
2020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

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

評議員会への出席

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

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

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

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

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 社福 横尾　恵美子
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

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 社福 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

社会福祉法人　七恵会 七恵会評議員任期延長 評議員 社福 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

社会福祉法人和光会 社会福祉法人和光会理事 理事 社福 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）

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

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 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

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

委員 社福 佐々木　正和
2020年4月1日～2021年
3月31日



2020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　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 社福 井川　淳史
2020年4月1日～2022年
3月31日

浜松市福祉交流センター3階会
議室

浜松市福祉人材バンクの運営ならびに事業実施についての協議

浜松市（健康増進課　母子グルー
プ）

浜松市母子保健推進会議　委員 委員 看護 神﨑　江利子
2020年4月1日～2023年
3月31日

浜松市母子保健推進会議委員

浜松市（健康福祉部　高齢者福祉
課）

浜松市地域包括支援センター運営協議会
委員

委員 看護 仲村　秀子
2020年4月1日～2023年
3月31日

浜松市地域包括支援センター運営協議会委員

浜松市（健康福祉部　障害保健福
祉課）

浜松市障害者虐待防止対策支援事業 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 佐々木　正和
2020年4月1日～2021年
3月31日

(1)障害者虐待防止支援体制整備に係わる助言及び指導(2)障害
者虐待防止連絡会開催に係わる助言及び指導(3)障害者虐待防
止講演会・シンポジウム開催に係わる助言及び指導(4)処遇困難
事例の支援に係わる助言及び指導(5)その他障害者虐待防止に
係わる助言及び指導

静岡県私立幼稚園振興協会 令和2年度　第1回初任者教員研修会 講師 こども 太田　雅子 2020年4月11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10階1001-1.2

テーマ「みんなでスタートラインに立とう」
育ち合うとは？

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

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 2020年8月7日(金) クリエート浜松
テーマ：ポストコロナ時代に大切な“かんじる力”　“つくる力”　“つ
ながる力”

浜松市私立幼稚園、幼稚園
教諭

150名

一般社団法人　静岡県介護福祉
士会

介護福祉士実習指導者講習会 講師 社福 野田　由佳里 2020年8月10日(月) シズウェル703 テーマ：スーパービジョンの意義と活用及び実習生の理解①②

介護福祉士資格取得後、実
務経験が3年以上で養成校
実習施設の実習指導者とし
て登録する者または予定し
ている者

50名

一般社団法人　静岡県介護福祉
士会

介護福祉士実習指導者講習会 講師 社福 野田　由佳里 2020年11月9日(月) シズウェル703 テーマ：スーパービジョンの意義と活用及び実習生の理解①②

介護福祉士資格取得後、実
務経験が3年以上で養成校
実習施設の実習指導者とし
て登録する者または予定し
ている者

50名

浜松市役所健康福祉部　国保年
金課

浜松市国民健康保険運営協議会　委員 委員 看護 伊藤　純子
2020年4月1日～2022年
3月31日

浜松市国民健康保険運営協議会委員・会長代行

一般社団法人　静岡県介護福祉
士会

介護福祉士ファーストステップ研修 講師 社福 井川　淳史 2020年9月4日(金)
シズウェル101

テーマ：コミュニケーションの応用
介護福祉士資格取得後、実
務経験が2年以上の介護職

30名程度

浜松市老人福祉センター萩原荘 転倒予防教室 講師 PT 高山　真希
2020年4月1日(水)～
2021年3月31日(水)
週1～2回

浜松市ふれあい交流センター萩
原

テーマ：高齢者の運動機能低下及び認知症予防のための運動指
導

地域高齢者 90名程度

浜松市（健康福祉部　障害保健福
祉課）

浜松市障害者施策推進協議会　委員 委員 OT 新宮　尚人
2020年5月11日～2023
年5月10日

障害者の福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進の調査審
議

志都呂幼稚園PTA 保護者対象講演会 講師 こども 鈴木　光男 2020年6月18日(木) 志都呂幼稚園 テーマ：“つ”のつく間の子育て 園児の保護者 200名

社会福祉法人小羊学園 2020年度 小羊学園チームリーダー研修 講師 社福 福田　俊子 2020年5月23日(土) 支援センターわかぎ テーマ：主任・リーダー職としての「スーパービジョン」 法人職員の主任・リーダー 30名程度



