研修」 39

静岡県立天竜特別支援学校
がんについて知ろうー生涯の健康のため
にー

講師 看護 津田　聡子 2019年7月18日(木) 静岡県立天竜特別支援学校
がんの予防や早期発見、正しい知識を身につけ、健康と命の大切
さについて学ぶ

中学部生徒15人、中学部教
員15人、高等部生徒38人、
高等部職員14人

82

静岡県健康福祉部健康増進課 保健師等地域保健従事者研修検討会 看護 鈴木　知代 2019年7月24日(水) 静岡県庁別館7階4会議室B
県の人材養成関係研修体制について、県保健師の現状と課題、
各大学のシラバス等

一般社団法人　静岡県訪問看護
ステーション協議会

令和元年「訪問看護ステーション看護師
研修会」

講師 看護 若杉　早苗 2019年11月30日(土) シズウェル103
テーマ：災害看護　訪問看護ステーションにおける災害時の対応
について

県内の訪問看護ステーショ
ンの管理者及びそれに準じ
る者

30名程度

社会福祉法人　七恵会 七恵会評議員任期延長 評議員 介護 落合　克能

変更前：平成29年4月1
日～平成31年第1回定
時評議員会まで
変更後：平成29年4月1
日～令和5年6月定時評
議員会まで

七恵会評議員任期延長

社会福祉法人　庄栄会　特別養
護老人ホーム　舘山寺の里

認知症のための基礎研修 講師 介護 秋山　恵美子 2019年7月26日(金)
特別養護老人ホーム　舘山寺の
里　1階ホール

認知症のための基礎研修 新任者・中堅職員
20～30名

程度

長泉町立北中学校 特別支援教育研修会 講師 OT 伊藤　信寿 2019年7月29日(月) 長泉町立北中学校
特別支援教育研修会講師　テーマ「発達障がいの理解と対応につ
いて」

長泉町立小中学校教職員

静岡県事業　しずおかジョブス
テーション

女性のおしごと相談フェア（課題）
ブースの出

展
介護 秋山　恵美子 2019年9月28日(土)

浜松市総合産業展示館　第2展
示場

就職活動イベントへブース出展（女性のおしごと相談フェア<仮題>
にてシャボンラッピングコーナーへの出展
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磐田市立磐田第一中学校 学校運営協議会委員 委員 こども 鈴木　光男
2019年4月1日～2020年
3月31日

磐田市立磐田第一中学校 年間2回の協議会とその他学校運営協議会事業への参加・協力

磐田市立磐田中部小学校 学校運営協議会委員 委員 こども 鈴木　光男
2019年4月1日～2020年
3月31日

磐田市立磐田中部小学校 年間2回の協議会とその他学校運営協議会事業への参加・協力

磐田市立磐田中部小学校 学校運営協議会CSディレクター こども 鈴木　光男
2019年4月1日～2020年
3月31日

磐田市立磐田中部小学校
「ようこそ、まちなか先生」「コミュニ寺子屋」など学校運営協議会事
業の企画・運営

御前崎市 事例検討 講師 社福 川向　雅弘
2019年7月18日
2020年2月5日

御前崎市研修センター 居宅介護支援専門員を対象とした事例検討アドバイザー 25

静岡県立清水特別支援学校 職員研修 講師 OT 伊藤　信寿 2019年8月9日(金) 静岡県立清水特別支援学校 児童の様子についての指導助言 教職員

浜松市教育委員会 発達支援教育研修 講師 OT 伊藤　信寿 2019年9月17日(火) 浜松市教育センター
テーマ「発達が気になる子どもの育ちと支援を考える～感覚に焦
点を当てて～」

