
2016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

老人福祉センター萩原荘

転倒予防教室
(元気はつらつ教室）
高齢者の運動機能低下及び認知
症予防指導

講師 PT 吉本　好延
2016年4月1日(金)～
2017年3月31日
17：00～18：00

老人福祉センター萩原荘
高齢者の運動機能低下及び認知症
予防指導

地域の高齢者 100名

第20回静岡県理学療法士学会 第20回静岡県理学療法士学会 座長 PT 吉本　好延
2016年6月18日(土)
6月19日(日) 13：00～

ふじのくに千本松フォーラム
プラサ　ヴェルデ

演題発表および討論の活性化、一
般口述8（6/19）

静岡県理学療法士学会員
ほか

200名

医療法人社団リラ　溝口病院 平成28年度新任看護職員研修会 講師 看護 清水　隆裕 2016年4月1日(金) 溝口病院 「精神科看護基礎講義」
溝口病院
新任看護師・看護助手

20名程度

浜松市きらめき研究会
小・中・高校等の養護教諭の
事例検討会

講師 社福 石川　瞭子

2016年4/22・5/27・
6/24・7/22・9/23・
10/28・11/25・12/16
2017年1/27・2/24・3/24

聖隷クリストファー大学
各校で対応に苦慮している事例、自
校では経験できない難しい事例等に
ついての研修会

市内小中高等学校養護教諭
各回10-
12名程度

浜松市社会福祉協議会
コミュニティソーシャルワーカー
情報交換会

アドバイ
ザー

社福 川向　雅弘 2016/4/1～ 浜松市福祉交流センター
月次報告、個別支援・地域支援取り
組みの課題、ケース検討会等

浜松市社会福祉協議会職員
（CSW、地域支援課）浜松市
福祉総務課職員

9名

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
浜名湖エデンの園接遇委員会

園内研修 講師 介護 古川　和稔 2016年6月29日(水) 浜名湖エデンの園 利用者への関わり方 施設職員 約80名

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 古川　和稔 2016/4/1～2018/3/31 浜松市福祉交流センター 浜松市福祉人材バンク運営委員会

一般社団法人
静岡県介護福祉士会

平成28年度
介護福祉士実習指導者講習会

講師 介護 野田　由佳里
2016年7月24日(日）、
10月29日(土）

シズウエル 「介護課程の理論と指導法①②」
介護福祉士資格修得後3年
以上　実習指導者を目指す
者

64名

一般社団法人
静岡県介護福祉士会

平成28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 2016年8月10日(水) シズウエル
「コミュニケーション技術の応用的な
展開（1）」

基礎的業務に習熟し、介護
福祉士資格修得後2年以上
の実務経過を有する者、初
任者研修終了者

30名

日本国家公務員労働組合連合会 第46回国公女性交流集会分科会 助言者 社福 村上　武敏 2016年5月22日(日)
三河湾国定公園・三谷温泉　ホ
テル明山荘

「介護にかかる社会保障制度を活用
しながら、生き生きと働き続けたい」

国家公務員 50名

聖隷福祉事業団
聖隷三方原病院

平成28年度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 藤井　徹也 2016年8月26日(金) 聖隷クリストファー大学
科目名「人材育成論」単元「人材育成
の基礎知識」

聖隷三方原病院
認定看護管理者

50名

浜松市教育委員会
平成28年度通級教室指導者研修
【言語】

講師 ST 木原　ひとみ 2016年6月8日(水) 浜松市教育センター
講義「通級指導教室での言語指導に
ついて」

通級指導教室(言語)
担当教員

60名

浜松市北部協働センター内『女性
学級ゆうかむ』

女性学級 講師 看護 野崎 玲子
2016年7月15日（金）
9:30～11:30

浜松市北部協働センター 認知症の初期症状・予防方法など 60～70歳代の女性 22名

浜松市立浜北北部中学校 性に関する指導 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年5月27日(金) 浜松市立浜北北部中学校 「大人の世界へ羽ばたく君たちへ」 中学3年生 209名

社会福祉法人聖隷福祉事業団聖
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

平成28年度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 川村　佐和子
①2016/8/29
②2016/9/2

科目名「看護専門職論」①単元「看護
業務の行動指針」②単元「健吾専門
職のキャリア発達」

認定看護管理者教育課程
ファーストレベル
履修者



2016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
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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 2016/5/1～2017/3/31 聖隷三方原病院 治験審査委員会

社会福祉法人聖隷福祉事業団認
定看護管理者教育課程

認定看護管理者教育運営委員会 委員 看護 藤本　栄子 2016/4/1～2017/3/31 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
事項に関すること