2020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

医療法人社団　至空会
浜松市障がい者相談支援事業係る苦
情処理規定における第三者委員会　委
員

委員 社福 福田　俊子
2020年4月1日(水)～
2022年3月31日

浜松市東障がい者相談支援セ
ンター

浜松市障がい者相談支援事業係る苦情処理規定における第三者
委員会、委員の委嘱

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
2020年4月1日(水)～
2022年3月31日

慈照園 入所者との生活相談 4名(年間)

牧之原市健康推進部　健康推進
課

牧之原市健康づくり推進協議会　委員 委員 看護 伊藤　純子
2020年4月1日(水)～
2021年3月31日

健康増進計画を推進するための進捗管理として、事業計画や内
容等の見直し、調整。その他、協議会の目的達成に必要な事項の
審議、意見の具申。

磐田市文化協会 第9回ジュニアアート展審査会　審査委員 委員 こども 鈴木　光男 2020年10月8日(木) 磐田市役所豊田支所
磐田市・磐田文化協会主催の第9回ジュニアアート展に向けた作
品審査

市内小・中学生の作品

浜松市（健康福祉部　福祉総務
課）

浜松市健康福祉部指定管理者選定会議
委員

委員 ST 谷　哲夫
2020年5月19日(火)～
2021年3月31日(水)

浜松市役所および視察場所（指
定施設）

障害者福祉に基づいて障害を持つ方の生活支援を実施する福祉
施設に対して、当事者および専門家双方の視点から施設運営を
評価する。

浜松市が指定している福祉
施設

浜松市（中区まちづくり推進課） 第28回「浜松市民アカデミー」 講師 ST 大原　重洋 2020年9月9日（水）
浜松市地域情報センター　ホー
ル

テーマ：「好奇心の、その先へ」～未来へツナグ9講座～
18歳以上の方（高校生を除
く）

40名

浜松市教育委員会（学校教育部
指導課）

令和2年度浜松市発達支援教育巡回指導
員

指導員 OT 伊藤　信寿
2020年5月1日(水)～
2021年2月28日(日)

八松市内の小・中学校
発達障害等の特別な支援を必要とする児童・生徒について、専門
的な指導・助言。

浜松市内の小・中学校に在
籍している児童・生徒と教員

一般社団法人　静岡県訪問看護
ステーション協議会

令和2年度「訪問看護ステーションの看護
師研修」

講師 看護 若杉　早苗 2020年8月15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
ンに従事して3年以内の看護
師等

30名程度

浜松市教育委員会（学校教育部
指導課）

幼児ことばの教室研修会 講師 OT 伊藤　信寿 2020年6月10日(水) 浜松市教育センター テーマ：幼児期の発達障害や幼児ことばの教室に望むこと 幼児ことばの教室　担当者 21名

公益社団法人　静岡県看護協会
令和2年度「看護職員実習指導者等講演
会（特定分野）」

講師 看護 酒井　昌子 2020年10月15日(木) 静岡県看護協会会館 テーマ：実習指導の実際Ⅰ：在宅看護論
静岡県内の看護実習指導従
事者

14名

浜松市（こども家庭部 次世代育成
課）

浜松市SNSを活用した若者相談支援業務
に係る評価委員

委員 社福 大場　義貴 2020年6月11日(木) 浜松市役所 企画提案業者からのヒアリングに対する評価 浜松市

浜松市教育委員会（教育総務課） 令和2年度　家庭教育講座 講師 OT 中島　ともみ
2021年2月2日(火)
※新型コロナウイルス
の影響により中止。

浜松市立井伊谷小学校 テーマ：子供が豊かに育つ心とからだ　～姿勢・鉛筆の持ち方～
浜松市井伊谷小学校　次年
度入学予定児童の保護者

71名

浜松市教育委員会（教育総務課） 令和2年度　家庭教育講座 講師 OT 中島　ともみ
2020年11月12日(木)
※新型コロナウイルス
の影響により、中止。

浜松市立庄内小学校 テーマ：子供が豊かに育つ心とからだ　～姿勢・鉛筆の持ち方～
浜松市立庄内小学校　次年
度入学予定児童の保護者

60名

浜松市教育委員会（指導課） 令和2年度不登校対策推進協議会　委員 委員 社福 大場　義貴
2020年4月1日(水)～
2021年3月31日（水)

