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佐賀県地域共生ステーション連絡会／さが福祉移動サービス・ネットワーク
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発行：佐賀県地域共生ステーション連絡会／さが福祉移動サービス・ネットワーク（2017 年 8 月 1 日）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【佐賀県地域共生ステーション連絡会関連】
■次回世話人会は 8 月 8 日（火）13:30 からです。
前回のММに引き続き配信します。お盆前なので、今回は、第 2 火曜日に変更致します。世話
人の皆様はお間違えのないよう万章繰り合わせの上ご出席ください。今回の朝倉や東峰村の支援
についても話し合いましょう（基金の使途について）。

■全体研修②

8 月 23 日 19 時～

場所

アバンセ（※別添チラシ）

実践発表「共生型サービスへの挑戦」講師:白水峰子氏（NPO 法人とさくさん）
実践発表になります。「共生型サービスへの挑戦」というテーマでＮＰＯ法人とさくさんの
理事長 白水峰子さんにご登壇いただきます。今後こうした県内の連絡会の皆様で、実践者の
皆様の発表機会も研修に加えていきます。会場や時間等決まりましたらお知らせいたします。
30 年度の医療介護同時改定では「共生型給付」もはじまります。今後の事業展開に備え、勉強
していきましょう。別添チラシの裏面からお申込みください。

■地域ささえあいヘルパー養成研修会

8 月 26 日、27 日開催!!

（※別添チラシ）
地域医療介護総合確保基金（介護分）の助成により、新しい総合事業における「佐賀県地域支
え合い担い手養成研修」を 8 月 26 日、27 日に開催致します。
この研修は、新しい総合事業の生活支援従事者向けの「基準緩和型」の講習として位置づけて
います。A 型サービスや住民主体のサービスなどの生活支援に携わる方向けに、ガイドラインの
カリキュラムに準拠して実施するものです。佐賀県内でも市や町で講習会の開催が予定されてい
くものですが、先行し県主催、連絡会企画で実施致します。別添チラシを確認ください。

■地域共生交流イベント

第 1 回は唐津市北波多公民館 2 階大ホール

開催日: 9 月 22 日（金）10:00～13:00

（※別添チラシ）

（内容）
① 地域を知ろう「北波多地区の現状とこれから」北波多福祉課
② 唐津の未来を考える「共生型社会に向けた取り組みと介護予防について」
唐津市地域包括支援センター

③ 楽しいレクレーションの実践から介護や地域の課題解決へ
もってこい長崎レクレーショングループお手玉の会

理事長

中島るり子氏

※その他、地域活動団体の紹介、介護施設ブースの設置など
今年度、第 1 回の地域共生交流イベントが唐津市北波多公民館で開催されます。地域の現状に
ついて、唐津市の現状について生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰから報告、地域や介護の講演、地域活動の紹介
などが催されます。ご参加ください。
今年度は、各ブロック代表を中心に、佐賀市東与賀町、唐津市北波多町、鹿島市、鳥栖市での開
催が決まりました。３０年介護保険以降、地域包括ケアや総合事業の推進など、医療も介護も地域
単位にシフトしていきます。そうした意味でも、地域を知り、地域毎に開催するこのイベントを意
義あるものにし、皆様の取り組みにつながるものとなるよう事務局でも後押していければと願って
います。ご協力よろしくお願いし致します。

■映画「ケアニン～あなたでよかった～」の上映開催に向けて
2017 年初夏、全国公開予定の映画「ケアニン～あなたでよかった～」の上映会開催に向けて調
整していきます。10 月以降の開催で準備いたします。
新人の介護福祉士を主人公に、介護という仕事を通じ、働くことの意味、人や地域の繋がりの
尊さを描く。これといってやりたいことがなかった大森圭は、漠然とした理由で介護の専門学校
へ入学し、卒業後は小規模多機能施設で介護福祉士として働いていた。認知症の高齢者たちとう
まくコミュニケーションがとれず、悩む日々が続いていた圭が初めてメインの担当となったの
は、認知症を発症した 79 歳の星川敬子だった。先輩スタッフたちの協力もあり、試行錯誤の
中、徐々に敬子との関係性を深めていく圭は、介護という仕事に本気で向き合うようになってい
く。主人公の圭役を「仮面ライダーウィザード」の戸塚純貴が演じる。監督は「東京 PR ウーマ
ン」の鈴木浩介（抜粋）。