構成員 13名

浜松市障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座
入門課程講義

講師 ST 石津　希代子
2016/7/12、7/27,8/5、
8/26

北区役所、福祉交流センター
浜北地域活動・研修センター

「聴覚障害者の基礎知識」
各回20名

程度

一般社団法人静岡県理学療法士
会　公益事業局健康増進部

研修会
①市民向け
②医療従事者向け

講師 PT 坂本　飛鳥 2016/9/11
御殿場市民交流センター
ふじざくら

①理学療法士がやさしく解説～産前・
産後の心と体のケアについて～
②産後理学療法の最前線～骨盤帯
痛と体幹・骨盤のバイオメカニクス、海

①一般市民
②医療従事者

各20名

医療法人社団綾和会　掛川東病
院

実習指導者勉強会 講師 PT 吉本　好延 2016/5/12(木）
医療法人社団綾和会
掛川東病院

臨床実習における病態関連図の作成
静岡県理学療法士学会員ほ
か

200名

浜松市教育委員会　学校教育部

浜松市就学支援委員会
障がいのある幼児・児童・生徒の判
断、就学指導に関する活動のため
の会議

委員 社福 大場　義貴 2015/4/1～2017/3/31 浜松市教育委員会

浜松市就学支援委員会
障がいのある幼児・児童・生徒の判
断、就学指導に関する活動のための
会議（年4回）

約1,200名

浜松市青少年育成センター

浜松市子ども・若者支援スーパー
バイザー
①支援者支援事業連絡会への出
席、②フォローアップ研修会での

スーパーバ
イザー

社福 大場　義貴 2016/4/～2017/3 浜松市役所

浜松市子ども・若者支援スーパーバイ
ザー
①支援者支援事業連絡会への出席、
②フォローアップ研修会でのスーパー

浜松市内のこども・若者支援
に携わる支援者

約50名

NPO法人精神保健福祉会さざな
み会

講演会 講師 社福 大場　義貴 2016/6/4 湖西市民活動センター
「メンタルヘルスケアやストレス対策の
重要性について」

法人会員・当事者施設職員・
一般

約60名

社会福祉情人静岡県社会福祉協
議会　静岡県社会福祉人材セン
ター

平成28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)1日目

講師 介護 落合　克能 2016/8/8 静岡県総合社会福祉会館

担当科目：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

静岡県中部地区福祉専門職 54名

浜松協働学舎親の会
平成28年度浜松協働学舎親の会
講演会

講師 介護 落合　克能 2016/5/19 根洗作業所
講演「社会福祉士(第三者)が担う成年
後見業務について」

浜松協働学舎親の会会員、
浜松協働学舎職員

80名程度

浜松市
浜松市住生活基本計画見直しに係
る有識者会議

委員 社福 村上　武敏 2016/6/1～2017/3/30 浜松市役所
浜松市住生活基本計画見直しに係る
審議

委員、浜松市職員 6名

浜松市 浜松市高齢者虐待防止支援事業
アドバイ

ザー
介護 横尾　恵美子 2016/4/1～2017/3/31 浜松市役所

高齢者虐待防止支援事業連絡会、支
援者研修会、講演会・シンポジウム、
処遇困難事例支援

委員、浜松市職員 20～50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
2016年9月15(木)
13：00～15：00

浜松市子育て情報センター
保護者との信頼関係を深めるコミュニ
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
程度

浜松市こども家庭部
平成28年度保育士再就職支援研
修会

講師 看護 宮谷　恵
2016年9月29日（木）
9：30～11：30

浜松市福祉交流センター
「子どもの安全と衛生」
子どもの事故と事故予防、緊急時の
対応、衛生管理　等

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

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
フォローアップ講習会

講師 こども 小川千晴
2016年11月22日（火）、
12月7日（水）
13：30～15：30

浜松市子育て情報センター
実技指導、子供との接し方、
子育ての今昔　など

まかせて・どっちも会員
（子どもを預かる側の会員）

1回10～
20名ほど
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社会福祉法人みどりの樹 法人評議員 評議員 介護 落合　克能
2015年4月1日～
2017年3月31日

社会福祉法人
みどりの樹本部

社会福祉法人七恵会 法人評議員 評議員 介護 落合　克能
2015年6月30日～
2017年6月29日

長上苑

社会福祉法人七恵会 第三長上苑運営推進会議委員 委員 介護 落合　克能
2015年7月1日～
2017年6月30日

第三長上苑
地域密着型介護老人福祉
施設第三長上苑関係者等

社会福祉法人　昴会 社会福祉法人　昴会 監事 介護 落合　克能
2014年10月1日～
2016年9月30日

四季の郷
監事監査の執行、評議員会・理事
会への出席

特定非営利活動法人　遠州精神
保健福祉をすすめる市民の会
（E-jan）

法人役員 監事 介護 落合　克能
2015年6月27日～
2017年6月26日

E-jan会議室 監事監査の執行

社会福祉法人和光会 第三者委員 委員 介護 落合克能
2015年4月1日～
2017年3月31日

社会福祉法人和光会

社会福祉法人和光会より、当該法人
が提供する福祉サービスの質向上の
ために専門的かつ客観的に指導を行
う第三者委員

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
特別養護老人ホーム
和合愛光園

地域密着介護老人福祉施設
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

和合サテライト運営推進会議への
参加

沼津市立大岡南小学校 学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年4月23日(土) 沼津市立大岡南小学校

