
2017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

浜松市社会福祉人材バンク 浜松市社会福祉人材バンク 委員 介護 古川　和稔 2017年5月29日(月)
浜松市福祉交流センター　41会
議室

福祉人材確保に関する会議

浜松市ことばを育てる親の会 ペアレント・トレーニング 講師 ST 木原　ひとみ 2017年5月13日(土)
浜北文化センター　3階　大会議
室

地域のことばの教室に通う保護者に
対して、「ペアレント・トレーニング」を
講義する

60名

浜松市ファミリー・サポートセン
ター

浜松市ファミリー・サポートセンター
スキルアップ講習会

講師 社福 坂本　道子 2017年7月7日(金)
浜松市子育て情報センター　3階
研修室

子どもとのコミュニケーションについて
講座名：「初めて会う子、顔なじみの
子　それぞれのコミュニケーション」

まかせて・どっちも会員（子ど
もを預かる側の会員）

20～40名

浜松市こども家庭部　次世代保育
課

家庭教育講座 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2017年6月17日(土)

社会福祉法人初生会　初生幼
稚園　遊戯室

「今日からスタート！忙しいママにもで
きるわが子の早寝・早起き朝ごはん」

保護者 100名

沼津市立大岡小学校
①健康教育　②労働安全衛生研修
会

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2017年6月27日(火)

大岡小学校　①体育館　②会議
室

①生活習慣(特に睡眠）の改善
②教職員のアンガーマネジメント力を
高める

①5・6年児童及び希望する
保護者
②教職員

①160名程
度

②20名程
度

浜松医療センターリハビリテーショ
ン科

臨床実習におけるクリニカルクラー
シップ

講師 PT
①俵　祐一

②矢部　広樹
③金原　一宏

2017年　①5月25日(木)
②6月15日(木)
③7月6日(木)

浜松医療センター　理学療法室

学生に対する臨床実習指導における
クリニカルクラークシップの実践を目
的に、①基礎的な内容を講演する　②
臨床場面を想定しての実践的な内容
を講演する　③特に応用的な内容を
講演する

各日約10
名

浜松市立浜北北部中学校
性に関する指導「大人の世界に羽
ばたく君たちへ」

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2017年5月25日 浜北北部中学校　武道場

性に関する正しい知識について理解
し、自他の生命を大切にする態度や
目標を持って生きるすばらしさを学ぶ

中学3年生、教職員 3年208名

地域密着型介護老人福祉施設和
合愛光園和合サテライト

運営推進会議 委員 介護 落合　克能
2016年4月1日～
2018年3月31日

和合愛光園内 運営推進会議への参加
地域密着型介護老人福祉施
設和合愛光園和合サテライ
ト関係者等

聖隷福祉事業団
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年9月1日～
2018年8月31日

和合愛光園内

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

御前崎市高齢者支援課 事例検討 講師 社福 川向　雅弘
2017年7月13日
2017年12月14日

御前崎市役所3階　301会議室
居宅介護支援専門員の資質向上の
ための事例検討

介護支援専門員等 25名

浜松市北区役所長寿保険課 北区事業者情報交換会 講師 社福 川向　雅弘 2017年6月14日(水) 引佐多目的研修センター
地域を基盤とする多職種連携のあり
方

北区内介護保険サービス事
業者、医療相談室、北区民
生委員等、地域包括支援セ
ンター職員及び高齢者福祉

80名

静岡県こどもの精神保健フォーラ
ム

第27回静岡県こどもの精神保健
フォーラム

シンポジスト OT 伊藤　信寿 2017年6月18日(日)
アクトシティ浜松研修交流セン
ター

「様々な現場における合理的配慮の
実践」をテーマにしたシンポジウムに
シンポジストとして参加

教育関係、心理、保育、行政
等

100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
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浜松市精神保健福祉センター（健
康福祉部）

思春期メンタルヘルス推進会議推
進委員

委員 社福 大場　義貴
2017年7月24日（月）
2018年1月19日（金）

浜松市教育センター等
浜松市の学校現場における課題検
討、教材検討

浜松市中学全校（教員、生
徒）

浜松市教育委員会（学校教育部）
平成29年度浜松市就学支援委員
会

委員長 社福 大場　義貴
2017年8月29日（火）、
10月11日（水）、2018年
2月14日（水）

浜松市教育委員会　会議室等
特別支援学校入学者および発達支援
学級入級者の判断と就学指導に関す
ること等

平成29年度は約1,000名の
就学支援が見込まれる

浜松市教育委員会（学校教育部）
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
2017年6月14日（水）、
10月11日（水）、2018年
2月14日（水）