■地域共生ステーション推進事業要綱について
平成 29 年 4 月からの「佐賀県地域共生ステーション推進事業」の要綱が佐賀県のホームページ
に掲載されています。
ポイントは地域共生社会実現に向け、ぬくもいホームの推進及び転換といったもの。ぬくもい
ホーム本体事業のサテライトとして地域住民交流の拠点づくりへの開設補助が設けられたことも
新しい試みとなっています。
30 年以降に新設される「共生型サービス」や、今後進んでいく「住民主体の総合事業」といっ
たものは、宅老所やぬくもいホームで長らく温めてきたものといえると思いますが、ようやく制
度が後追いで追いついてきた表れでもあります。
具体的な共生の取り組みが今後求められるものとして、積極的な活用をご検討ください。
★会員の皆様には、これにあわせ、地域の「居場所づくり」にチャレンジしていきましょう。
総合事業でいえば、一般介護予防事業「地域介護予防活動支援事業」ということになりま
す。まだ県内で位置づけられていませんが、実績づくりという視点ではじめていきましょう。

■ブロックの動き、地域情報
中部ブロック（佐賀市・小城市・多久市・江北町・大町町）
〇たすけあい佐賀では、宅老所柳町から衣替えし、毎週火曜日「たすけあい食堂」を開所。地域
の居場所づくりを目指して実践されています。
〇ふくしの家では、紺屋町に民家を借り、毎週金曜日、介護予防体操を紺屋町自治会と協働し実
施しています。7 月から買物・外出サロンを計画中。

西部ブロック（武雄市・鹿島市・嬉野市・白石町・太良町）
〇7/12 明神の家ひいらぎ 14 時から、介護予防・日常生活支援総合事業の勉強会が開催されまし
た。出席者は、杵藤地区広域の職員、武雄市地域包括支援センター、武雄地区の地域共生ステー
ション団体。
〇7/19（水）西部ブロック定例会・研修会が塩田楠風館で開催されています。「メンタルヘルス
（おせっかい工房咲風里）」の研修会が開催されています。
〇7/19 しおさい館で「太良町地域包括ケアシステム研究会」が立ち上がりました。太良町の事業
所の方はご参加されてみてはいかがでしょう。（社協主催）
〇7/20 白石町。地域介護予防活動支援事業/生活支援体制整備事業としてボランティア養成講座
が開催されます。場所は福富ゆうあい館。（社協主催）
〇7/28 嬉野市吉田公民館。吉田地区の第 2 層協議体に向けた勉強会の 3 回目が開催されました。
高齢者の疑似体験や住民ワークショップが開催されていす。

北部ブロック（唐津市・伊万里市・有田町）
〇7/16（日） 納涼そうめん流し in 真心の家（北波多地域共生交流イベントの一環）が開催され
ています。毎年の行事で地域との交流を深めています。
※NPO 法人ひまわり様より、地域共生ステーションの災害基金に、今回の朝倉や東峰村の支援に
寄付をいただいています。

東部ブロック（神埼市・吉野ヶ里町・上峰町・鳥栖市・基山町）
※各地域共生ステーションの実践や、地域の情報を MM で配信しますので、
メールでの情報提供にご協力ください。
（fukusinoie@world.ocn.ne.jp まで）
■佐賀県ＣＳＯ支援自販機を設置しています
佐賀県地域共生ステーション連絡会では、佐賀県と協働し「佐賀県ＣＳＯ支援自販機」を、コカ
コーラウエスト様及び西日本ビバレッジ様のご支援により下記に設置しております。
★コカコーラウエスト様自販機
★西日本ビバレッジ様自販機