学校保健委員会「みーちゃんママの
笑顔の子育てレシピ～『おやすみなさ
い』を子供から言わせつ5つのコツ～」

保護者、教職員 200名

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
保健事業部

「杏林堂薬局　第4回美と健康の
  体験フェスタ2016」

講師 看護

鈴木  知代、
仲村  秀子、
若杉  早苗、
伊藤  純子

2016年6月12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

約500名

島田市長寿介護課
平成28年度 島田市地域包括支援
センター研修会 講師 看護 鈴木　知代

2016年7月21日、2017
年3月3日

島田市保健福祉センター 「地区診断について」

島田市内地域包括支援セン
ター職員、島田市役所庁内
保健師(包括ケア推進課、健
康づくり課、長寿介護課)

35名

公益社団法人静岡県看護協会 研修会 講師 看護 藤井　徹也
2016年8月8日、9日、
9月6日

聖隷クリストファー大学
看護研究の基礎－研究計画書にトラ
イ－（西部)

静岡県内看護職 20名

浜松市精神保健福祉センター
平成28年度　思春期メンタルヘル
ス推進会議

推進
委員

社福 大場　義貴
2016年6月14日、
2017年1月23日

6/1浜松市精神保健福祉セン
ター
1/23浜松市教育センター

浜松市の学校現場における課題検
討、教材検討

御前崎市役所高齢者支援課 御前崎市介護支援専門員連絡会 講師 介護 落合　克能
2016年7月14日、
12月20日

御前崎市役所 事例検討
御前崎市民担当の居宅介護
支援専門員（近隣地域を含
む）

25名前後

磐田市立磐田中部小学校 磐田中部小学校学校運営協議会 委員 こども 鈴木　光男
2016年4月日1～
2017年3月31日

磐田中部小学校
今年度の学校経営、教育課程につい
て、授業参観を通しての意見交換、
その他

社会福祉法人　南浜名湖会
特別養護老人ホーム光湖苑

施設内研修 講師 介護 古川　和稔 2016年9月12日(月) 特別養護老人ホーム光湖苑
「要介護高齢者の自立支援に向けた
取組における、おむつ外しのための
理論と基礎知識について」

現職介護職員、施設管理者
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浜松市教育委員会
平成28年度通級教室指導者研修
【言語】

講師 ST 木原　ひとみ 2016年6月8日(水) 浜松市教育センター
講義「通級指導教室での言語指導に
ついて」

通級指導教室
(言語)担当教員

60名

浜松市立萩岡小学校 思春期講座 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年6月12日(日) 浜松市立萩岡小学校