浜松市教育委員会（イーステー
ジ浜松）

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・中学校全校

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

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
2017年6月9日、7月12
日、9月12日、10月6日

福祉交流センター等
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」

各回20名

社会福祉法人静岡県社会福祉協
議会

「成年後見制度の取組現状・ニー
ズ把握等」に関する実態調査研究

アドバイ
ザー

介護 横尾　惠美子
2017年5月1日～30日、
7月1日～30日

本学研究室

①企画調査に対する助言・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 2017年6月15日(木)
特別養護老人ホーム西之島の
郷

スーパービジョンについての講義 ユニットリーダー 15名

浜松市教育委員会
平成29年度浜松市不登校対策推
進協議会

会長 社福 大場　義貴
2017年4月1日～
2018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
（年2回、6月14日、8月28日を予定：1
回90分程度）

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
2017年4月1日～
2018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

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）

浜松市西区地域包括支援セン
ター

ケアプラン作成研修会 講師 社福 村上　武敏 2017年7月28日(金) 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の講
義

西区内の居宅介護支援事業
所に勤務するケアマネー
ジャー

20名

浜松市健康福祉部福祉総務課
平成29年度第1回浜松市人権施策
推進審議会

委員 介護 古川　和稔 2017年7月25日(火)
浜松市役所 本館8階 第4委員会
室

人権施策事業について

社会福祉法人七恵会 主任・フロアリーダー研修 講師 介護 落合　克能
2017年6月～2018年3月
隔月第一金曜日

第二長上苑　地域交流スペース
部下の目標管理を達成するためのス
キルを学ぶ

法人内の主任・フロアリー
ダー

20名

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

聖隷三方原病院
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　惠子 2017年8月12日(土) 聖隷三方原病院
科目名「看護専門職論」
単元「看護専門職の役割と機能」

看護師 100名



2017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

磐田ケアマネ連絡会 磐田ケアマネ連絡会 研修会 講師 社福 福田　俊子 2017年7月14日(金) 磐田市総合健康福祉会館 対人援助技術について 磐田ケアマネ連絡会会員 80名

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

浜松市立引佐南部中学校
性に関する指導「大人の世界に羽
ばたく君たちへ」

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2017/7/19(水) 引佐南部中学校　体育館

性に関する正しい知識について理解
し、自他の生命を大切にする態度や
目標を持って生きるすばらしさを学ぶ

3年生、教職員、保護者
3年生115

名

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

島田市長寿介護課
平成29年度島田市介護支援専門
員研修会

講師 介護 古川　和稔 2017年8月9日
島田市保健福祉センター研修室
（3階）

自立支援に向けた介護予防ケアマネ
ジメントについて

島田市内事業所の介護支援
専門員、地域包括支援セン
ター職員

未定

ヤマハ発動機株式会社

高齢者の雇用促進に関する環境整
備のための管理監督者研修－60
歳代社員への配慮に関する加齢変
化の理解

講師 看護 大村　光代
2017年　9/22，9/25，
10/16，10/30，11/21，
11/29，12/18，12/21

ヤマハ発動機㈱本社および浜
北事業所

講義および高齢者体験スーツによる
模擬体験

製造・技術職場の管理監督
者

各回30～
50名

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

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
2017年7月13日～11月
28日までの間 合計9時
間

静岡県立浜松特別支援学校 児童生徒の発達支援と教員指導
児童生徒5名程度、教員10
名程度

高齢者相談センター三方原
三方原地域介護支援専門員演習
事業

講師 介護 村上　武敏 2017年7月26日(水) 三方原協働センター
生活アセスメント～制度的限界をどう
超えるか

居宅介護支援事業所、地域
包括支援センター職員

30名

浜松市（子育て支援課）
平成29年度　浜松市発達障害児者
支援協議会

委員 社福 大場　義貴

年2回
第1回：2017年7月14日
(金)
第2回：未定

浜松市役所本館8階　第3委員
会室

(1)　浜松市における発達障害児及び
発達障害者の支援する施策を円滑に
推進するための検討・評価
(2)　意見交換

静岡大学
静岡大学教員免許状更新講習
「養護教諭の専門性とその成長」

講師 看護 高橋　佐和子 2017年8月17日(木) 静岡大学浜松キャンパス
養護教諭のスキルラダーについての
講話とグループワーク
学校診断についての講話と演習