幼稚園、小学校、中学校、高
等学校教諭

79

静岡大学
令和元年度静岡大学教員免許状更新講
習

講師 OT 伊藤　信寿 2019年7月20日(土) 静岡大学浜松キャンパス
教員免許状更新講習の講師　テーマ「作業療法からみた発達障が
いの理解と対応について」

教員 40名程度

静岡県健康福祉部こども未来局こ
ども未来課長

静岡県子育て支援員研修および放課後
児童支援員認定資格研修講師

講師 こども 坂本　道子 2019年9月5日(木)
アクトシティコングレスセンター
43.44研究室

対人援助の価値と倫理
2019年度放課後児童支援員
認定資格研修受講者

浜松市健康福祉部
令和元年度高齢者・障がい者虐待防止連
絡会

アドバイ
ザー

介護 横尾　惠美子 2019年8月27日(火)
浜松市商工会議所10階　B会議
室

「令和元年度高齢者・障がい者虐待防止連絡会」のアドバイザー
浜松市の職員地域包括支援
センター職員その他関係団
体職員

40名程度

神久呂中学校
神久呂中学校区　夏季幼小中合同研修
会

講師 PT 根地嶋　誠 2019年8月5日(月) 神久呂幼稚園 発達段階における体力づくり
神久呂幼稚園、神久呂小学
校、神久呂中学校教職員

45名程度

静岡県私立幼稚園振興協会 3年目教員研修会 講師 こども 太田　雅子 2019年7月31日(水)
静岡県コンベンションアーツセン
ターグランシップ

育みたい資質、能力と10の姿に向けての実践
170名程

度

社会福祉法人和光会 社会福祉法人和光会理事 理事 介護 落合　克能 なごみ保育園会議室 理事会への出席（年4-6回程度）

静岡県健康福祉部こども未来局こ
ども未来課長

静岡県子育て支援員研修および放課後
児童支援員認定資格研修講師

講師 こども 鈴木　光男
2019年9月24日
2019年11月11日

アクトシティ浜松 学校・地域との連携
2019年度放課後児童支援員
認定資格研修受講者

社会福祉法人　小羊学園 小羊学園職員研究発表会　審査員 講師 介護 横尾　惠美子 2020年2月22日(土) 本学3602教室 職員が事例を研究として発表する会の審査員（助言者） 150名

浜松市子ども家庭部次世代育成
センター

浜松市若者支援地域協議会第2回研修会
アドバイ

ザー
社福 大場　義貴 2019年8月10日(土) 浜北文化センター

子ども・若者支援団体への講和「若者支援における連携のポイント
と課題～マクロ・メゾ・ミクロ各視点から～」

静岡県西部地区子ども・若
者支援団体

浜松市精神保健福祉センター（健
康福祉部）

学校メンタルヘルス推進会議 委員 社福 大場　義貴
2019年8月2日
2020年1月20

浜松市精神保健福祉センター
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を実施した学校との意見交換（学校メ
ンタルヘルス推進会議委員として）

浜松市立中学全校（教員、
生徒）

浜松市教育委員会 令和元年度保育活動研修 講師 こども 和久田　佳代 2019年8月27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」

幼稚園教諭、小学校教員 46名



2019年度地域連携推進センター受付（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

社会福祉法人慶成会 虐待予防研修 講師 介護 落合　克能
2019年9月12日
2019年10月24日

特別養護老人ホーム　グリーン
ヒルズ東山　研修室

虐待予防研修（演習・講義）
法人内介護老人福祉施設
介護職員

15名程度

浜松市社会福祉協議会 事務事業評価　外部評価委員会 社福 佐藤　順子 2019年9月19日(木) 浜松市福祉交流センター4階 平成30年度に実施した事業についての学部評価委員による評価 外部評価委員 約10名