「レジリエンスな生き方講座　しなやか
に生き抜く力を身につけよう」

浜松市立萩岡小学校6年4組
の児童および保護者

55名

静岡市立長田西中学校
学校保健委員会
「生活習慣を考えよう
　－睡眠の大切さ－」

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年6月23日(木) 静岡市立長田西中学校

・規則正しい生活習慣と県との関係
・質の良い睡眠の取り方
・規則正しい生活習慣を身につけるた
めに大切な事

全校生徒609名、教職員27
名

636名

公益社団法人静岡県看護協会 まちの保健室 相談員 介護 秋山　恵美子 2016年7月15日(金)
老人福祉センター
江乃島荘

血圧測定・健康相談等 20～30人

特定非営利活動法人
らるご子ども研究所「

支援者のための家族療法研修会 講師 社福 石川　瞭子
2016/8/23、10/25、
12/20、2017/2/28

合同会社Spes らるご総合教育
スクール、社会福祉法人豊橋市
福祉事業回若草育成園

支援者のための家族療法

支援者(保育士、幼稚園教
諭、教職員、施設関係者
等)、学生(保育大学、専門学
校など）

浜松市 浜松市社会福祉審議会 委員 社福 大場　義貴
浜松市社会福祉審議会での審議参
加等

浜松市 浜松市精神保健福祉審議会 委員 社福 大場　義貴 2016/4/～2017/3
浜松市精神保健福祉審議会での審
議参加等

浜松市教育委員会
平成28年度浜松市就学支援委員
会専門部会「医療的ケア運営協議
会」

出席 社福 大場　義貴 2016年7月4日(月) 浜松市教育委員会

1）医療的ケアの必要なこ子供の就学
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

浜松市立小・中学全校

浜松市
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
2016年4月1日～
2017年3月31日

浜松市障害者虐待防止対策支援事
業への参加

浜松市
浜松市社会福祉審議会
（地域福祉専門分科会）

委員 社福 川向　雅弘
2016年6月10日～
2017年4月15日

浜松市社会福祉審議会（地域福祉専
門分科会）での審議参加等

浜松市民再委員児童委員協議会
平成28年度
浜松市民再委員児童委員協議会

講師 社福 川向　雅弘 2016年7月1日(金) 浜北文化センター　大ホール 「1期目研修会」 1期目以上の委員 約500名

介護支援専門員連絡協議会

平成28年度
介護支援専門員連絡協議会北支
部　地域包括支援センター細江
地域包括支援センター三方原　合

講師 社福 川向　雅弘 2016年9月9日(金) みをつくし文化センター 「地域ケア会議を活用しよう」

北区内をサービス提供エリ
アにしている事業所の介護
支援専門員及び関連施設に
勤務する介護支援専門員

社会福祉法人
デンマーク牧場福祉会

特別養護老人ホーム ディアコニア
介護職員研修

講師 介護 野田　由佳里
2016年8月12(木)
15：00～16：00

特別養護老人ホーム　ディアコ
ニア　ヘルパーステーション

認知症の方の笑顔や能力を引き出す
レクレーションを学ぶ

介護職員

静岡県立浜松特別支援学校
（磐田分校）

特別支援教育における専門職の訪
問事業

講師 OT 伊藤　信寿 2016年6月20日(月)
静岡県立浜松特別支援学校（磐
田分校）

教員が気になる児童生徒に対し、教
員への聞き取りや授業観察を通して、
児童生徒の状況を把握し、教員へ助
言する

教員と児童生徒 10名程度

浜松市根洗学園 からだあそび教室
スーパーバ

イザー
OT 伊藤　信寿

2016年6月10日～
2017年3月31日

浜松市根洗学園または
子ども発達センターたっく

身体あそび教室に参加している発達
障害児に対する支援およびスタッフへ
の指導

浜松市根洗学園およびたっ
くの通園児10名程度、作業
療法士4名

15名程度



2016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

浜松市根洗学園 幼稚園保育園等支援者学習会 講師 OT 伊藤　信寿
2016年6月10日～
2017年3月31日

浜松市根洗学園 「感覚統合の基本的知識とその実践」 幼稚園教諭、保育士 40名程度

浜松市根洗学園
療育との専門的連携について
療育研究

講師 OT 伊藤　信寿
2016年6月10日～
2017年3月31日

浜松市根洗学園
療育に関わっている専門職者に対し
研修会を行う

療育に携っている専門職者 30名程度

浜松市根洗学園 子育て支援　保護者支援講座 講師 OT 伊藤　信寿
2016年6月10日～
2017年3月31日

浜松市根洗学園 「からだの発達と関わり方」
幼児期における子どもの保
護者

20名程度

はままつ保育士会 評議員研修会 講師 OT 伊藤　信寿 2016年12月7日(水) 浜松市福祉交流センター
演題「気になる子どもの理解と支援」
－感覚統合の視点から－

浜松市内保育施設園長、主
任保育士等

JA静岡厚生連　リハビリテーショ
ン中伊豆温泉病院

リハビリテーション科勉強会 講師 PT 吉本　好延 2016年7月4日(月)
JA静岡厚生連　リハビリテーショ
ン中伊豆温泉病院

「運動療法を継続するための行動分
析学の考え方」

40名程度

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

一般社団法人　静岡県私立幼稚
園振興協会

平成28年度　教育研究講座(4～7
年目）

講師 こども 太田　雅子 2016年7月26日(火)
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「子どもの理解と記録－子どもの
主体性を育む保育のために―」[B2]

静岡県内私立幼稚園の4～7
年目の教員

約250名

社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷保育学会中間報告会 講師 こども 太田　雅子 2016年8月27日(土) こうのとり東保育園 研究に関する指導・講評
聖隷福祉事業団
保育園職員

約100名

社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷保育学会 講師 こども 太田　雅子 2107年1月14日(金) こうのとり豊田保育園 研究に関する指導・講評
聖隷福祉事業団
保育園職員

約100名

社会福祉法人七恵会
浜松中央長上苑 主任・フロアリー
ダー研修会

講師 介護 落合　克能
2016年8月5(金)、9月2
日(金)

浜松中央長上苑 「リーダーとしての目標管理を学ぶ」
法人内　主任・フロアリー
ダー

15名程度

小規模多機能型居宅介護事業所
あそびケアホーム

第2回安心・安全な地域を作り隊勉
強会

講師 看護 野崎　玲子 2016年12月16日(金) あそびケアホーム東

内容：介護・医療分野（支援の必要な
住民が最後まで住み慣れた地域で暮
らし続ける事の難しさや、その解決の
ために地域住民、地域の社会資源が

「安心・安全な地域を作り隊」
員（地域住民、地域で展開す
る各種事業者）

20名

浜松市 浜松市母子保健推進会議 委員 看護 神﨑　江利子 2016/4/1～2018/3/31 浜松市口腔保健医療センター
母子保健施策の推進に関し、必要事
項を審議する