養護教諭 約15名

静岡大学
平成29年度静岡大学教員免許状
更新講習

講師 OT 伊藤　信寿 2017年8月16日(水) 静岡大学浜松キャンパス
テーマ「作業療法からみた発達障が
いの理解と支援」

教員 約40名

静岡県高等学校福祉教育研究会
第3回静岡県高等学校介護技術コ
ンテスト

審査員 介護 野田　由佳里 2017年7月28日(金) 静岡県立富士宮東高等学校
介護技術コンテスト審査員、介護技術
講評

県内の高校30校 500名

浜松市教育委員会 平成29年度保育活動研修 講師 こども 和久田　佳代 2017年8月9日(水) 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」

幼稚園教諭、小中学校教員 70名
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浜松市
平成29年度 高齢者・障害者虐待防
止連絡会

アドバイ
ザー

社福 川向　雅弘 2017年8月24日(木) 浜松市役所802会議室
高齢者・障害者虐待防止対策支援事
業の状況

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

2017年4月1日～2018年
3月31日

浜松市役所

処遇困難事例の支援に係わる助言及
び指導
高齢者虐待支援者研修会開催に係
わる助言及び指導等

ヤマハ発動機株式会社

高齢者の雇用促進に関する環境整
備のための管理監督者研修－60
歳代社員への配慮に関する加齢変
化の理解－

講師 看護 仲村　秀子
2017年9月25日（月）、
12月18日（月）

ヤマハ発動機㈱本社および浜
北事業所

講義および高齢者体験スーツによる
模擬体験

製造・技術職場の管理監督
者

各回30～
50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 2017年9月19日(火)

社会福祉法人慶成会
ケアハウス　ヴィラ東山苑

通所介護サービス事業所への助言

医療法人社団三誠会北斗わかば
病院　リハビリテーション部

リハビリテーション部勉強会 講師 PT 吉本　好延 2017年12月14日(木) 北斗わかば病院
臨床実習におけるクリニカルクラーク
シップの実践（実践編）

北斗わかば病院スタッフ 20～30名

医療法人光生会赤岩病院 リハビリテーション部勉強会 講師 PT 吉本　好延 2017年9月21日(木) 赤岩病院
臨床実習におけるクリニカルクラーク
シップの実践（実践編）

赤岩病院スタッフ 20～30名

牧之原市政策協働部企画政策課 地域リーダー育成プロジェクト 看護 若杉　早苗 2017年8月23日(水) 榛原庁舎4階会議室
高校生・大学生・大人が参加しての
「学びあいの場」ハーベスティング
シートの作成

榛原高校生・相良高校生・県
内外大学生・大人

磐周教育研究所 ソフィア発見講座 講師 こども 鈴木　光男 2017年11月29日(水) 磐周教育研究所　大会議室
「視点を変えると人生が変わる～転
職、そして国際交流・支援を経て～」
をテーマにした講座

磐田市、袋井市、森町を中
心とした教員

50名

カウンセリング・マインドを学ぶ会 研修会 講師 OT 伊藤　信寿 2017年9月2日(土) 浜松市教育センター
気になる子どもの理解と支援～感覚
統合の視点から～

