
2021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

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
令和元年6月19日～令和3年度の
定時評議委員会終結まで

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

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

浜松市役所健康福祉部　国保年金 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
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

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～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～2022年3月31日 慈照園 入所者との生活相談 4名(年間)

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

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（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

浜松市

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
ている者

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26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
員

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

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

浜松市ふれあい交流センター萩原 元気はつらつ教室 講師 ＰＴ 高山　真希 2021年4月1日～2022年3月31日
浜松市ふれあい交流センター萩
原

運動指導講師
テーマ：高齢者の運動機能低下及び認知症予防

地域の高齢者

静岡県立静岡がんセンター
静岡県立静岡がんセンター認定看護師
教育課程　教員会委員

委員 看護 鶴田　惠子 2021年4月1日～2022年3月31日 静岡県立静岡がんセンター 当該教育機関外委員

聖隷福祉事業団 認定看護管理者教育運営委員会委員 委員 看護 鶴田　惠子 2021年4月1日～2022年3月31日 聖隷三方原病院
（１）教育課程の運営に関すること
（２）その他教育運営委員会が必要と認める事項

磐田市立磐田第一中学校 2021年度学校運営協議会委員 委員 こども 鈴木　光男 2021年4月1日～2022年3月31日 磐田市立磐田第一中学校
2年生のキャリア教育推進（「まちなか先生」の授業企画）と、読み
聞かせボランティア活動の組織化。

磐田市立磐田第一中学校 コミュニティスクールコーディネーター ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ こども 鈴木　光男 2021年4月1日～2022年3月31日 磐田市立磐田第一中学校 コミュニティスクール事業全般の展開。
磐田市立磐田中部小学校 2021年度学校運営協議会委員 委員 2021年4月1日～2022年3月31日

磐田市立磐田中部小学校 コミュニティスクールコーディネーター ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2021年4月1日～2022年3月31日

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 2021年4月1日～2022年3月31日

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

一般社団法人静岡県私立幼稚園振
興協会

令和3年度　第2回初任者研修 講師 こども 太田　雅子 2021年5月8日 グランシップ　10階　100-1.2 テーマ：育ち合うとは
静岡県内私立幼稚園・認定
こども園の初任者教員

約150名

聖隷保育学会 聖隷保育学会研修会 講師 こども 太田　雅子 2021年6月19日 聖隷こども園めぐみ　3階ホール 研究指導
聖隷福祉事業団のこども
園・保育園

磐田市PTA連絡協議会
2021年度磐田市PTA連絡協議会後講演
会

講師 こども 鈴木　光男 2021年10月13日 テーマ：これからのPTA活動のあり方について 市内小中学校PTA会長 32名

磐田市教育委員会
2021年度第1回コミュニティスクールコー
ディネーター（CSD）・コミュニティスクール
ディレクター（CSC）連絡会

こども 鈴木　光男 2021年5月10日 磐田市役所西庁舎　302・303 市内CSD・CSCとの研究協議 市内CSD・CSC 30名

一般社団法人静岡県私立幼稚園振
興協会

令和3年度　乳幼児教育研修会 講師 こども 太田　雅子 2021年8月2日
グランシップ　11階　会議ホール
風

テーマ：3歳未満児の豊かな育ちを保障する保育とは
静岡県内私立幼稚園・認定
こども園に勤務している教員

約190名

第1回のコミュニティスクール事業では、コミュニティスクールの意
義や内容の説明と、本年度立ち上げる「いずみサポーター」の紹
介をする。

保護者・住民 500名鈴木　光男 磐田市立磐田中部小学校こども
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公益社団法人静岡県看護協会 令和3年静岡県専任教員養成講習会 講師 看護 樫原　理恵
2021年6月1日～2021年12月24日
（8月17日、8月18日、9月13日、9
月14日、9月16日）

公益社団法人静岡県看護協会 テーマ：看護教育方法論（シミュレーション教育）
受講後に県内で看護基礎教
育に従事する看護師等

26名

日赤浜松市地区本部東区地区長 救急法短期講習 指導員 看護 岡田　眞江 2021年5月25日 三方原学園　多目的室 テーマ：救急法短期講習 職員 15名

浜松市教育委員会 家庭教育講座 講師 OT 飯田　妙子 2021年10月5日 浜松市立中郡小学校
テーマ：子どもの「こころ」と向き合う子育て～ちょっと気になる行
動へのワンポイントアドバイス！～周りの子と少し違うのかも？と
気になっていること、ありませんか？