10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
2016年7月26日(火) 沼津市立大岡小学校

ほめる技術を向上し、職場の人間関
係を円滑にする

教職員 22名

浜松市立奥山小学校 学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年10月4日(火) 浜松市立奥山小学校

・自己肯定感の高揚及び自他の命の
大切さについて
・子供同士の人間関係づくり　等

5・6年児童（21人）、学校医、
学校職員、PTA役員

40名ほど

浜松市立引佐南部中学校 学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年10月7日(金) 浜松市立引佐南部中学校 「いじめはなぜ起きるのか」

全校生徒（285人）、教職員、
保護者

約300名
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和地地区社会福祉協議会 福祉講演会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年11月6日(日) 和地協働センター 「地域づくり」を考える 地域住民 80名

浜松市教育委員会 家庭教育講座 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年10月21日(金) 浜松市立芳川北小学校

「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～」

浜松市立芳川北小学校　次
年度入学児童の保護者

84名

浜松市立新津小学校
浜松市立新津中学校

小中合同学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年11月25日(金) 浜松市立新津小学校 「自分も相手も大切にしよう」

小学校5年生110人、中学校
1年生127人、保護者の代
表、教員の代表、校医

約250名

沼津市立大平中学校 大平小・中学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年11月11日(金) 沼津市立大平中学校 ノーメディア・睡眠について

大平中学校1・2・3年生94
名、大平小6年生38名

132名

静岡大学 静岡大学教員免許状更新講習 講師 看護 高橋　佐和子 2016年8月19日(金) 静岡大学浜松キャンパス
テーマ「養護教諭の専門性とその成
長」

県内の現職教員

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
特別養護老人ホーム浜北愛光園

ワークショップ「特別養護老人ホー
ムのための『BEDプロジェクト』～施
設利用者のより良い住まい環境を
考える」

ファシリテー
タ―

看護 炭谷　正太郎 2016年8月9日(火) 浜北愛光園　2号館娯楽室
「特別養護老人ホームのための『BED
プロジェクト』～施設利用者のより良
い住まい環境を考える」

浜松市内の老人保健施設の
介護職員(40名)、静岡文化
芸術大学学生および本学学
生(10名)

50名

磐田市民生委員・児童委員協議
会地域福祉部会

第2回全体研修会 講師 社福 佐藤　順子 2016年8月12日(金) 磐田市総合健康福祉会館

・地域福祉部会員による活動発表に
対する総評
・講演「地域福祉の方向性と民生委員
児童委員協議会へのアドバイス」

磐田市民生委員・児童委員
協議会地域福祉部会委員

約70名

浜松市社会福祉協議会 事務事業評価　外部評価委員会
アドバイ

ザー
社福 佐藤　順子 2016年9月9日(金) 浜松市福祉交流センター

平成27年度に実施した事業の事務事
業の成果や効果を点検・評価する

浜松市健康福祉部精神保健福祉
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 社福 大場　義貴 2016/4/1～2017/3/31 浜松市精神保健福祉センター
引きこもり相談支援事業の報告、意見
交換

浜松市産業部産業総務課
浜松地域若年者就労支援推進協
議会

委員 社福 大場　義貴 2016/4/1～2017/3/31 浜松市精神保健福祉センター

・地域若者サポートステーション浜松
事業の報告
・事業所等との連携について
・若者の就労支援における課題等に

社会福祉法人　浜松市社会福祉
事業団

職員研修会 講師 社福 川向　雅弘 2016年8月5日(金)
浜松市発達医療総合福祉セン
ター

研修テーマ「合理的配慮と利用者の
ベストインタレスト」

浜松市社会福祉事業団職員

引佐地区社会福祉協議会 地域担い手養成研修会 講師 社福 川向　雅弘 2016年9月5日(月) 引佐多目的研修センター
「この地域で暮らし続けるためにでき
ること　～地域での福祉活動は誰の
ための活動か～」

100名

静岡県
～静岡県ジョブコーチ養成研修
2016　障がいのある人の就労と雇
用を支援する人のための研修

講師 社福 佐々木　正和 2016年9月24日(土)
静岡県男女共同参画センターあ
ざれあ

精神障害の特性と職業的課題
 ～「はたらく」を支えるためのヒント～

県内在住で障害のある人の
就労・雇用支援をする人、関
心のある人等

約50名

聖隷クリストファー高等学校 校内教員夏季研修 講師 社福 佐々木　正和 2016年8月23日(火) 聖隷クリストファー高等学校
「発達障害の基礎知識と対応につい
て」