市内小・中学校教職員 30～35名

聖隷福祉事業団　　相談人材育
成委員会

相談支援を主たる業務とする職員
向け研修

講師 社福 福田　俊子 2017年9月1日(金)
和合せいれいの里 研修セン
ター

講義・演習「スーパービジョンの理論と
実際」

法人内相談支援スキルラ
ダー申請レベルⅢ及びⅣ

15名

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

社会福祉法人小羊学園
社会福祉法人小羊学園2017年度
職員研究発表会

審査員 介護 横尾　惠美子 2018年2月24日(土)
聖隷クリストファー大学　3602教
室

現場実践の発表会での助言者（審査
員）

小羊学園職員 約180名

社会福祉法人小羊学園
社会福祉法人小羊学園2017年度
職員研究発表会

審査員 社福 佐々木　正和 2018年2月24日(土)
聖隷クリストファー大学　3602教
室

現場実践の発表会での助言者（審査
員）

小羊学園職員 約180名

浜松市西区民生委員児童委員協
議会高齢者福祉部会

西区民児協高齢者福祉部会公開
講座

講師 社福 佐藤　順子 2017年9月27日(水) 雄踏文化センター大会議室 増大する高齢者の課題と対応 西区民生委員 80名



2017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

浜松市社会福祉協議会 事務事業評価外部評価委員会 委員 社福 佐藤　順子 2017年9月22日(金)
浜松市福祉交流センター　41会
議室

平成28年度に実施した事業の事務事
業評価について

浜松市民生委員児童委員協議会 平成29年度中堅委員研修会 講師 社福 川向　雅弘 2017年9月26日(火) 浜北文化センター大ホール
今日の福祉問題の把握方法～援助
困難な人への初期対応

2期目以上の委員 760名

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

静岡県自治会連合会西部支部
静岡県自治会連合会西部支部研
修会

講師 社福 佐藤　順子 2017年11月22日(水) ホテルコンコルド浜松 高齢化社会における自治会の役割
県自治会連合会西部支部管
内の自治会長

100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 社福 大場　義貴 2017年11月5日(日)
浜松市福祉交流センター　22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 20名

浜松市こども家庭部次世代育成
課

家庭教育講座「健康力で幸せにな
れる子を育てよう―できるようにな
るコツ教えます―」

講師 看護
高橋　佐和子
伊藤　純子

2017年10月13日(金) 遠州鉄道株式会社
心身ともに健康な子どもを育てるため
に大切なこと

育児休暇中の保護者 20名

浜松市こども家庭部次世代育成
課

家庭教育講座「健康力で幸せにな
れる子を育てよう―できるようにな
るコツ教えます―」

講師 看護
高橋　佐和子
伊藤　純子

2017年10月16日(月) 株式会社第一印刷
心身ともに健康な子どもを育てるため
に大切なこと

育児休暇中の保護者 20名

浜松市立新津小学校・中学校
学校保健委員会「自分も相手も大
切にしよう」

講師 看護
高橋　佐和子
伊藤　純子

2017年11月28日(火) 新津小学校体育館
友人関係の悩みへの対処方法、いじ
め予防

小学5年生、中学1年生、教
職員、保護者代表、学校医

約300名

静岡県看護協会
平成29年度地区別施設看護管理
者交流会

講師 看護 大村　光代
①2017年11月4日（土）
②2017年12月2日（土）

①アクトシティ浜松研修交流セン
ター
②静岡県看護協会

看取りケアにおける施設看護師の役
割について

30～50名
程度

ひきこもりサポートセンターこだま
地域若者サポートステーションは
ままつ

平成29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」及び「浜松市地域若年者就労
推進協議会」

コーディネー
ター

社福 大場　義貴 2017年9月25日(月)
浜松市精神保健福祉センター第
2会議室

ひきこもり相談支援事業報告、地域若
者サポートステーションはままつ事業
の報告等

浜松市立三方原中学校
学校保健委員会「心と体　元気です
か～睡眠について考えよう～」

講師 看護
高橋　佐和子
伊藤　純子

2017年11月10日(金) 三方原中学校体育館
生活リズムと心身の健康について考
え、成長期の健康的な生活習慣づくり
を目指す

全校生徒、教職員、PTA役
員

600名

浜松市立三方原小学校
学校保健委員会「心と体　元気です
か～睡眠について考えよう～」

講師 看護
高橋　佐和子
伊藤　純子

2017年11月16日(木) 三方原小学校体育館
生活リズムと心身の健康について考
え、成長期の健康的な生活習慣づくり
を目指す

5・6年児童、教職員、保護者 200名

静岡県立磐田北高校 講演会 講師 介護 古川　和稔 2017年11月24日(金)
磐田北高校さみどり会館大会議
室

各国における最新の介護福祉の実践
について学び、グローバルな視点を
養う

福祉課生徒 約100名

浜松市豊岡小学校
学校保健委員会「心と体　元気です
か～睡眠について考えよう～」

講師 看護
高橋　佐和子
伊藤　純子

2017年11月13日(月) 豊岡小学校体育館
生活リズムと心身の健康について考
え、成長期の健康的な生活習慣づくり
を目指す

5・6年児童、教職員、保護者 200名

静岡県西部保健所
平成29年度新任期地域保健従事
者研修会

講師 看護 若杉　早苗

第1回：2017年10月6日
（金）
第2回：2017年12月6日
（水）

中遠総合庁舎

テーマ：対象者理解と個別支援
第1回目：講義と演習「理解を深めるコ
ミュニケーション力」
第2回目：「相談・訪問場面での情報

地域保健に従事して1～3年
目の静岡県西部管内職員及
び西部健康福祉センター職
員

15名程度
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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