浜松市教育委員会　6階　教育
委員会室

浜松市の不登校対策、支援の推進

浜松市（障害保健福祉課・高齢者
福祉課）

令和2年度高齢者・障害者虐待防止連絡
会

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 野田　由佳里 2020年8月27日(木)
浜松市福祉交流センター　大会
議室

高齢者・障害者虐待事例の検討
令和元年度高齢者・障害者虐待防止支援事業の実施状況につい
て

浜松市こども家庭部　幼児教育・
保育課

保育士再就職支援研修会 講師 看護 宮谷　恵 2020年9月25日(金)
浜松市福祉交流センター　43会
議室

テーマ：(仮称)子どもの事故防止・病気予防の知識
現在保育の職に就いていな
い保育士資格を有する人

約30名

聖隷三方原病院 治験審査委員会　外部委員 委員 看護 熊澤　武志
2020年4月1日～2021年
3月31日

聖隷三方原病院治験管理室 当該病院の治験審査に外部委員として原則1回従事する



2020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

磐田市PTA連絡協議会 成人教育研修会 講師 こども 鈴木　光男 2020年10月14日(水) 磐田市役所　豊田支所 テーマ：これからのソサエティ5.0の時代を見据えた学校教育とPTA 40名

静岡済生会総合病院 看護倫理研修 講師 看護 大石　ふみ子 2020年8月29日(土) 静岡済生会総合病院 テーマ：事例検討で看護倫理を学ぼう
看護管理者（師長・主任・副
主任）・ベテラン看護師

50名程度

磐田市立磐田中部小学校 校内研修会 講師 こども 鈴木　光男 2020年8月5日(水) 磐田市立中部小学校図書室 テーマ：これからの教育（オンライン授業、SDGs等）について 教員 45名

浜松市（都市整備部　建築行政
課）

浜松市建築審査会　委員 委員 看護 若杉　早苗
2020年9月1日～2023年
8月31日

浜松市役所　本庁舎
建築基準法に規定する同意及び同法第94条第1項前段階の審査
請求に対する決済についての議決等

静岡県健康福祉部こども未来局こ
ども未来課

令和2年度放課後児童支援員認定資格研
修

講師 こども 鈴木　光男
①2020年9月23日(水)
②2020年10月19日(月)
③2020年11月9日(月)