浜松市立中郡小学校1年生
の保護者

約118名

浜松市教育委員会（学校教育部）
令和3年度浜松市就学支援委員会委員
および浜松市医療的ケア運営協議会委

委員 社福 大場　義貴 2021年8月25日～2022年2月10日 浜松市教育委員会　第1会議室 学齢時の就学先の判断、医療的ケアの実施状況・課題検討

聖隷クリストファー高等学校 英数科「人間探求」講演 講師 OT 冨澤　涼子 2021年7月13日 聖隷クリストファー高校 テーマ：リハビリテーションの仕事と医療海外協力
聖隷クリストファー高校 英
数科1年生

55名

社会福祉法人静岡県社会福祉協議
会
静岡県社会福祉人材センター

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日目

講師 社福 落合　克能 2021年8月16日
静岡県総合社会福祉会館シズ
ウエル

テーマ：①福祉職員として成長するために
　　　　　②組織のなかでの多職種連携・協働　等

社会福祉施設（事業所）・介
護保険事業所等への従事
経験が1～2年程度の初任
者

35名

浜松市こども家庭部
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 2021年4月16日～2024年4月15日
浜松市児童相談所4階　大会議
室

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

社会福祉法人みどりの樹 評議員 評議員 社福 落合　克能

令和2年度の最終のものに関する
定時評議員会の終結の時から令
和6年度の最終のものに関する定
時評議員会の終結の時まで

法人本部等 評議員会への出席

浜松民間保育園長会 保育士等キャリアアップ研修 講師 こども 飯田　真也 2021年8月30日 ホテルコンコルド テーマ：5.小学校との接続
浜松市内の民間保育園・認
定こども園　職員

100名予
定

浜松民間保育園長会 保育士等キャリアアップ研修 講師 こども 太田　雅子 2021年9月6日 ホテルコンコルド
テーマ：3.幼児の発達に応じた保育内容
　　　　　4.幼児教育の指導計画、記録及び評価

浜松市内の民間保育園・認
定こども園　職員

100名予
定

聖隷三方原病院
2021年度聖隷三方原病院看護管理者教
育課程ファーストレベル

講師 看護 樫原　理恵 2021年8月3日 聖隷クリストファー大学
テーマ：科目名「人材管理Ⅰ」
　　　　　単元「看護チームのマネジメント
　　　　　　　　　　　　　　　リーダーシップとメンバーシップ」

看護職者

社会福祉法人三宝会 評議員 評議員 社福 落合　克能 2021年6月から4年間
特別養護老人ホーム紫雲の園
会議室

評議員会への出席

NPO法人　遠州精神保健福祉をすす
める市民の会（E-jan）

監事監査の執行、社員総会への出席 役員 社福 落合　克能 2021年6月27日～2023年6月26日 監事監査の執行、社員総会への出席

社会福祉法人和光会 社会福祉法人和光会理事 理事 社福 落合　克能
2021年6月24日～2023年度の定
時評議員会終結まで

理事会への出席（年4-6回程度）

静岡県立浜松特別支援学校 多様な人材活用支援事業 講師 OT 伊藤　信寿
2021年6月22日から2021年10月5
日までの期間のうち3日

静岡県立浜松特別支援学校 学校職員への指導助言。
静岡県立浜松特別支援学
校職員

一般社団法人静岡県介護福祉士会 認定介護福祉士養成研修 講師 社福 落合　克能 2021年8月8日、8月29日、9月5日 （オンライン）
テーマ：マネジメントに関する領域
　　　　　　1)介護業務の標準化と質の管理
　　　　　　2)法令の理解と組織運営

静岡県内の介護福祉士 32名

社会福祉法人　七恵会 認知症ケア向上委員会 講師 社福 秋山　恵美子 2021年7月19日 第二長上苑
テーマ：「認知症利用者を知る」
　　　　　～アセスメント力を身に着け、尊厳を守る適切なケアを～