アバンセ１Ｆ
九州シンクロトロン光研究センター２Ｆ交流センター

ＣＳＯ支援飲料水等の購入による売上の一部を自販機設置事業者がＣＳＯに寄付する自販機の
ことで、連絡会の活動資金に活用させていただいています。社会貢献活動や寄附文化意識の向上に
も寄与するものです。施設をご利用の際はＣＳＯ自販機をご利用ください。
「コカ・コーラウエスト様」「西日本ビバレッジ様」ご支援誠に有難うございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【さが福祉移動サービス・ネットワーク関連】
■9 月 1 日 移動・外出を多様な生活支援サービスで推進するセミナーin 福岡
訪問型サービス D 等の移動・外出支援の導入にあたり、その障壁となっていることを目的に、総
合事業による移動支援を実施している市町村の事例を通じ、その可能性や対策について考えま
す。
◇会場
◇参加費

福岡自治労会館 2 階大会議室

※別添チラシ

500 円

■シルバー人材センターの委託で移動サービス認定講習会（福祉有償運送講習）を
開催しました。年間 3 回の予定です。
第 1 回目は佐賀地区で、平成 29 年 7 月 25 日、26 日の両日、佐賀市ほほえみ館で開催しまし
た。11 名の方が受講されています。シルバー人材センター向けの講習会は佐賀県では初めてで
したが、全国では開催されています。佐賀市での開催は一定の需要がありました。高齢化社会で
車の運転に対する受講者の意識も高いものでした。
2 回目は、唐津地区で平成 29 年 9 月 12 日、13 日に、唐津市高齢者ふれあい会館「りふれ」、
3 回目は、伊万里地区で平成 29 年 11 月 14、15 日に、伊万里市ふれあいプラザで開催予定です。

■第 3 回九州地区移動支援ネットワーク交流会が開催されました。
平成 29 年 7 月 29 日（土）、熊本県青年会館で、九州地区移動支援ネットワーク交流会が開催
されました。中原たすけあいの会（平野）、ふくしの家（江口）がさが移動ネットとして参加しま
しています。総合事業による移動支援をテーマに、各地の移動サービスの活動報告が行われました。
今回の交流会の中心になった、熊本県のふくし生協の小出氏からは、熊本地震で全国移動ネット
の移動支援の人的支援を受けた経緯から、九州内でのネットワークの大切さについて話され、出席
者で共有しています。今回は、大阪府、岡山県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県の移
動サービス団体が集まりました。来年は鹿児島での開催が決まっています。

■全国過疎問題シンポジウム 2017in 佐賀が開催されます。
10/19 佐賀市文化会館 過疎地地域自立活性化優良事例表彰、基調講演 ほか
10/20 上記分科会の第 3 分科会（白石町）パネリストに、中原たすけあいの会の平野氏が登壇予
定。

■福祉有償運送団体の皆様 アンケート調査ありがとございました。
7 月 15 日に配信しましたアンケート調査にご協力いただきありがとうございます。全国移動ネ
ットと協働し、ご協力いただきましたアンケート集計をもとに、佐賀県との情報交換を 8 月 1 日
に実施致します。

■9 月 12 日（火）、13 日（水）シルバー人材センター連合会の「高齢者活躍人材育
成事業」にて運転者講習会を開催予定。
■9 月 16 日（土）、17 日（日）第 43 回移動サービス認定運転者講習（福祉有償運
送講習会）を開催します!!
福祉有償運送事業者の方は計画的に受講ください。移動サービス実施、未実施にかかわらず、将
来の総合事業の「訪問型サービス D」又は地域共生の移動サービスの構築を視野に、講習会に参加
し検討されてみてはいかがでしょうか？
「移動サービス認定運転者講習」 移動サービスをはじめませんか！！
第 43 回移動サービス認定運転者講習会（福祉有償運送大臣認定講習）をさが福祉移動サービス
ネットワークにて開催いたします。福祉有償運送実施団体の方はもとより、デイサービスの安全
運転のスキルアップ、また、今後、総合事業がはじまり生活支援の中の移動支援に関心を寄せて
いただく上でもでも受講をお勧めしています。「さが福祉移動サービス・ネットワーク（ふくしの
家 0952-36-6865 又は、ふくしの家ＨＰから申込み用紙をダウンロード）にお申込みください。
総合事業においても移動支援である「訪問 D」をどう位置付けるか今後大きなテーマになりま
す。移動サービスの理解を深めていきましょう。
申込書ダウンロード http://www.fukushinoie.jp/