①アクトシティ浜松
②プラサヴェルデ
③アクトシティ浜松

テーマ：学校・地域との連携
静岡県内在住者または勤務
者で、放課後児童クラブ所属
者

100名程度

静岡県西部健康福祉センター 令和2年度保健委員リーダー研修会 講師 看護 伊藤　純子 2020年9月17日(木)
静岡県中遠総合庁舎西館4階
404号室

テーマ：居心地のよさと認め合いから始まる地域づくり
　　　　　～ゆるつながりで快適・健康～

管内市町保健委員、市町担
当職員

50名程度

磐田市健康福祉部　高齢者支援
課

磐田市認知症施策推進協議会　委員 委員 社福 村上　武敏
2020年9月2日～2022年
3月31日

磐田市総合健康福祉会館 協議会委員・副会長 8名

浜松市社会福祉審議会
令和2年度第2回浜松市社会福祉審議会
高齢者福祉専門分科会

委員 看護 酒井　昌子 2020年8月28日(金)
浜松市役所　本館8階　第5委員
室

令和2年度第2回会議
議題：はままつ友愛の高齢者プラン策定骨子（案）について

一般社団法人　静岡県訪問看護
ステーション協議会

新卒訪問看護師育成委員会会議 委員 看護 酒井　昌子 2020年8月31日(月) ホテルアソシア　小宴会場 議題：1.新卒者の育成状況、2.広報活動報告・計画

中区地域包括支援センター

令和2年度浜松市中区地域ケアマネ
ジャー演習事業
「認知症の方を介護する家族への支援」
研修会

講師 社福 村上　武敏 2020年9月23日(水)
和合せいれいの里　研修セン
ター　2階研修室

テーマ「認知症の方を介護する家族への支援の視点を学ぶ」
　　　　　～生活を正しく捉えて双方を支える～
　　　　　講義と演習指導

地域のケアマネジャー 50名

医療法人社団三誠会　北斗わか
ば病院

看護部研修会 講師 看護 樫原　理恵

①2020年9月14日(月)
②2020年10月12日(月)
③2020年11月26日(木)
④2020年12月21日(月)

医療法人社団 三誠会　北斗わ
かば病院　南棟1階　会議室

テーマ：サーバントリーダーシップ研修会 看護管理者・介護管理者

浜松市教育委員会（学校教育部） 令和2年度浜松市就学支援委員会　委員 委員長 社福 大場　義貴
2020年5月27日～2021
年3月31日

浜松市教育委員会　第1会議室

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。

令和2年度
は約1,200
名の就学
支援が見
込まれる。

浜松市（こども家庭部　子育て支
援課）

令和2年度浜松市発達障害者支援地域協
議会　委員

委員 社福 大場　義貴
2020年4月1日～2022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

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会
運営委員

委員 看護 樫原　理恵 2020年9月2日(水)
公益社団法人静岡県看護協会
第2研修室

詳細は調整中。
第1回：①令和3年度専任教員養成講習会認定申請等について
　　　　　②教育内容及び講師の選定について



2020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

NPO法人遠州精神保健福祉をす
すめる市民の会（E-JAN）
地域若者サポートステーションは
ままつ

令和2年度　第1回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 2020年9月11日(金)
第1回目はZoom、第2回目は未
定

浜松市における若者(15歳から39歳)及び就職氷河期世代(概ね49
歳)の未就労者に対する、支援ネットワーク構築、取り組みの推進

浜松市ひきこもり地域支援セン
ター

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

委員 社福 大場　義貴
2020年4月1日～2021年
3月31日

第1回目はZoom、第2回目は未
定

浜松市におけるひきこもり支援対策について検討

約2,000世
帯（厚生労
働省推計
値、浜松
市公表数

値）

聖隷福祉事業団 施設・在宅看護職員研修 講師 社福 落合　克能 2020年11月2日(月)
聖隷福祉事業団法人本部　7階
研修室

テーマ：看護・介護の関係法規
　　　　　入居者・利用者の尊厳を守るための制度知識

聖隷福祉事業団　施設・在
宅看護職員のうち、今年度ラ
ダーレベルⅡ・Ⅲ申請予定
者及び希望者

静岡県西部健康福祉センター
令和2年度新任期地域保健従事者現任研
修会

講師 看護 若杉　早苗

第1回目：2020年10月16
日(金)
第2回目：2020年11月13
日(金)

静岡県中遠総合庁舎　西館4階
404・405会議室

テーマ：対象者理解と個別支援　～困りごとに一緒に悩んで・寄り
添っていく保健師・栄養士を目指そう

地域保健活動に従事して1
～3年目の管内市町及び西
部健康福祉センターの保健
師・栄養士

社会福祉法人　静岡県社会福祉
協議会

成年後見制度に関する実態把握調査 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 横尾　惠美子

2020年8月1日～2020年
9月30日(調査企画・調
査票作成)
2020年10月1日～2021
年3月31日(集計・分析・
報告書作成等)

（自身の研究室)
①調査企画に対する助言・指導
②調査票作成に関する助言・指導
③調査結果の分析・考察、報告書作成に関する一部支援

社会福祉法人　浜松市社会福祉
協議会

事務事業評価　外部評価委員会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 佐藤　順子 2020年9月17日(木)
浜松市福祉交流センター　4階
大広間洋室

