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【佐賀県地域共生ステーション連絡会関連】 

■「共生社会に向けた事業者の役割」～新しい介護保険のはじまりから～ 

  一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 

            研究部研究員兼研究総務部次長  服部真治 氏 

  ※6 月 4 日（日）11 時～ 佐賀県地域共生ステーション連絡会講演会 

  ※場所 アバンセ 4F 第 2 研修室   ※８３名参加 

6 月 4 日（日）に開催されました佐賀県地域共生テーション連絡会総会記念講演会「共生社会

に向けた事業者の役割～新しい介護保険のはじまり～ 医療経済研究機構／服部真治氏（元厚生

労働省老健局振興課兼課長補佐）」では 83名の方にご参加いただきまた。最初に、佐賀県福祉

課の瀬戸口健司様、佐賀市からは高齢福祉課の江頭健司様の両課長様からご挨拶をいただいてい

ます。講演会の内容は、多くの事業所ではじめて聞くという方も多く、来場の方からは危機意識

がついたというご意見も聞かれました。たくさんのご来場誠にありがとうございました。 

 

■「地域支え合い担い手養成研修」地域医療介護総合確保基金(介護分) 

採択されました!! 県内 4地区（年 4 回）を目標に実施予定!! 

現在、講座のカリキュラム作成中です。   

 「地域医療介護総合確保基金（介護分）」を活用し「地域ささえあい担い手養成講座」として

県に提出していましたが、この度採択されることになりました。 

 ブロック単位を基本に、地域を分けて年 4回実施することになります。事務局で順次開催地や

内容等を企画していきます。ブロック関係者の皆様には、講師等のご協力をお願いすることにな

りますのでご協力をお願い致します。 

 人が減っていく社会にすでに突入しています。今は大丈夫というところも将来の備えとして、

地域で担い手を確保していくという視点はとても重要になります。地域共生ステーションでのか

かわりを通して社会貢献できる人材づくりを連絡会で取り組んでいきます。皆様のご協力をよろ

しくお願いします。 

 尚、このカリキュラムの中身については、新しい介護予防・日常生活支援総合事業における住

民主体の担い手養成のカリキュラムの内容に基づくものであり、市町主導で今後取り組まれてい

くものです。 

 



■地域共生交流イベントについて 

地域共生交流イベント開催にあたって（ご参考ください） 

 

 平成２７年度より「地域共生交流イベント」として、これまで各ブロックを中心に会員の皆さま

にもご協力をいただき開催しているところです。開催にあたって下記をご参考ください。 

 

【地域共生交流イベントの開催にあたって】 

目的は？ 

  地域共生ステーション（宅老所・ぬくもいホーム）が地域の生活課題を住民と共有し解決でき

るために、雇用やボランティアに関わらず、地域の生活課題解決に向け住民が意欲的に参加でき

る機会づくりを提供する。また、新たな担い手の発掘及び確保につなげることで、地域毎の地域

包括ケアや共生社会の推進に寄与することを目的とする。 

イベントの流れは？ ※あくまで目安ですので下記を基本に自由な発想で企画ください。 

①地域の現状報告 

市町の高齢化率や現状の課題・将来予測など、行政担当者等からデータを参考に説明。 

   ②学びの講話 

介護予防・社会参加・生活支援、共生社会、認知症、地域づくり、支え合いやボランティア

など意義などをテーマにした、地域共生ステーションへの参画や地域福祉づくりの新しい担い

手確保、住民自治や地域福祉活動への参加意欲につながる講話など。 

③その他 

独自の催し、会食、各事業所のＰＲの機会、ワークショップなど（可能なもので） 

開催時間は？ 

   午前又は午後の３～４時間程度がこれまでの実績です。 

予算は？ 

   1 開催あたり上限２０万円になります。 

周知先は？ 

🔶地域住民（例：開催地を拠点に校区等を絞り、作成したチラシ業者に依頼し全戸配布する

など） 

   🔶自治会や民生委員会、校区社協などの地縁組織に 

   🔶担当行政、地域包括支援センター、市町社協などの福祉関係者に 

      ※市町のたより等への広報依頼ができればより有効です。 

 

 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。 

 

■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。  

 

■次回世話人会 6 月 20日（火）1３：３０～１５：３０  

 世話人の皆様は万章繰り合わせの上、ご出席ください。 

 

■次回全体研修 

  8月 23日に「共生型サービスへの挑戦」というテーマでＮＰＯ法人とさくさん代表の白水峰

子さんにご登壇いただく予定です。会員様による実践発表であり今後こうした県内の実践者の

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。 

 