第二長上苑・第三長上苑の
認知症ケア向上委員会メン

磐田市立磐田中部小学校
2021年度磐田市立磐田中部小学校　夏
季校内研修会

講師 こども 鈴木　光男 2021年8月4日 磐田市立中部小学校 テーマ：ポストコロナ時代の小学校教育
磐田市立磐田中部小学校
教員

35名

浜松市教育委員会指導課 第1回浜松市不登校対策推進協議会 委員 社福 大場　義貴 2021年6月22日
浜松市教育委員会　6階　教育
委員会室

浜松市における不登校児童生徒支援の現状・取り組みについて
浜松市の不登校支援について

浜松市青少年育成センター
浜松市SNSを活用した若者相談支援業
務事業者選定に係る評価委員委嘱につ

委員 社福 大場　義貴 2021年6月24日 浜松市役所　8階　第5委員会室 企画提案業者からのヒアリングに対する評価

静岡県立清水特別支援学校 職員研修 講師 OT 伊藤　信寿 2021年7月21日 静岡県立清水特別支援学校 テーマ：対象児童の様子を診ての指導助言
静岡県立清水特別支援学
校職員

公益社団法人静岡県看護協会
令和3年度「看護職員実習指導者等講習
会（特定分野）」

講師 看護 酒井　昌子 2021年10月12日 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

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 2021年8月10日 ホテルグランヒルズ静岡
1.新卒者の育成状況
2.広報活動報告・計画　他

医療法人社団八洲会　袋井みつかわ
病院

研究抄録指導 講師 看護 藤浪　千種 2021年9月27日
袋井みつかわ病院　言語聴覚
士つ

研究抄録の指導
担当部署の病棟看護師、介
護士その他職種

浜松市 第29回「浜松市民アカデミー」 講師 社福 大場　義貴 2021年9月1日 地域情報センター　ホール テーマ：「明日へつながる９つの発見」～今こそ学び、考える～ 浜松市民 約65名

浜松市ひきこもり地域支援センター
令和3年度 第1回浜松市ひきこもり地域
支援センター企画検討委員会

会議参加 社福 大場　義貴 2021年9月13日 オンライン開催
・ひきこもり相談支援事業の報告
・意見交換

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

令和3年度 第1回浜松地域若年者就労支
援推進協議会

会議参加 社福 大場　義貴 2021年9月13日 オンライン開催 ・事業の報告、意見交換など

社会福祉法人小羊学園 令和3年度　三方原スクエア職員研修会 講師 社福 川向　雅弘 2021年9月14日 三方原スクエア
テーマ：知的障害を持つ利用者支援を行ううえでの必要となる職
員同士のコミュニケーション、接遇、ストレスへの対応等について

三方原スクエア児童部、成
人部、グループホーム、通
所等を含む直接支援の職員

約70名

浜松市社会福祉協議会北地区セン
ター

いきいき講座 講師 PT 根地嶋　誠
①2021年9月10日
②2021年9月24日

細江介護予防センター　デイ
ルーム

テーマ：自身の健康増進や地域のサロン活動に役立つストレッチ
北区在住の概ね60.歳以上
の方

20名

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 講師 こども 鈴木　光男 2021年10月13日 オンライン開催
テーマ：ポストコロナ時代の学校教育とPTA
　　　　　～子供が真ん中のコミュニティ再構築～

磐田市PTA連絡協議会成人
教育委員及び役員

約40名

NPO法人愛知県理学療法学会
令和3年度理学療法士講習会・基本編
（理論）

講師 PT 吉本　好延 2021年9月4日 カネジュービル第5会議室 テーマ：脳卒中者の予後予測
日本理学療法士協会会員・
新人教育プログラム修了者
等

約80名



2021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

浜松協働学舎親の会
2021年度浜松協働学舎親の会　福祉講
演会

講師 看護 市江　和子 2021年11月8日

根洗作業所2階集会室・浜松協
働学舎根洗寮3階集会室・工房
ゆう2階集会室（オンラインで繋
ぐ）

テーマ：感染症について
浜松市協働学舎親の会会
員

浜松市民生委員児童委員協議会
令和3年度 浜松市民生委員児童委員協
議会リーダー研修会

講師 社福 川向　雅弘 2021年10月14日
浜北文化センター　3階大会議
室

テーマ：事例検討の進め方

浜松海の星幼稚園 地区研修会 講師 こども 鈴木　光男 2021年11月5日 浜松海の星幼稚園　ホール テーマ：絵画研修（実技を含む）
浜松市私立幼稚園西部地
区職員及び浜松海の星幼
稚園職員

約20名

磐田市立磐田第一中学校 2年生「総合的な学習時間」キャリア教育 講師 こども 鈴木　光男 2021年10月12日
磐田市立磐田第一中学校図書
室

テーマ：世界を見ると何かが変わる
磐田市立磐田第一中学校2
年生生徒

25名

磐田市文化協会 磐田市芸術祭第10回ジュニアアート展 審査員 こども 鈴木　光男 2021年10月14日 豊田福祉センター　3階大会議 募集作品の審査 磐田市内の小学生