掛川市社会福祉協議会 職員研修会 講師 社福 佐藤　順子
2019年9月14日、10月
21日

22世紀の丘公園「たまり～な」大
会議室（9/14）、掛川市総合福
祉センターあいりーな2階
（10/21）

講演「社会福祉協議会をとりまく状況とこれから期待されること」
（9/14）　グループ研修スーパーバイザー

掛川市社会福祉協議会職員

一般財団法人日本老人福祉財団
浜松ゆうゆうの里

職員実践研究発表会 審査委員 専門 佐野　仁美 2019年10月25日(金)
浜松ゆうゆうの里　ゆうゆうホー
ル

審査員 浜松ゆうゆうの里職員

磐田地区小中学校生活科・総合
部会

磐田地区小中学校生活科・総合部会研修
会

講師 こども 鈴木　光男 2019年10月18日(金) 磐田市立向笠小学校 講演「これからの時代の総合的な学習の展開」
磐田地区小中学校生活科・
総合部会メンバー

浜松市リハビリテーション病院 運動器検診 PT 根地嶋　誠
2019年5月16日、6月27
日、7月9日

神久呂中学校、神久呂小学校、
庄内学園

小中学生を対象に、運動器検診を行う。主に柔軟性やバランス能
力、形態計測を実施する。結果を取りまとめ、現場にフィードバック
する。

小中学生 約800名

静岡県西部健康福祉センター 令和元年度新任地域保健従事者研修会 講師 看護 若杉　早苗
2019年10月30日、11月
26日

中遠総合庁舎　西館2階　204会
議室

テーマ：地区視診とPDCAサイクル
第1回目：講義と演習「地域を視るとは」第2回目：講義と演習「地域
を視て事業のPDCAをまわす」

地域保健活動に従事して1-
3年目の管内市役所職員（保
健師、栄養士）及び西部健
康福祉センター職員、新任
期職員の指導者

浜松市手をつなぐ育成会
発達支援委員会主催講座「知的・発達障
害のある方への性の指導」

講師 看護 津田　聡子 2019年11月9日(土) あいホール　302・303会議室
月経指導や性の指導について、手掛かりとなる支援方法、障害の
ある方への分かりやすい伝え方等について

保護者、支援者 20名

浜松市（子育て支援課）
平成31年度浜松市発達障害者支援地域
協議会

委員 社福 大場　義貴
2019年4月1日～2020年
3月31日

浜松市役所　北館1階　101会議
室

①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
等②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等

浜松市

浜松市教育委員会（学校教育部） 平成31年度浜松市就学支援委員会 委員長 社福 大場　義貴
2019年4月22日～2021
時年3月31日

浜松市教育委員会　会議室など

以下の内容を実施するため、年4回の会議を行う（1）特別支援学
校入学者及び発達支援学級入級者の判断と就学指導に関するこ
と。（2）園及び学校から申請があった障害のある幼児・児童・生徒
の判断と就学指導に関すること（3）判断、就学指導に必要な園及
び学校との連絡調整に関すること（4）障害のある幼児・児童・生徒
の就学指導に関する諸問題、研究に関すること。

平成31年
度は約
1200名の
就学支援
が見込ま
れる

NPOはままつ子どものこころを支
える会

適応指導教室指導員研修 講師 社福 大場　義貴 2019年9月12日(木) 浜松市教育会館 「指導員に身につけて欲しい知識と視点」 適応指導教室指導員 約35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31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

2019年4月1日～2020年
3月31日（1回目：9月6日
13：30-15：00、2回目
2020年2月開催予定）

浜松市精神保健福祉センター
第2会議室

浜松市におけるひきこもり支援対策について検討

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

委員 社福 大場　義貴
2019年9月6日　※2回
目は2019年2月に開催
予定

浜松市精神保健福祉センター
第2会議室

浜松市における若者（15歳から39歳）未就労者に対する、支援ネッ
トワーク構築、取組みの推進

磐田市立磐田中部小学校
学校運営協議会「コミュニ寺子屋」

講師 こども 鈴木　光男 2019年10月12日(土)
磐田市立磐田中部小学校2階図
書室

「中部小版スクールサポートのすすめ」 40
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（学科）
教員氏名 日程 場所 内容 対象 人数