聖隷クリストファー高等学校
全教員

浜松市青少年育成センター
第101回大都市青少年対策事務主
管者協議会

講師 社福 佐々木　正和 2016年10月28日(金) ザザシティ中央館5階
浜松市若者支援スーパーバイザーに
おける講話

政令指定都市20市の青少年
対策担当者

約20名
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社会福祉法人　慶成会 運営推進会議 委員 社福 村上　武敏 2016年9月～
東山苑デイサービス・デイサービ
ス野の花、湖東すこやか倶楽部

内容：事業所の概要説明とご案内、活
動状況の報告、皆様からの助言や要
望

利用者・ご家族、地域住民代
表者、行政職員、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

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

浜松市西区地域包括支援セン
ター（大平台地区、雄踏地区、和
地地区）

第2回　ケアマネサロン 講師 介護 古川　和稔 2016年10月18日(火) 特別養護老人ホーム　山崎園
「いいケアマネージャーとは？　介護
支援専門員の今後を考える」

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

30名

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
聖隷厚生園讃栄寮

看護師研修会 講師 介護 古川　和稔 2017年1月27日(金) 聖隷厚生園讃栄寮
・スムーズな他職種協働の作り方
・職員間のコミュニケーションの取り方
等

静岡県下の救護施設8施設
の看護師、その他の職種の
職員

社会福祉法人　聖隷福祉事業団
法人本部

「キャリアアップ研修」 講師 介護 古川　和稔 2017年2月3日(金) 和合せいれいの里
自立を取りもどす！まったく新しい介
護～「おむつゼロ」「認知症を治すケ
ア」「さよなら胃ろう」～

福祉施設や在宅で介護に従
事する方

40名

中東遠地区特別養護老人ホーム
施設長連絡会

介護職員研修会 講師 介護 野田　由佳里 2016年10月14日(金) 袋井市メロープラザ
講演「介護職員として誇りに思えるこ
と」

介護職員 30名

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

浜松市青少年育成センター
平成28年度　若者支援スーパーバ
イザー

スーパーバ
イザー

こども 藤田　美枝子 2016/4～2017/3 市役所等

支援者支援事業連絡会への出席・意
見交換、フォローアップ研修会への出
席(全3回)、個別ケース検討会での
スーパーバイズ

浜松市教育委員会 平成28年度　家庭教育講座 講師 こども 細田　直哉 2016年6月12日(日) 浜松市立萩丘小学校 「子供の学ぶ力を育むために」
浜松市立萩丘小学校　次年
度入学児童保護者

100名

浜松市教育委員会 平成28年度　家庭教育講座 講師 こども 細田　直哉 2016年10月20日(木) 浜松市立砂丘小学校 「子供の学ぶ力を育むために」
浜松市立砂丘小学校　次年
度入学児童保護者

20名

浜松市教育委員会 平成28年度　家庭教育講座 講師 こども 細田　直哉 2016年10月29日(土) 浜松市立麁玉小学校 「子供の学ぶ力を育むために」
浜松市立麁玉小学校　次年
度入学児童保護者

浜松市教育委員会 平成28年度　保育活動研修 講師 こども 和久田　佳代 2016年8月9日(火) 浜松市教育センター
講義・実技「運動好きな子を育てる発
育発達過程に沿った運動遊び」

幼稚園教員、小・中学校教
員

85名

株式会社 河原圭一事務所
前向き住宅グループ

障がいを有する人の住みよい住宅
造りに関する専門的知識の提供、
共同開発

アドバイ
ザー

OT 新宮　尚人
2016/4/1～2017/3/31
①2016/8/6(土)

①前向き住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽ
②本学

①モデルハウス竣工式
②活動への知識・技術的アドバイス

静岡大学 静岡大学教員免許状更新講習 講師 OT 伊藤　信寿 2016年8月18日(木) 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害
の理解と支援について」

県内の現職教員

静岡県言語・聴覚・発達障害教育
研究会

県西部地区幼稚園・保育園担当者
対象講習会

講師 OT 伊藤　信寿 2016年9月3日(土) 浜松教育センター
気になる子どもの理解と支援につい
て

幼稚園・保育園等担当者 約90名



2016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

静岡県立浜松特別支援学校 特別支援教育講座 講師 OT 伊藤　信寿 2016年9月20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10名程度、教員20
名程度

約30名

株式会社 河原圭一事務所
前向き住宅グループ

障がいを有する人の住みよい住宅
造りに関する専門的知識の提供、
共同開発

アドバイ
ザー

OT
鈴木　達也
建木　健

中島　ともみ
2016/4/1～2017/3/31 聖隷クリストファー大学 活動への知識・技術的アドバイス

静岡県厚生農業協同組合連合会
JA静岡厚生連リハビリテーション科
職員研修

講師 ST 柴本　勇 2016年8月28日(日) 静岡県農業会館5階講堂 摂食嚥下訓練の考え方とリスク管理
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士　他