令和元年度に実施した事業の事務事業評価について
外部評価
委員7名

こうのとり保育園 職員研修会 講師 ST 中村　哲也
2020年12月14日、12月
17日、12月18日、12月
21日、12月25日

社会福祉法人聖隷福祉事業団
こうのとり保育園

テーマ：言語検査について
看護師、保育士、年中児（4
歳児）

看護師1
名、保育
士20名、
年中児27

名

浜松市私立幼稚園協会 教員研修会 講師 こども 鈴木　光男 2020年11月12日(木) クリエート浜松
テーマ：ポストコロナ時代に大切な“かんじる力”　“つくる力”　“つ
ながる力”

浜松市私立幼稚園、幼稚園
教諭

約50名

浜松市健康福祉部健康増進課 浜松市がん検診受診キャンペーン ブース出展 看護
氏原　恵子
村松　美恵
若杉　早苗

①2020年10月18日
②2020年10月25日
③2020年10月31日
④2020年11月8日

①杏林堂薬局小松店
②杏林堂薬局志都呂店
③杏林堂薬局和田店
④杏林堂薬局ビーワンプラザ天
王店

がん検診に関する普及・啓発活動
がん検診等啓発物の配布、がん検診受診券受付、健康相談、肌
年齢測定など

杏林堂薬局に来店する市民
等

三方原圏域生活支援体制づくり
協議体

三方原圏域生活支援体制づくり協議体シ
ンポジウム

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 社福 佐藤　順子 2020年10月31日 常葉大学　トコハホール

浜松市の高齢者の現況、協議体と生活支援コーディネーターの設
置について、行政、市社協から説明を行い、三方原、都田、新都
田地域の活動報告及び大学、社会福祉法人がどういう立場で地
域の活動と関わりを深め、地域と繋がっていこうとするのか、その
取り組みや考え方について

住民主体の支え合い・助け
合い活動に関心のある方

300名

浜松市北区役所長寿保険課 地域ケア会議　研修会 講師 看護 伊藤　純子 2020年10月20日 聖隷ケアセンターいなさ テーマ：パーソナリティ障害の理解と対応について
地域包括支援センター職員
及び行政職員

約10名

一般社団法人　日本クラシック音
楽協会

第30回　日本クラシック音楽コンクール
静岡本選

審査員 こども 二宮　貴之 2020年10月24日 浜松市勤労会館　Uホール 声楽部門の審査 高校生

社会福祉法人　静岡県社会福祉
協議会

外国人介護職員研修交流会 講師 社福 野田　由佳里
2021年1月15日
2021年1月31日

浜松市福祉交流センター テーマ：高齢者介護の基礎＆悩みごとの共有

静岡県内の介護事業所で就
労している外国人介護職
員、介護職を目指す養成校
や日本語学校の留学生

定員各回
20名



2020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

中区民生委員児童委員協議会
（児童福祉部会）

令和2年度児童福祉部会　講演 講師 こども 藤田　美枝子 2020年11月6日 あいホール　1階ホール
テーマ：地域で支援を必要とする子どもを育てる仕組み
「孤育て」でない「子育て」の応援を

児童福祉部会　委員 88名

磐田市立磐田中部小学校
コミュニテｘ－スクール事業「ようこそ、まち
なか先生」

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ こども 鈴木　光男 2020年12月14日 磐田市立中部小学校
総合的な学習の時間「ようこそ、まちなか先生」での授業担当、講
師陣との研究協議

磐田市立中部小学校6年生 104名

浜松市西区社会福祉課 民生委員活動についての研修会 講師 社福 佐藤　順子 2020年12月1日 雄踏文化センター　大ホール テーマ：社会福祉を取り巻く状況と民生委員への期待
①西区民生委員・児童委
員、主任児童委員
②福祉関係機関職員

①163名
②約10名

浜松市社会福祉協議会北地区セ
ンター
浜松市北区民生委員児童委員協
議会
浜松市北区社会福祉課

令和2年度「地域福祉推進セミナー」 講師 社福 佐藤　順子 2020年11月9日 みをつくし文化センター テーマ：これから求められる北区における地域福祉活動
北区民生委員・児童委員、
地区社協関係者、地域福祉
活動関係者