聖隷福祉事業団 多職種協働推進シンポジウム ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 社福 川向　雅弘 2021年12月18日 Zoomによるライブ配信
テーマ：地域で暮らす精神障害のある方を「チームで支える」支援
のために
－顔がみえ、役割のわかる関係作りをしよう－

医療・介護・福祉の支援者

ふくろいファミリー・サポート・センター 令和3年度託児・高齢者サポーター養成 講師 社福 泉谷　朋子 2021年11月12日 月見の里学遊館　集会室A テーマ：保育の心　託児の心構え

社会福祉法人静岡市社会福祉協議
会

静岡市社会福祉協議会リスクマネジメン
ト研修

講師 看護 炭谷　正太郎 2021年12月1日
オンライン開催
（受講者は静岡市中央福祉セン
ター3階　大会議室）

テーマ：リスクマネジメントの考え方、リスクヘッジの必要性など

静岡市社会福祉協議会の
苦情解決統括責任者、各部
門責任者（部長）、苦情解決
責任者、苦情受付担当者

北区役所長寿保険課
地域包括支援センター三方原

令和3年度　第2回北区事業者情報交換
会

講師 社福 大場　義貴 2021年10月25日 オンライン開催 テーマ：8050問題　ひきこもりの理解と支援
北区管内のケアマネー
ジャー等

社会福祉法人静岡県社会福祉協議
会

ひきこもり支援強化に係る市町へのアド
バイザー派遣事業

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 大場　義貴 2021年10月21日 オンライン開催 テーマ：菊川市社会福祉協議会に対する事例への助言
菊川市社会福祉協議会の
ひきこもり支援担当者

静岡県西部健康福祉センター
令和3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 2021年12月2日
静岡県中遠総合庁舎　東館3階
303会議室

テーマ：講義・演習「地区組織の育成と支援　～面白がる文化を
組織に活かす～」

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

社会福祉法人島田市社会福祉協議
会

役員・評議員研修 講師 社福 佐藤　順子 2021年11月19日
島田市六合公民館　1階　多目
的ホール

テーマ：①講義（地域福祉や社会福祉協議会に関する内容）
　　　　　②グループワーク

島田市社会福祉協議会の
役員・評議員・職員

静岡県立藤枝特別支援学校 自立活動相談 講師 OT 伊藤　信寿 2021年11月16日 オンライン開催
テーマ：子どもの学修や生活動作についての支援の仕方や考え
方に関する個別相談及び学習会

静岡県立藤枝特別支援学
校の教職員

デイケア学会静岡大会 実行委員会 委員 社福 大場　義貴 2021年11月17日 オンライン開催

①大会プログラムについて検討
②役割分担の検討
③今後のスケジュール
④その他

光明学園 職員研修会 講師 社福 川向　雅弘 2021年12月8日 光明学園　会議室 テーマ：知的障がい者の支援について 光明学園施設職員 約20名

浜松市こども家庭部次世代育成課
令和3年度　浜松市若者支援地域協議会
代表者会議

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社福 大場　義貴 2021年12月9日
浜松市役所　本館8階　第5委員
会室

（1）子供・若者育成支援推進大綱の改正について
（2）高校生の生徒指導の現状について
（3）協議「令和2年度事業推進結果及び令和3年度事業推進計

浜松市健康福祉部高齢者福祉課
浜松市地域包括ケアシステム推進連絡
会
研修・情報共有部会 研修会

講師 社福 佐々木　正和 2021年12月20日
オンライン開催
（浜松市保健所：口腔保健医療
センター1階講座室）

テーマ：精神障がい者に対する効果的な支援を行うための多職種
連携について

医療・介護・福祉等の分野
の専門職、病院、施設等の
相談員、行政職員等

150名

社会福祉法人静岡県社会福祉協議
会

令和3年度外国人介護職員研修交流会 講師 社福 野田　由佳里 2021年2月17日
静岡県総合社会福祉会館　101
会議室

高齢者介護の基礎＆介護の仕事への思いの共有
静岡県内の福祉施設等に
令和4年4月からの採用が内
定している方

社会福祉法人静岡県社会福祉協議
会

令和4年静岡県福祉職合同入職式 講師 社福 野田　由佳里
①2022年3月3日
②2022年3月7日
③2022年3月9日

オンライン 記念講演

静岡県内の介護施設に勤
務する外国人介護職員、介
護職を目指す養成校や日本
語学校の留学生

20人

医療法人社団八洲会　袋井みつかわ
病院

研究計画書作成指導 講師 看護 藤浪　千種 2022年3月28日 オンライン テーマ：研究計画書の作成指導（専門的見地からのアドバイス）
病棟看護師、介護士その他
職種