磐田市PTA連絡協議会
磐田市PTA連絡協議会成人教育委員会
研修会

講師 こども 鈴木　光男 2019年10月16日(水)
磐田市役所豊田支所2階　大会
議室

講演「ドラえもん時代に生きる教育とPTA活動」
磐田市PTA連絡協議会成人
教育委員

35

浜松市立雄踏小学校PTA 雄踏小学校子育て講演会 講師 OT 伊藤　信寿 2019年9月25日(水) 浜松市立雄踏小学校
雄踏小学校子育て講演会講師　テーマ「発達支援における正しい
理解ー子どもとのよりよい接し方」

浜松市立雄踏小学校　保護
者、教職員

約100名

聖隷三方原病院　看護部　おおぞ
ら療育センター

サーバントリーダーシップを学ぶ（おおぞ
ら療育センター管理者研修）

講師 看護 樫原　理恵
2019年10月1日、11月5
日、12月17日、2020年1
月28日、

聖隷おおぞら療育センター3号館
3階会議室

「サーバント・リーダーシップ研修」 10

社会福祉法人　慶成会 職員研修会 講師 介護 井川　淳史 2019年12月18日(水) 社会福祉法人慶成会 ストレス要因とストレスケア 法人職員 50名程度

こうのとり保育園 言語検査について 講師 ST 中村　哲也
2019年10月4日、10月
25日

こうのとり保育園 年中児の発達健診、言語検査についての研修
年中児25名、保育士・看護
師21名

50名弱

公社）静岡県看護協会 中東遠訪問看護研究会 講師 看護 若杉　早苗 2019年11月16日(土) 掛川市中部ふくしあ　会議室 訪問看護ステーションでの災害対策について
中東遠地区の訪問看護師、
訪問看護ステーションの管
理者

30名程度

掛川市立大渕幼稚園 特別支援園内研修 講師 OT 伊藤　信寿 2019年10月25日(金) 掛川市立大渕幼稚園
保育参観、園内研修　支援を要する園児に対する具体的な支援方
法

大須賀中学校区保育園、幼
稚園、小学校、中学校

約50名

公益社団法人　静岡県看護協会 令和元年度　静岡県専任教員講習会 講師 看護 市江　和子

2019年11月21日、2019
年12月19日～2020年1
月31日の間、作業部会
で決定した指導日

静岡県看護協会
静岡県専任教員養成講習会　専門領域別看護論演習の作業部
会、静岡県専任教員養成講習会　専門領域別看護論演習の助言

受講生 26名

社会福祉法人静岡県社会福祉協
議会

2019年度福祉職員キャリアパス対応型生
涯研修課程　中堅コース（中部2）

講師 介護 落合　克能 2020年1月17日(金)
静岡県総合社会福祉会館　7階
703会議室

2019年度福祉職員キャリアパス対応型生涯研修課程　中堅コース
（中部2）1日目　キャリアデザインとセルフマネジメント、福祉サービ
スの基本理念と倫理、メンバーシップ・リーダーシップ

県内福祉職（中堅） 54名程度

社会福祉法人　慶成会 運営推進会議 会議参加 社福 村上　武敏 2019年10月4日(金) 地域包括支援センター和地 地域密着型通所介護サービス3事業所の運営についての検討

ご利用者・ご家族、地域住民
代表者、行政職員、地域支
援センター職員、保険制度
について知見を有する方、各
デイサービス管理者、相談
員

8名

浜松ゆうゆうの里　研究活動推進
委員会

浜松ゆうゆうの里　職員実践研究発表会 審査員 看護 野崎　玲子 2019年10月25日(金)
浜松ゆうゆうの里　ゆうゆうホー
ル

研究発表会の審査員 浜松ゆうゆうの里職員

一般社団法人　地域支え合い・清
流

四季の風保育園職員研修会 講師 OT 中島　ともみ 2019年11月17日(日) 磐田市岩田交流センター
四季の風保育園職員研修会「気になる子どもたちに寄り添うため
に」