浜松市こども家庭部
平成29年度保育士再就職支援研
修会

講師 こども 太田　雅子 2017年10月16日(月) 浜松市福祉交流センター
保育士資格を有し、職に就いていな
い人への研修

50名

磐田市立磐田中部小学校 コミュニ寺子屋（教育講演会） 講師 こども 鈴木　光男 2017年10月14日(土) 磐田中部小学校図書室
「つながり格差と学力格差」をテーマと
した教育講演会

保護者・学校協議員 50名

磐田市立磐田中部小学校 「ようこそ、まちなか先生」 講師 こども 鈴木　光男 2017年11月21日(火) 磐田中部小学校図書室
総合的な学習の時間のキャリア教育
授業「ようこそ、まちなか先生」の講師

小学6年生 90名

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 2017年10月1日(日)
静岡県総合社会福祉会館701会
議室

実践研究とは 静岡県社会福祉士会会員 20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 2017年10月17日(火) 静岡県立浜松特別支援学校 児童生徒の発達支援と教員指導 児童生徒、教員
生徒5名程
度、教員
10名程度

社会福祉法人静岡県社会福祉協
議会

平成29年度静岡県福祉合同入職
式

講師 介護 古川　和稔
①2018年2月26日（月）
②3月6日（火）③3月9日
（金）

①グランディエールブケトーカイ
②ホテル沼津キャッスル③ホテ
ルクラウンパレス浜松

「みんなで創造　これからの福祉実
践」についての記念講演及びグルー
プ交流会のコーディネーター

静岡県内の福祉施設等に平
成㉚年4月からの採用が内
定している方

静岡県言語・聴覚・発達障害教育
研究会

第2回静岡県言語・聴覚・発達障害
教育研究会研修会

講師 ST 中村　哲也 2017年11月22日(水) 浜松市浜北文化センター
音韻意識の弱い子どもの構音・言語
機能の発達

静岡県内　通級指導教室及
び幼児ことばの教室担当者

約200名

磐田市民生委員児童委員協議会 高齢者福祉部会全体研修 講師 介護 古川　和稔 2018年1月26日(金) 磐田市豊岡中央交流センター 在宅医療と介護の連携について
磐田市民生委員児童委員高
齢者福祉部会委員

65名

浜松市社会福祉協議会
地区社会福祉協議会(地区社協）の
あり方検討委員会

委員 社福 佐藤　順子 2017年10月より3回程度 浜松市福祉交流センター
①補助金について　②地区社協の運
営体制や今後の方向性について　③
その他必要事項

地域包括センター 地域ケアマネジャー演習事業 講師 社福 佐藤　順子 2017年11月16日(木) 天竜区役所2階　21・22会議室
「地域包括ケアの視点」というテーマ
での講義と演習

天竜区内の居宅介護支援事
業所のケアマネジャー

約40名

こうのとり保育園 言語検査、職員研修会 講師 ST 中村　哲也
2017年11月16日(木)、
24日(金)

こうのとり保育園
年中児の言語検査、検査についての
研修会

検査対象：年中児(4歳児)
研修：看護師、保育士

計48名

浜松市立幼稚園長会
平成29年度浜松市立幼稚園長会
自主研修会

講師 OT 伊藤　信寿 2017年12月23日(土) ホテルグランドパレス浜松
発達が気になる子どもの育ちと支援、
保護者支援を考える～OTの立場から
～

浜松市立幼稚園　園長 54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運営
委員会

委員 看護 樫原　理恵
2017年12月20日(水)～
2018年2月6日(火)