浜松市健康福祉部介護保険課 要介護度改善評価事業　評価委員 委員 社福 横尾　惠美子 2022年2月25日 浜松市役所
要介護度改善評価事業で事業者からの優秀な事例を表彰し、予
算の範囲内において奨励金を交付する事業の評価委員。

市内の介護サービス事業者

豊川市地域医療連携協議会 令和3年度 第4回医療・介護合同研修会 講師 社福 大場 義貴 2022年2月7日
豊川市民病院 講堂【オンライン
（Zoom）＋会場】

ライフステージを通した不登校・ひきこもり・発達障害・精神障害等
の理解と心理、社会的支援～地域連携・顔が見える関係から顔
が浮かぶ関係へ～

豊川市内の医療・介護に携
わる医師及び職員、行政機
関職員等

浜松市社会福祉審議会 地域福祉専
門分科会

令和３年度第2回浜松市社会福祉審議会
地域福祉専門分科会

委員 社福 佐藤 順子 2022年3月11日
浜松市役所北館２階中区会議
室

第4次地域福祉計画の中間評価について 等

浜松市生活支援体制づくり第1層協
議体

令和３年度浜松市生活支援体制づくり第
１層協議体会議（第3回）

委員 社福 佐藤 順子 2022年3月25日
浜松市役所 本館 ８階 第４委員
会室

関連事業を踏まえた浜松市生活支援体制づくり協議体第１層の
取り組みについて
生活支援フォーラム等の令和３年度実施企画について など

三方原圏域生活支援体制づくり協議
体

令和３年度 三方原圏域生活支援体制づ
くり協議体会議

委員 社福 佐藤 順子 2022年3月24日 みをつくし文化センター ホール
担い手の確保＝持続可能な地域づくりを目指して
グループワークほか

浜松市西・南障がい者相談支援セン
ター

浜松市障がい者自立支援協議会　西南
エリア連絡会
地区部会における研修会

講師 社福 佐藤 順子 2022年2月28日
南区役所３階　大会議室
ZOOM開催

「我が事」地域共生社会の実現と地区社協の意義
―地域との協働で進める障がい者支援に向けて―

地区部会構成員・西南セン
ター相談員

約50名

社会福祉法人小羊学園 法人内研究発表会 審査委員 審査員 社福 泉谷 朋子 2022年2月26日
Zoomによるオンライン発表会
（メイン会場：支援センターわか
ぎ 会議室）

毎年実施されている職員による研究発表会に審査委員として出
席し、審査、講評を行う。

社会福祉法人小羊学園の
職員（法人内19事業所の職
員）

約60名

浜松市自立支援協議会東エリア連絡
会

地域向け研修
コメンテー

ター
社福 佐藤 順子 2022年3月7日 浜松市東区役所3階会議室

地域共生「皆が住みよい東区へ～令和に求められる地域力～」
事例報告とディスカッション

東区内の障がい福祉に携わ
る方

約25名
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社会福祉法人 浜松市社会福祉協議
会

第2回 地区社会福祉協議会の支援強化
に向けた検討会（地区社協あり方検討
会）

会議参加 社福 佐藤 順子 2022年3月9日
浜松市中区寺島町450
福祉交流センター仮設事務所2
Ｆ

・地区社協支援計画（案）、地区社協補助金（案）の提示
・意見交換
・その他

22名

関東ブロック民生委員児童委員連合
協議会／浜松市民生委員児童委員
協議会

令和4年度（第82回）関東ブロック民生委
員児童委員活動研究協議会（浜松大会）

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 社福 川向 雅弘 2022年7月28日～7月29日 ホテルクラウンパレス浜松 第１分科会 「地域版 活動強化方策」の作成に向けて

１都10県8政令指定都市
（1）民生委員児童委員
（2）行政、社協、民児協担当
者
（3）開催市民生委員児童委
員
（4）開催市関係者等

273名

浜松市ふれあい交流センター萩原 元気はつらつ教室萩原 講師 PT 高山 真希 2022年4月1日～2023年3月31日
浜松市ふれあい交流センター萩
原内 元気はつらつ教室萩原

転倒予防教室 地域の高齢者 80名