保育士 50

浜松市立湖東中学校 地域ふれあい講座 講師 介護 井川　淳史 2019年11月22日(金) 浜松市立湖東中学校
「福祉」に関する講義として「福祉体験講座ーコミュニケーション体
験」を実施する

中学生
10名～30

名

牧之原市
牧之原市職員・市内教育福祉関係者研修
会

講師 社福 大場　義貴 2019年11月7日(木)
牧之原市役所榛原庁舎（4階会
議室）

「子どもと若者の課題に応じた支援のあり方について」
牧之原市職員・市内教育福
祉関係者

60名程度

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 2019年11月17日(日)
浜松市福祉交流センター　43会
議室

思春期・青年期のメンタルヘルス 高校生以上の学生 約10名

静岡県精神保健福祉士協会 中部ブロック志太榛原地区研修会講師 講師 社福 大場　義貴 2019年11月22日(金) ハートケアこころ（島田市） 大人の発達障害～人と環境へのはたらきかけとは～
静岡県精神保健福祉士協会
会員中部ブロック

約30名
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和合せいれいの里（聖隷福祉事
業団）

和合せいれいの里「園内学会」 審査員 社福 落合　克能 2019年11月9日（土） 聖隷こども園めぐみ 和合せいれいの里「園内学会」
和合せいれいの里「園内学
会」発表　9演題

公益社団法人静岡県看護協会 第7回浜松市北区ふれあいマラソン大会 救護 看護 河野　貴大 2020年1月26日(日) 細江総合グランド 第7回浜松市北区ふれあいマラソン大会の救護 等 小学生～一般

浜松市 第1回浜松市発達障害者支援地域協議会 委員 社福 大場　義貴
2019年8月7日
（2020年3月31日）

浜松市役所　北館1階　101会議
室

浜松市発達障害児・者の地域支援の現状についての協議 等
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 等

浜松市

浜松市 第42回浜松市社会福祉大会 講師 社福 川向　雅弘 2019年12月12日(木)
浜松市福祉交流センター　ホー
ル

講演
シンポジウム・コーディネーター

自治会、民生委員、福祉関
係者 等

特定非営利活動法人
静岡県介護支援専門員協会

第1回西部支部研修 講師 社福 野田　由佳里 2020年2月22日(土) 浜松労政会館　第1・2会議室 ファシリテーション力について 介護支援専門員 130

社会福祉法人小羊学園 2019年度　小羊学園チームリーダー研修 講師 社福 福田　俊子 2019年12月9日(月) 支援センターわかぎ 主任・リーダー職としての「スーパービジョン」
当法人職員の主任・リー
ダー

30

社会福祉法人　聖隷福祉事業団 聖隷こども園めぐみ 職員研修会 講師 社福 和久田　佳代 2019年12月4日(水) 聖隷こども園めぐみ 聖隷こども園めぐみ 職員研修会での講義及び実技指導 保育教論

社会福祉法人聖隷福祉事業団
聖隷こども園こうのとり豊田

保育学会 講師 社福 太田　雅子 2020年1月18日(土) 聖隷こども園めぐみ 各発表に対する助言・指導 こども園・保育園の職員 100

三方原地区社会福祉協議会
三方原地区地域福祉活動計画策定委員
会・住民懇談会及び講演会

委員 社福 佐藤　順子
2019年12月～2020年3
月31日

三方原協働センター 他
三方原地区地域福祉活動計画策定委員会
計画策定に向けての住民懇談会
地域住民向け講演会

三方原地区社協厚生委員、
地域住民 等

浜松市生活支援体制づくり第1層
協議体

浜松市生活支援体制づくり第1層協議体
会議（第2回）

社福 佐藤　順子 2019年12月26日(木) 浜松市福祉交流センター
県内外の移動支援の事例について
第2層協議体の進捗状況について

市役所関連部署、福祉事業
所代表者、地域団体代表
者、NPO法人 等

10

公益社団法人静岡県看護協会 令和元年度　静岡県専任教員講習会 出席 看護 市江　和子 2020年2月6日（木） 静岡県看護協会
静岡県専任教員養成講習会　専門領域別看護論演習の作業部会
1)専門領域別看護論演習の評価とまとめ
2）次回への課題