約230名

言窓会 言窓会研修会 講師 ST 谷　哲夫 2016年9月17日(土) 聖隷クリストファー大学
「WAB失語症検査の特徴－SLTAとの
比較」

言窓会　会員 約40名

浜松市立井伊谷小学校 学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年10月5日(水)

浜松市立井伊谷小学校　体育
館

「家族みんなで心も体も健康に－自他
の命を大切にしよう－」

5･6年生全児童、教職員、保
護者

約180名

浜松市立金指小学校 学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年10月11日(火)

浜松市立金指小学校　さかみち
ホール

「家族みんなで心も体も健康に－自他
の命を大切にしよう－」

4･5･6年生児童、教職員、保
護者

約70名

浜松市三方原中学校 学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年11月10日(木)

浜松市立三方原中学校　体育
館

「自分や相手の良さを見つけよう」 全校生徒、教職員、保護者

浜松市立豊岡小学校 学校保健委員会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年11月14日(月) 浜松市豊岡小学校　体育館 「自分や相手の良さを見つけよう」

5・6年児童、職員、保護者
(希望者)

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
「第1回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
2016/9/16～2018/3/31
①2016年10月24日(月)

公益社団法人静岡県看護協会
第2研修室

1)平成29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

静岡県西部健康福祉センター
平成28年度新任地域保健従事者
研修会 講師 看護 若杉　早苗 2016年11月2日(水) 中遠総合庁舎　東館302会議室

「PDCAサイクルを意識した業務を組
み立てよう」

地域保健活動に従事して1
～3年目の管内市町職員及
び西部健康福祉センター職
員

浜松市(子育て支援課)
平成27・28年度　浜松市発達障害
児者支援推進会議 委員 社福 大場　義貴 2015/4/1～2017/3/31 浜松市役所内、会議室

(1)浜松市における発達障害児及び発
達障害者の支援(施策)の推進体制検
討・評価
(2)意見交換

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

委員 こども 藤田　美枝子 2015/4～2017/4 浜松市役所

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　児童虐待検証部会

委員 こども 藤田　美枝子 2015/4～2017/4 浜松市役所

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
(部会長)

こども 藤田　美枝子 2015/4～2017/4 浜松市児童相談所

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 こども 藤田　美枝子 2016/4～2017/3 浜松市内
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の講師
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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 2016年10月18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 30名程度

掛川市保健福祉部
保健事業従事者研修
「健康教育の手法を学ぶ」

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2016年1月13日(水) 掛川市徳育保健センター

健康教育に参加している人も、実施し
ている専門職も楽しめ、動機づけがで
きる手法について

保健師・栄養士 約40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 2016年11月13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25名

磐田市見付地区社会福祉協議会
「子どもの問題行動と解決方法」講
演会 講師 社福 石川　瞭子 2016年11月19日(土) 磐田市見付交流センター

子育て、教育分野に関する福祉意識
の高揚を図り、住民参加を促進し、子
どもの不登校・いじめ、SOSを捉え解
決につなげる視点の共有

地域住民、学校関係者、地
区役員等

約100名

静岡県立天竜特別支援学校
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
2016年12月9日(金) 天竜特別支援学校　会議室

大人に向かう自分の体や心の成長に
ついて学び、「自他の命はかけがえの
ないものである」という理解につなげ
る

高等部生徒・高等部職員 48名

静岡県精神保健福祉士協会 平成28年実習指導に関する研修会 シンポジスト 社福 佐々木　正和 2016年12月19日(月)
静岡県総合社会福祉会館
シズウェル　601会議室

「実習で大切にしたいこと　～出会い・
はじまり・つながる～」

静岡県精神保健福祉士協会
会員　他

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

平成28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４）　3日目

講師 社福 落合　克能 2017年2月3日(金)
静岡県総合社会福祉会館7階
703会議室

・行動指針の策定(講義演習）
・キャリアデザインと行動計画の策定
(講義・演習)

静岡県中部地区福祉専門職
者

54名程度

浜松市社会福祉協議会
浜松市社会福祉協議会のあり方検
討委員会

委員 社福 佐藤　順子 2016/9/1～2017/3/31
浜松市福祉交流センター
１階　応接室

第1回検討会　2016年11月4日

静岡県立浜松特別支援学校(磐田
分校)