■ブロック情報 

中部ブロック（佐賀市・小城市・多久市・江北町・大町町） 

 〇6/19 中部ブロック会議 １４：００～１６：００ 

🔶場所  ：ＮＰＯ法人宅老よりあいひまわりの会ひがたの里 

  🔶内容  ：平成２９年度事業計画／地域共生交流イベントについて／情報交換 

   

西部ブロック（武雄市・鹿島市・嬉野市・白石町・太良町）   

 〇6/21（水）西部ブロック定例会・研修会  場所:塩田楠風館 

       定例会担当:なごみ・こだま 

       研修担当: さくらさくら・鹿城 「レクレーションの実際」 

      お問い合わせは、ひなた 0954-42-0005（西野まで） 

 〇6/28 嬉野市吉田公民館。介護予防日常生活支援総合事業及び体制整備事業の住民説明会 

       嬉野市の方で関心のある方は、NPO こだまの野中さんにお尋ねください。 

       講師：さわやか福祉財団インストラクター（江口） 

北部ブロック（唐津市・伊万里市・有田町）   



 〇佐賀県地域共生ステーション北部ブロック会議・研修会 

  🔶開催日 : 平成 29 年 6 月 23 日（金） 

  🔶場所    : 唐津市相知交流文化センター（唐津市相知町中山 3600-8） 

  🔶内容 

① ブロック会 13:00～13:50 「地域共生交流イベント」について 

② 研修会   14:00～15:00 「口腔ケアについて」 

      講師: メディカルケア岡本孝子氏（訪問歯科衛生士） 

  🔶お申込み デイサービスでこぽん（担当:前川さん） 

  🔶別添、お申込書をファクスでお申込みください。 

 

東部ブロック（神埼市・吉野ヶ里町・上峰町・鳥栖市・基山町）  

  🔶5/19（金）宅老ちよだひまわりの会あらこの家で、認知症カフェ「ひまわりカフェ」が開催

されました。地域共生ステーションまごころの黒田弘量氏から「理学療法士から見た介護予

防運動」、認知症介護指導者で余暇センターきたじまの北島富子氏から「認知症予防はどう

したらいいの？」と題した講話、バンド演奏や魚屋さんやパン屋の移動販売、昼食などもあ

り、地域の方が参加されています。 

   

■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  アバンセ１Ｆ 

★西日本ビバレッジ様自販機   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】 

■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す。 

  主催: 九州地区移動支援ネットワーク交流会発起人会 

  共催: NPO 法人全国移動サービスネットワーク 

  日時: 平成 29 年 7 月 29 日（土）14:00～17:00 

  会場: 熊本県青年会館（ユースピア熊本）306 号室 

        住所 熊本市中央区水前寺 3-17-15  ☎096-381-6221 

    対象:  九州各県の福祉有償運送及び、移動サービス団体、その他関心のある方 



  定員:  20 名 

  申込:  別紙 

 

■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を開催します 

  🔶1回目 佐賀地区 平成 29年 7月 25日、26日 佐賀市 ほほえみ館 

  🔶2回目 唐津地区 平成 29年 9月 12日、13日 唐津市 高齢者ふれあい会館「りふれ」 

  🔶3回目 伊万里地区 平成 29年 11月 14、15日 伊万里市 ふれあいプラザ 

 

■総合事業で移動・外出支援を～地域のニーズと資源に合わせて制度を使う～ 

  全国移動ネットから「訪問型サービスＤにかかる市町村意向調査および相談・開発支援」報告

書として「総合事業で移動・外出支援を～地域のニーズと資源に合わせて制度を使う～」が発行

されています。全国の先行事例から地域の移動サービスを作り出すプロセスが紹介されています。 

  ご希望の方は、さが移動ネットまでお問合せください。 

 

■6 月 10 日（土）、11 日（日）第 42 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!! 

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 42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) 

http://www.fukushinoie.jp/
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji0031144/3_1144_25454_up_036enal5.pdf


 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【情報提供】 

●書籍販売（総合事業への取組の参考テキストにどうぞ） 

   ◆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 

 

●講演会 認知症の人に寄り添うまち吉富町から～若年性認知症について考える～ 

    平成 29 年 6月 17 日（土） 

    福岡県吉富町 吉富フォー・ユー会館大ホール 

    講師: 認知症当事者 丹野智文さん 「若年性認知症と言われた日から」～認知症とと

もに生きる～ 

    問い合わせ 吉富町地域包括支援センター ☎0979-26-1192 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

～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。 
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