受講生 26

令和元年度静岡県専任教員養成
講習会

専門領域別看護論演習 講師 看護 酒井　昌子
2019年12月19日～2020
年1月31日

静岡県看護協会
専門領域別看護論演習として「在宅看護論」を希望した研修生の
演習指導

3
（研修26

名）

浜松市精神保健福祉センター いのちをつなぐ手紙事業イベント 講師 社福 秋山　恵美子 2020年3月1日(日) プレ葉ウォーク浜北
「いのちをつなぐ手紙～明日へのメッセージ2020～」会場体験コー
ナー、シャボンラッピングブースにおいて参加者に体験していただ
く

来場者 約50

浜松市地域包括支援センター鴨
江

家族介護教室 講師 社福 秋山　恵美子 2020年1月22日(水)
浜松市福祉交流センター　4階
43会議室

「転ばない身体つくり」骨粗鬆症発生機序、症状、予防として食事、
筋力・バランス能力向上について、講義と軽体操の講座

浜松市中区在住地域の介護
をしている家族など

30

社会福祉法人静岡県社会福祉協
議会

2019年度福祉職員キャリアパス対応生涯
研修課程指導者会議

指導者 社福 落合　克能 2020年2月27日(木) 静岡県総合社会福祉会館
2019年度福祉職員キャリアパス対応型生涯研修課程の振り返り、
2020年度実施計画、プログラム確認、意見交換等

12名程度

社会福祉法人和光会 施設介護職員研修 講師 社福 落合　克能
2020年2月7日（金）
2020年3月11日(水)

特別養護老人ホーム朝霧の園
本館3階機能訓練室

虐待予防プログラム研修
特別養護老人ホーム朝霧の
園、なごみユニットリーダー
級職員

15名程度

社会福祉法人慶成会 法人内職員研修 講師 社福 落合　克能
2020年1月29日(水)
2020年2月5日(水)

特別養護老人ホームグリーンヒ
ルズ東山2階　地域交流室

①事故発生の要因分析と予防　②クレーム対応 法人内職員 50名程度

磐田市障害者虐待防止センター 虐待防止研修会 講師 社福 川向　雅弘 2020年2月3日(月) 磐田市豊田支所　大会議室
「虐待をしてしまった、または虐待の可能性のある家族を“防止”の
視点から支える」講義

障害者支援事業所関係者 40



2019年度地域連携推進センター受付（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

豊川市福祉部介護高齢課 第2回日常生活圏域別多職種協働研修会 講師 社福 川向　雅弘 2020年2月27日(木) 御津生涯学習会館 地域共生社会の実現に向けて、講義、グループワーク 地域ケア関係者 120

二俣地区社会福祉協議会 地域福祉講演会 講師 社福 佐藤　順子 2020年2月9日(日) 二俣協働センター 講演「今後目指すべき地域づくり」
二俣地区社協構成員ほか地
域住民

60

浜松市社会福祉協議会 浜松市社協職員全体会議研修 講師 社福 佐藤　順子
2020年2月24日(月)
開催中止

みをつくし文化センター　ホール 職員向け研修 浜松市社会福祉協議会職員 200

浜松市（受託先NPOしずおか・子
ども家庭プラットホーム）

令和元年度　児童養護施設等職員研修 講師 社福 藤田　美枝子
2020年1月28日(火)
2020年2月4日(火)

児童養護施設　清明寮
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の実践と対応 児童養護施設等職員 各50名