定員240名

浜松市（健康福祉部高齢者福祉
課）

高齢者虐待防止研修会 講師 社福 野田　由佳里 2020年1月26日 天竜区役所21・22会議室 テーマ：事例検討を通して、虐待対応への理解を深める。
地域包括支援センター職
員、行政職員

社会福祉法人　静岡県社会福祉
協議会

令和3年静岡県福祉職合同入職式 講師 社福 野田　由佳里
2021年3月4日
2021年3月8日
2021年3月9日

（オンライン）
記念講演

静岡県内の福祉施設等に令
和3年4月からの採用が内定
している方

静岡県教育委員会（特別支援教
育課長）

令和2年度第2回特別支援学校生徒指導
連絡協議会

講師 社福 大場　義貴 2020年12月8日 静岡県総合教育センター

講演
テーマ：ライフステージを通した児童生徒等の心のケア
　　　　　～子育て、保育、教育、医療、福祉、就労の連携も出るを
目指して～

各県立特別支援学校（本
校、分校、分教室の各教場）
の生徒指導主事又は生徒指
導担当教諭

各県立特
別支援学
校より1名

社会福祉法人　静岡県社会福祉
協議会

令和2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（中部2）

講師 社福 落合　克能 2021年2月16日
静岡県総合社会福祉会館シズ
ウエル

テーマ：～″福祉の専門職″としてのキャリアを描こう！～
　　　　　　・福祉職員として成長するために
　　　　　　・組織のなかでの多職種連携・協働　等

福祉・介護職員初任者

浜松市（健康福祉部健康増進課） 事例検討会 講師 こども 藤田　美枝子
2020年12月15日
2020年12月22日

歯の健康センター
テーマ：児童虐待死亡事例検証部会の検証結果に基づいたグ
ループワーク、児童虐待死亡事例検証部会の検証結果に基づい
た講義

各区健康づくり課グループ
長及び中堅期Ⅲ・中堅期Ⅱ
の保健師

30名

社会福祉法人ひかりの園　浜松
協働学舎　工房めい

事業所職員初級中級研修 講師 社福 井川　淳史 2020年12月8日 浜松協働学舎根洗寮 テーマ：高齢化に伴う知的障がい者の理解と対応 工房めい生活支援員
6～8名程

度

静岡県西部健康福祉センター
令和2年度中堅期地域保健従事者現任研
修会

講師 看護 若杉　早苗 2021年2月25日
静岡県中遠総合庁舎　西館4階
404・405会議室

テーマ：中堅期に求められる役割と能力
　　　　　～実践者として個別の気づきを形ある施策に繋ぐ方法～

地域保健活動に従事して概
ね6～15年目（中堅期前期）
の管内市町及び西部健康福
祉センターの保健師・栄養士

浜松労災病院 看護研究指導 講師 看護 佐久間　佐織 2021年2月26日 浜松労災病院　6階　大会議室 テーマ：2020年度看護研究 浜松労災病院研究従事者

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

令和2年度　児童養護施設等職員研修 講師 こども 藤田　美枝子
①2021年1月22日
②2021年2月19日

浜松市福祉交流センター
テーマ：①基礎研修（被措置児童虐待の基本的事項を学ぶ）
　　　　　②資質向上研修（基礎研修を発展させたもの）

児童養護施設、自立援助
ホーム、障害児入所施設、
母子生活支援施設、乳児院
等の管理者及び職員、行政
職員（保健師、ケースワー
カーなど児童福祉分野の職

静岡県社会福祉人材センター
令和2年度福祉のお仕事魅力発見セミ
ナー

講師 社福 野田　由佳里 2021年2月18日 浜松市立北浜南小学校 テーマ：福祉のお仕事の魅力について
浜松市立北浜南小学校4年
生

73人

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 2021年3月7日
プレ葉ウォーク浜北　2階セン
ターコート