■佐賀県の福祉有償運送団体
平成 28 年 11 月 1 日時点で、３７団体となっています。県によっては実施する団体が増えてい
るところもあります。県内でも地域によっては移動サービスを実施できるところが不足していま
す。社会貢献の一つ、サービスの一環として、是非参画下さい。福祉有償運送を実施したい団体
様は相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji0031144/3_1144_25454_up_036enal5.pdf
(佐賀県ＨＰより)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【最新情報】※ネットより抜粋

地域密着型サービス

人材確保が参入の課題

２０１８年度から３年間の第７期高齢者保健福祉計画の策定に向け、東京都は６月から策定委員会を開催し
ている。計画では３年間で必要なサービス量などを見込むが、それに見合う人材確保が最大の課題だ。２４日
に開かれた第２回の委員会では、人材確保に苦しむ小規模多機能型や定期巡回・随時対応型などの地域密着型
サービス、人が確保できず事業所を廃止する訪問介護や通所介護などの現状が報告された。

「自立支援」エビデンスで決着

厚労省

来年度の報酬改定で自立支援の取り組が進むようにインセンティブをつけることが検討課題に上がってい
る。ただ、現状では、
「自立」の定義も、何をもって成果とみるかもさまざまな考えがある。このため、厚労省
はエビデンスのある介入方法を公募することにした。研究として行われたものだけでなく、専門家個人の意見
を根拠とする提案も幅広く受け付けるという。

高齢者の移動も「互助」推進

国土交通省

国土交通省は、高齢者の移動の足を確保するために「互助」による輸送の推進に踏み切る。登録など道路運
送法の手続きなしでできる移送サービスの枠組を現在より明確にすることで、介護予防・日常生活支援総合事
業のサービスとしても取り組みやすくする。自治体の第７期介護保険事業計画に盛り込んでもらえるよう、厚
労省とも連携していく。

実践者研修、20 年度末に 30 万人

政府

政府は５日に開いた認知症対策の関係省庁連絡会議で、２０１５年度に策定した認知症国家戦略（新オレン
ジプラン）の各施策の数値目標を見直すことで合意し、目標を更新した。２０２０年度末までに、認知症サポ
ート医を現行目標の２倍の１万人養成するなど目標値を引き上げた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【書籍販売】
◆住民主体の生活支援サービスマニュアル３「居場所・サロンづくり」
公益財団法人さわやか福祉財団 編 1,200 円
◆住民主体の生活支援サービスマニュアル６「移動・外出支援」
特定非営利活動法人全国移動サービス・ネットワーク

編

1,200 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～地域福祉推進拠点のネットワーク～

佐賀県地域共生ステーション連絡会
～移動自由な地域を目指して～

さが福祉移動サービス・ネットワーク
〒８４９－０９３７

佐賀県佐賀市鍋島三丁目３番２０号（鍋島ｼｪｽﾄﾊｰﾓﾆｰﾋﾞﾙ３Ｆ）

認定ＮＰＯ法人市民生活支援センターふくしの家事務局内
TEL：０９５２－３６－６８６５ FAX：０９５２－３６－６８９５
メール：fukusinoie@world.ocn.ne.jp
佐地共連ホームページ

http://sachikyouren.com

※メールアドレスが不明なところにはファックスにて送信しております。
※ファックス受信の事業所様は、お手数ですが、上記メールアドレスにご返信ください。
※このММニュースは、関係行政機関にも配信しています。