静岡県看護協会 専門領域別看護論演習の助言
静岡県専任教員養成講習会
受講生

35名

一般社団法人静岡県介護福祉士
会

技能実習指導員講習会 講師 介護 野田　由佳里 2017年12月22日(金)
静岡県社会福祉会館シズウェル
101会議室

技能実習生の受け入れの留意点 200名程度

特定活動非営利法人　静岡県介
護支援専門員協会

平成29年度第1回西部支部研修 講師 介護 野田　由佳里 2018年2月17日(土)
アクトシティ浜松　コングレスセン
ター41会議室

「伝えること」の意味
プレゼンテーション能力（技術）

180名程度
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聖隷福祉事業団 聖隷保育学会 講師 こども 太田　雅子 2017年1月20日(金) 聖隷こども園　めぐみ 学会各発表に対する指導、助言 保育士、保育教諭 約100名

静岡県 放課後児童支援員認定資格研修 講師 こども 鈴木　光男 2018年1月12日(金)
プラサヴェルテ3階301、302会議
室

「学校・地域との連携」をテーマに、放
課後児童支援員認定資格研修向け
の講座として具体的な事例や、学校
教育をめぐる状況などを踏まえたポイ

「放課後児童支援員」として
県内の放課後児童クラブで
働くことを希望する方

100名

静岡県立浜松西高等学校 PTA総会での講演 講師 介護 古川　和稔 2017年12月2日(土)
浜松西高等学校　記念館会議
室

保護者向け講演（「介護」について） 浜松西高等学校保護者 約100名

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

高橋　佐和子
2017年12月4日(月) 大岡小学校　会議室

教職員のアンガーマネージメント力を
高める

教職員 約20名

浜松医科大学連合大学院小児発
達学研究科（子どもこころ発達研
究センター）

第28回静岡県こどもの精神保健
フォーラム　教育と多職種との連携
～SC、SSWの視点から～

講師 社福 大場　義貴 2017年11月26日(日) プラサ ヴェルデ（沼津市） 第2部シンポジウムの司会者
児童生徒に関わる保健・医
療・福祉・教育などの専門職
者

約150名

島田市立島田第一中学校
性に関する指導「大人の世界に羽
ばたく君たちへ」

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2018年3月8日(木)

島田市立島田第一中学校　体
育館

性に関する正しい知識について理解
し、自他の生命を大切にする態度や
目標を持って生きるすばらしさを学ぶ

3年生、教職員 152名＋α

社会福祉法人浜松市社会福祉協
議会

平成29年度浜松市福祉人材バンク
運営委員会（第2回）

委員 介護 古川　和稔 2018年2月7日(水)
浜松市福祉交流センター　4階
41会議室

・浜松市福祉人材バンクの事業につ
いて
・情報交換

公益社団法人静岡県看護協会
平成29年度高齢者権利擁護等推
進事業　看護実務者研修

講師 看護 大村　光代 2018年2月3日(土) 静岡県看護協会　第1研修室

「看取りケアの推進」
高齢者の看取り期の特徴と状態像、
多職種協働による看取りケア
看取り期における家族支援（意向の
尊重、看取りの理解、心理的支援）

介護施設に従事する看護職 45名

浜松市（子育て支援課）
平成29年度　浜松市発達障害者支
援地域協議会　就学・学齢期部会

出席 社福 大場　義貴 2017年12月18日(月)
浜松市役所　北館1階　101会議
室

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

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　保
護者向け啓発資料検討委員会

就任 介護 野田　由佳里 2018年1月19日(金) 静岡県社会福祉協議会

福祉人材確保と定着のため、小学校・
中学校・高校生の保護者が持つ福祉
のイメージの払拭や正しき知識の理
解を深める冊子の内容検討

浜松市精神保健福祉センター（健
康福祉部）

平成29年度　子どものこころの健康
づくりワーキング会議

会議
出席

社福 大場　義貴 2018年1月19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

浜松市立中学校（教員、生
徒）

浜松市社会福祉協議会浜松地区
センター

平成29年度「関係機関連絡協議
会」

講師 社福 佐藤　順子 2018年2月28日(水) 浜松市福祉交流センター
小地域福祉活動とは何か、小地域福
祉活動の必要性について

中区地区社会福祉協議会、
浜松市健康福祉部福祉総務
課、高齢者福祉課、中区役
所社会福祉課、中区地域包
括支援センター等

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

島田私立島田第二中学校
ライフスキル講座（思春期講座）
「大人の世界に羽ばたく君たちへ」

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2018年3月8日(木) 島田市立島田第二中学校

性に関する正しい知識について理解
し、自他の生命を大切にする態度や
目標を持って生きる素晴らしさを学ぶ

中学3年生、教職員 224名



2017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

静岡県訪問看護ステーション協議
会

平成29年度「ELNEC‐G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2月10日(土) 常葉サテライトビル6階
講義「エンド・オブ・ライフ・ケアにおけ
る倫理的問題」