「いのちをつなぐ手紙 ～明日へのメッセージ～」ワークショップ
シャボンラッピングの紹介及び体験

アルテ・プラーサ
ふじのくに文化プログラム
キッズアートプレーヤー講座

講師 こども 鈴木　光男 2021年3月14日 （オンライン講座）
テーマ：「こどもの発想力や独創力を引き出す」
　　　　　～子どものアート思考を伸ばす～

20人程度

一般社団法人静岡県介護福祉士
会

令和3年度介護福祉士実習指導者講習会 講師 社福 野田　由佳里 2021年11月8日
静岡県総合社会福祉会館シズ
ウエル　703

テーマ：介護過程の理論と指導方法①②

介護福祉士資格取得後、実
務経験が3年以上で養成校
実習施設の実習指導者とし
て登録する者または予定し

一般社団法人静岡県介護福祉士
会

令和3年度介護福祉士ファーストステップ
研修

講師 社福 井川　淳史 2021年8月23日
静岡県総合社会福祉会館シズ
ウエル　601

テーマ：コミュニケーション技術の応用的な展開②
介護福祉士資格取得後、実
務経験が2年以上の介護職

社会福祉法人天竜厚生会 天竜厚生会苦情検討委員会 委員 社福 佐藤　順子
2021年4月1日～2023年
3月31日

天竜厚生会法人本部 苦情対応等に対する助言等



2020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

浜松市浜松手をつなぐ育成会 発達支援委員会主催講座 講師 看護 津田　聡子 2021年2月27日 あいホール　302・303会議室
テーマ：知的・発達障害のある思春期女子のための月経教育プロ
グラムの効果検証

保護者、支援者 約20名

社会福祉法人　浜松市社会福祉
協議会

令和2年度　住民主体の生活支援セミ
ナー

講師 社福 佐藤　順子 2021年3月22日
浜北文化センター　3階大会議
室

テーマ：基調講演「地域に求められる住民主体の生活支援サービ
ス」

浜松市私立幼稚園協会 夏季研修会 講師 こども 鈴木　光男 2021年8月19日 クリエート浜松
テーマ：市内の私立幼稚園教員を対象とした美意識や感性につい
ての講義と造形表現に関わる実技研修

市内私立幼稚園教員

一般社団法人静岡県私立幼稚園
振興協会

令和2年度　第4回初任者研修会 講師 こども 太田　雅子 2021年2月24日
しずぎんホールユーフォニア（ア
ゴラ静岡8階）

テーマ：幼児理解と評価
令和2年度　静岡県内私立
幼稚園・認定こども園初任者

医療法人社団八州会　袋井みつ
かわ病院

院内研究研修 講師 看護 河野　貴大 2021年3月31日 袋井みつかわ病院　会議室 テーマ：研究計画書の作成について
看護師、介護士、事務職員
による院内研究担当者

医療法人社団八州会　袋井みつ
かわ病院

院内研究研修 講師 看護 藤浪　千種 2021年3月31日 袋井みつかわ病院　会議室 テーマ：研究計画書の作成について
看護師、介護士、事務職員
による院内研究担当者

浜松市健康福祉部介護保険課 浜松市要介護度改善評価審査会 委員 社福 横尾　惠美子 2021年2月26日
浜松市役所　北館1階　101会議
室

利用者の要介護度の改善につながる取組みを行った事業者事例
の評価

浜松市自立支援協議会 地域共生研修 講師 社福 佐藤　順子 2021年3月2日 浜松市東区役所3階　会議室 テーマ：皆が住みよい東区へ～令和に求められる地域力
東区内の障がい福祉に携わ
る方

組合立静岡県中部看護専門学校 令和2年度卒業記念講演会 講師 看護 鶴田　恵子 2021年3月2日
組合立静岡県中部看護専門学
校　合同講義室

テーマ：寄り添う看護とは
令和2年度卒業生、1年生、2
年生、教職員

約140名

社会福祉法人　浜松市社会福祉
協議会

浜松市子ども食堂連絡会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ こども 藤田　美枝子 2021年3月10日
浜松市福祉交流センター　4階
大広間洋室

（１）令和2年度の取組について
（２）協議事項（意見交換）
（３）その他

社会福祉法人三幸会 職員研修会 講師 社福 落合　克能 2021年3月18日 特別養護老人ホーム　三幸の園 テーマ：クレーム対応について 三幸の園、大平台の園職員 65名


