令和４年度

第１０回

滋賀県介護支援専門員連絡協議会

【地域包括支援センター主任介護支援専門員
目

的

事業種別研修

研修会】

個別のケアマネジメントから地域づくり・地元づくりのケアマネジメントを考える。
地域ケア会議の活用から地域づくりへの展開（きっかけ作り）について学ぶ。

1. 日

時

令和５年１月２６日（木）１３:３０～１６:３０（受付 １３:００～）

2. 会

場

滋賀県長寿社会福祉センター 第２～第４研修室
滋賀県草津市笠山 7 丁目 8-138

3. 主

催

滋賀県介護支援専門員連絡協議会

4. 受 講 対 象 者

滋賀県介護支援専門員連絡協議会 会員
滋賀県内に住所又は勤務先を有する介護支援専門員

5. 定

員

会場

6.

師

洲本市役所 健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

講

２０ 名

WEB

５０ 名

理学療法士 生活支援コーディネーター（第一層） 畑山 浩志 氏
7.開催方法（いづれかの方法によりご参加ください）
2）ZOOM を使用した Web 配信
1）研修会場
■会場：滋賀県長寿社会福祉センター
■事業所や（ご自宅）から参加いただけます。
■定員： ５０ 名
第２～第４研修室
■定員：会場 ２０ 名
①機器の準備 お一人１アドレスの登録となりす。
参加者を確認しますので、必ずカメラ付きの PC を
■新型コロナウィルス感染症対策について
研修会当日は、感染予防策を十分に行なっ お一人 1 台ご用意ください。
安定した接続の為有線 LAN での接続をお勧めし
た上で、実施致します。
ホームページにあります添付書類 1「感染予 ます。事業所等から参加される方は、相談室等一
防策へのご協力のお願い」を参照いただき、 人になれる場所での参加をお願いします。
ご協力をお願い致します。
研修受講にあたっては、添付書類 1 の裏面に ②接続確認 ご利用の端末に ZOOM アプリ（無
あります 2「健康観察票」を受付へ提出いただ 料）をダウンロードして下さい。
事前接続テストをご希望の方は、イベントペイより
きますようお願いいたします。
申込時、「接続テストを希望する」にチェックを入れ
てください。
■研修資料
資料は、入金確認後メール送付いたします。
各自印刷してご持参ください。
※携帯アドレスではエラーになりますので、お
申込時はパソコンのアドレスをご登録くださ
い）
※持参忘れなどでやむを得ず事務局でお渡
しする場合は、資料 1 ページにつき、１０円を
徴収させて頂きます。

8.受講料
研修会場・ZOOM を使用した Web 配信

③招待メール 開催日までにメールで送付いたし
ます。
※事前テストと当日の URL は異なりますのでご注
意下さい。
④資料 入金確認後、③と合わせてメールにて送
付いたします。

受講料 （資料代含む ）
県協議会会員 2,000 円
非会員
7,000 円

9.受講証明書発行

遅刻、早退、研修中の離席につきましては、受講証明書を発行できない場合が
あります。
Web による受講の方は、メールにて証明書を発行いたします。

10.イベントペイ
について

①領収証が必要な方はご自身で発行してください。
入金（決済）後、受信されるメールにある「領収書」ＵＲＬより発行できます。
②お申込みいただいてもご入金を確認できなければ、申込がキャンセル
になる場合がございます。
③やむを得ずキャンセルされる方は、事務局へご連絡下さい。
なお、入金確定後のご返金は致しません。資料の送付を以て替えさせて
頂きます。
④申込されているかどうかを確認する方法
申込入力後、入金し、入金確認のメールが届いた時点で申込完了となります。

11.その他

①駐車スペースには限りがあります。できる限り公共交通機関をご利用ください。
②天候等による研修の中止等の案内は滋賀県介護支援専門員連絡協議会ホームペ
ージに掲載します。受講者ご自身でご確認ください。