静岡県東部の訪問看護ス
テーションに所属する看護師

30名程度

中東遠地区職種別研究会（当番
施設：特養・袋井ゆうあいの里）

中東遠地区職種別研究会（相談
員）

講師 介護 落合　克能 2018年1月25日(木)
特別養護老人ホーム　袋井ゆう
あいの里

生活相談員の役割について 各施設生活相談員 34名

静岡県社会福祉協議会　静岡県
社会福祉人材センター

平成29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3）

講師 介護 落合　克能 2018年2月20日(火) 静岡県総合社会福祉会館7階

福祉職員としての能力開発（講義）・
組織運営管理・業務課題の解決と実
践研究（理解促進テストとグループ討
議・演習）・リスクマネジメント・チーム
アプローチと多職種連携・地域協働）

静岡県中部地区福祉専門職 54名

浜松市障害保険福祉課
浜松市障がい者自立支援協議会
研修会

講師 社福 川向　雅弘 2018年2月20日(火) 浜松市青少年の家
障がい者自立支援連絡会に期待する
こと
-「地域生活支援」と「暮らし」の視点

市職員・協議会構成員 約50名

公益社団法人静岡県理学療法士
会

平成29年度新人教育プログラム研
修会

講師 PT 吉本　好延 2018年1月28日(日) 常葉大学 クリニカルリーズニング 約100名

静岡市立静岡病院 看護管理者に対する研修会 講師 看護 鶴田　惠子 2018年2月18日(日)
静岡市立静岡病院　西館12階
講堂

看護管理から看護マネジメントへの発
送転換

看護部長、看護科長、看護
師長、副看護師長

53名

浜松市
生活支援体制づくり協議体（市域レ
ベル）

出席 社福 佐藤　順子 2018年2月19日(月)
浜松市福祉交流センター3階32
会議室

関係者による情報交換、高齢者を地
域で支えるための方策についての話
し合い

自治会、民生委員、シニアク
ラブ、介護サービス事業者
団体、NPO、地域包括支援
センター、市行政など

地域包括支援センター三方原
地域包括支援センター三方原担当
圏域協議体第3回会議

出席 社福 佐藤　順子 2018年2月27日(火) 新都田市民サービスセンター
生活支援体制づくりの近況について
様々な連携・協働について
情報交換・意見交換

構成メンバー 約20名

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

社会福祉法人慶成会 運営推進会議
アドバイ

ザー
社福 村上　武敏 2018年3月6日(火)

社会福祉法人慶成会
ケアハウス　ヴィラ東山苑

通所介護サービス事業所への助言

浜松市西区地域包括支援セン
ター

平成29年度西区地域包括支援セン
ター権利擁護研修会

講師 社福 落合　克能 2018年2月23日(金) 浜松市西区役所
成年後見制度を知ろう～成年後見制
度を活用する為に～

西区内の居宅介護支援事業
所に勤務するケアマネ
ジャー

30名

静岡県立・私立高校事例研究会
浜松市きらめき研究会

静岡県立浜名高等学校
事例研究会

講師 社福 石川　瞭子 2018年3月15日(木) 浜名高等学校１F会議室
被虐待児への対応、母親への対応
（「子どもの貧困と虐待」サイレントマ
ザーの本を資料として）

市内小・中学校、高等学校
養護教諭

15～20人

浜松市中区役所健康づくり課
第2回食育ボランティア中区研修会
での講話

講師 ST 佐藤　豊展 2018年2月26日(月) 曳馬協働センター 講話「摂食嚥下の基礎を学ぼう」
中区内の食育ボランティア会
員

30名

富士宮市社会福祉協議会
平成29年度成年後見制度推進事
業

講師 社福 横尾　惠美子 2018年3月19日(月) 富士宮市総合福祉会館
講演「地域で支える成年後見　地域を
支える市民後見人」

69人