特別支援教育における専門職の訪
問事業

講師 OT 伊藤　信寿 2016年11月8日(火)
静岡県立浜松特別支援学校
磐田分校

教員が気になる児童生徒に対し、教
員への聞き取りや授業観察を通して、
児童生徒の状況を把握し、教員へ助
言する

教員と児童生徒 10名程度

浜松市教育委員会 家庭教育講座 講師 OT 中島　ともみ 2016年11月8日(火) 浜松市立萩丘小学校　体育館 「子供が豊かに育つ　心とからだ」
浜松市立萩丘小学校　次年
度入学予定児童の保護者

104名

伊豆の国市大仁中学校 田方地区学校保健講演会 講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2017年1月27日(金) 田方教育会館　大会議室

演題「おもしろい！ためになる！健康
教育」

田方地区内小中学校養護教
諭

27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 2016年11月20日(日)
静岡県総合社会福祉会館5階
静岡県身体書具合者福祉セン
ター　生活訓練室

「プレゼンテーション方法」 静岡県社会福祉会会員 20名程度

社会福祉法人　デンマーク牧場福
祉会

身体拘束防止研修 講師 介護 秋山　恵美子 2016年12月12日(月)
特別養護老人ホーム　ディアコ
ニア

身体拘束とは？事例を通して学ぶ 介護職員 15名程度

こうのとり保育園
言語検査についての職員研修会、
言語検査

講師 ST 中村　哲也 2016/12/1～12/2 こうのとり保育園 年中児の言語検査、職員研修会
検査対象：年中児(4歳児)
研修：看護師、保育士

46名

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2回

委員 介護 古川　和稔 2017年2月6日(月)
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
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浜松市社会福祉協議会
第2回浜松市社会福祉協議会のあ
り方検討会

委員 社福 佐藤　順子 2017年1月11日(水)
浜松市福祉交流センター　１階
応接室

浜松市社会福祉協議会のあり方に関
する検討

6名程度

浜松市
これからの「浜松の介護」の話をし
よう

講師 社福 横尾　恵美子 2017年2月11日(土)
プレスタワー17階　静岡新聞社
ホール

講演（第一部）　パネルディスカッショ
ン（第二部）

浜松市民

すみよし保育園 園内研修会 講師 OT 伊藤　信寿 2017年3月4日(土) すみよし保育園　遊戯室
気になる子どもの理解と支援～感覚
統合の視点から～

保育園職員 30名程度

浜松市教育委員会
家庭教育講座「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～」

講師 看護
伊藤　純子

高橋　佐和子
2017年2月17日(金) 浜松市立新原小学校

心身ともに健康な子どもを育てるため
に大切なこと

次年度入学児童の保護者、
教職員

60名

静岡県理学療法士会
平成28年度新人教育プログラム研
修会

講師 PT 吉本　好延 2017年2月5日(日) 常葉大学(浜松キャンパス) テーマ「クリニカルリーズニング」 100名程度

社会福祉法人　七恵会 主任フロアリーダー研修会 講師 介護 野田　由佳里 2017年2月10日（金） 浜松中央長上苑 プレゼンテーション技法を学ぶ 主任・フロアリーダー 30名程度

社会福祉法人　慶成会 第二回　運営推進会議 委員 社福 村上　武敏 2017年2月13日（月）
東山苑デイサービス・デイサービ
ス野の花、湖東すこやか倶楽部

内容：事業所の概要説明とご案内、活
動状況の報告、皆様からの助言や要
望

利用者・ご家族、地域住民代
表者、行政職員、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

静岡県健康福祉部こども未来局 放課後児童支援員認定資格研修 講師 こども 鈴木　光男
2017年1月17日(火)、1
月27日(金)

静岡総合庁舎7階第8会議室 講義「学校と地域の連携」 100名

牧之原市川崎区・静波区 静波区・川崎区合同防災講演会 講師 公衆 若杉　早苗 2017年3月30日(木)
牧之原市総合健康福祉センター
さざんか　会議室

調査・研究の報告：東日本及び熊本
地震の教訓

牧之原市の静波区・川崎区
の一般市民

静岡県精神保健福祉士協会
平成28年度精神保健福祉士協会
養成校連絡会

委員 社福
佐々木　正和
大場　義貴

2017年3月5日(日) もくせい会館　第4会議室

静岡県精神保健福祉士協会内の組
織である実習検討委員会における実
習ガイドラインの報告がなされる。ま
た、職能団体と養成校との連携につ
いての意見交換を実施する。

15名

浜松市社会福祉協議会
第3回浜松市社会福祉協議会のあ
り方検討会

委員 社福 佐藤　順子 2017年3月29日(水)
浜松市福祉交流センター　１階
応接室

2017年度以降の浜松市社会福祉協
議会のあり方についての検討

6名程度

浜松市都市整備部住宅課
平成28年度第3回浜松市住宅管理
運営委員会

委員 社福 村上　武敏 2017年3月22日(水)
浜松市役所本館8階　第3委員
会室

市営住宅のあり方についての検討な
ど