【受講申込方法】
※PC のブラウザに URL を入力して頂くか、二次元コードを PC 又はスマートフォンで読み取って受講申し
込みを行ってください。（当会ＨＰから本研修をクリックしても申込みできます）

下記①か➁のいずれかよりお願いします。
①

https://onl.tw/Ehh4tK6

⓶

上記の方法で受講申し込みができない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※受講申し込みは先着順です。受講決定の連絡は致しません。入金後定員を超えたときなど受講し
ていただけない場合にのみ連絡します。

☆参加申込締切

令和５年１月１５日（日）厳守

お問い合わせ先
滋賀県介護支援専門員連絡協議会 事務局
〒525-0072 滋賀県草津市笠山 7 丁目 8-138 滋賀県立長寿社会福祉センター内
TEL 077-567-4550
FAX 077-567-3906
E-mail info@shiga-caremana.jp

講師ご紹介
畑山 浩志（はたやま ひろし）氏

洲本市役所 健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係
理学療法士・生活支援コーディネーター（第 1 層）
1999 年 神戸総合医療専門学校 理学療法学科 卒業
洲本市役所 健康課 保健センターに所属
2006 年 洲本市役所 健康増進課 保健指導係に所属
2017 年 洲本市役所 健康増進課 健康推進係に所属
2018 年 洲本市役所 介護福祉課 長寿支援係に所属（現在）
【理学療法士】
介護予防推進リーダー ・ 地域ケア会議推進リーダー ・
兵庫県理学療法士会 代議員 淡路支部長
【厚生労働省】
2014 年度 地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業国アドバイザー
（兵庫県・岡山県担当）
2015～16 年度 地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業国アドバイザー（山梨県・
山形県担当）
2017～18 年度 介護予防活動普及展開事業 研修会 演習コメンテーター
2018 年度 介護予防活動普及展開事業 国アドバイザー
2018 年度 地域支援事業における介護予防の取組に関する調査研究事業 委員
2020 年度 都道府県等介護予防担当者会議 研修会講師
2021 年度 コロナ後を見据えた在宅における高齢者自身によるフレイル予防促進に関する
調査研究事業 委員
インターネットやスマートフォン等の ICT を活用した修正自立に係る調査研
究事業 委員
2022 年度 介護予防活動普及展開事業の委員・アドバイザー、滋賀県草津市担当

【モデル】
2019 年度 地域介護予防活動事業の推進のための手法に関する研究事業
〈厚生労働省 老健局〉
2020 年度 スマホ、スマートウォッチを活用した高齢者等の健康管理支援事業
〈兵庫県〉
2021 年度 総務省デジタル活用支援推進事業 〈総務省〉
口腔保健に関する予防強化推進モデル事業〈厚生労働省 医政局〉
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
〈厚生労働科学研究費〉
（Value-based medicine の推進に向けた循環器病の疾患管理システムの構築に
関する研究）
予防・健康づくりに関する大規模実証事業：健康にやさしいまちづ くりのた
めの環境整備に係る実証事業（With/After コロナ時代の ICT を活用した新た
な介護予防モデル（オンライン「通いの場」）の実施可能性及び介護予防効果
の評価等に関する研究）〈厚生労働省〉
【著作等】
・地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組事例（洲本市）2013
・連載 介護予防推進の現場から第 2 回 淡路島をいきいき百歳体操の島に
介護保険情報 2014.10
・地域づくりによる介護予防を推進するための手引き
・地域づくりによる介護予防を推進するための手引き

三菱総研研究所 2015
〈地域展開編〉2016

・地域づくりによる介護予防を推進するための手引き
〈都道府県による市町村支援・総合事業展開編〉2017
・地域リハビリテーション学テキスト 改定第 3 版 2018
・隔月刊訪問リハビリテーション第 10 巻第 5 号連載：
ご存じですか？行政にいるリハ専門職のこと

2021.1