磐田市
磐田市高齢者・障がい者権利擁護ネット
ワーク会議

委員 社福 横尾　惠美子 2020年2月12日(水)
ひと・ほんの庭　にこっと　2階会
議室

(1)委員委嘱上交付　(2)高齢者・障がい者虐待の発生状況につい
て　(3)障がい者差別解消について　(4)虐待防止の啓発等につい
て　(5)その他

委員 19

浜松市教育委員会　学校教育部 発達支援教育　巡回相談
アドバイ

ザー
OT 伊藤　信寿

2020年1月14日(火)・24
日(金)・2月3日(月)・13
日(木)・20日(木)

浜松市立可美小学校
浜松市立雄踏小学校
浜松市立庄内小学校
浜松市立追分小学校
浜松市立赤佐小学校

特別な支援が必要な児童の対応についての指導・助言 児童生徒・教員

各学校児
童生徒2

名、教員3
名程度

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 介護 井川　淳史
2019年7月1日～
2022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

浜松市健康福祉部介護保険課 要介護度改善評価事業における審査 評価者 社福 横尾　美恵子 2020年2月27日(木) 浜松市役所 要介護度改善評価事業の審査（書類により審査）

社会福祉法人　浜松市社会福祉
協議会

浜松市社協職員全体会議 講師 社福 川向　雅弘 2020年2月24日(月) みをつくし文化センター　ホール 職員による実践発表に対する講評および総評 浜松市社協職員
200名程

度

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 2020年3月6日(金)

社会福祉法人慶成会　地域包括
センター和地内　会議室

事業所の概要説明、活動状況の報告、皆様からの助言や要望

ご利用者・ご家族、地域住民代表
者、行政職員、地域支援センター
職員、保険制度について知見を
有する方、各デイサービス管理
者、相談員

8名

浜松市健康福祉部福祉総務課 浜松市災害弔慰金等支給審査委員会 委員 PT 吉本　好延
災害が発生し招集が必
要になった時点で任期
が始まる（任期3年）

委員会での審議事項：災害弔慰の支給・災害障害見舞金の支給

社会福祉法人　昴会 昴会第2回職員園内研修 講師 社福 落合　克能 2020年2月15日(土) アグリッシュ西丘
虐待予防プログラム研修
『不適切ケアを考える』

法人職員 20名程度

社会福祉法人みどりの樹
社会福祉法人みどりの樹、NPO法人あく
しす合同研修会

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 大場　義貴 2020年2月22日(土) 聖隷クリストファー大学
テーマ「熱き想い、感じて響け」
職員研修会実行委員会ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

社会福祉法人みどりの樹/NPOあ
くしす　職員

50名程度

社会福祉法人みどりの樹
社会福祉法人みどりの樹、NPO法人あく
しす合同研修会

講評者 社福 川向　雅弘 2020年2月22日(土)
聖隷クリストファー大学　3601教
室

テーマ「熱き想い、感じて響け」
研修全体の講評

社会福祉法人みどりの樹/NPOあ
くしす　職員

50名程度

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
第18回聖隷福祉学会実行委員

第18回聖隷福祉学会審査委員 委員 社福 秋山　恵美子 2020年2月22日(土)
アクトシティ浜松コングレスセン
ター

審査委員

浜松市 高齢者虐待防止支援事業 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 野田　由佳里
2020年4月1日～2020年
3月31日

高齢者虐待防止支援体制整備に係わる助言及び指導　・高齢者虐待防止連
絡会開催に係わる助言及び指導　・高齢者虐待支援者研修会開催に係わる
助言及び指導　・高齢者虐待防止講演会開催に係わる助言及び指導　・処遇
困難事例の支援に係わる助言及び指導

社会福祉法人　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
会

委員 社福 佐々木　正和
2020年4月1日～2021年
3月31日

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 介護 井川　淳史
2020年4月1日～2022年
3月31日


