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令和 3年度 兵庫あんしんネット 24 事業報告 

1. 全体総括 

昨年度もコロナ感染拡大の影響がありましたが、オンラインで概ね 3か月に１回役員会を開催し

事業所間の情報交換、兵庫県における定期巡回の状況について情報共有をしました。その際、兵庫

県健康福祉部少子高齢局高齢政策課の方にも参加いただき、意見交換を行い連携を図りました。 

昨年から引続き、普及セミナー・技術力向上研修の開催、地域住民・医療・福祉事業所向けの出

前講座等で制度説明、老健・病院向け研修の開催、および兵庫県介護支援専門員協会主催の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護充実支援研修でのケアマネジャーとの共同事例発表を行いました。ま

た、今年度は新たに若年層への訪問介護等業務啓発として、訪問サービスの魅力を発信する動画を

作成し、中・高校を対象とした、出前授業を行いました。 

昨年から引続き、コロナ感染拡大が収束しない中での活動ではありましたが、研修をハイブリッ

トで開催することで、県外からの講師を招く事もでき、県内各地からの参加をしていただく事が出

来たと感じています。 

定期巡回サービスは創設から 10 年が経とうとしていますが、利用者数はまだまだ少なく、一部

の限られたケアマネジャー等関係者にしか周知できていないのが現状であり、訪問看護ステーショ

ン・医療機関・福祉施設との連携が不足していると感じています。連携を強化すると共に、兵庫県

の第 8期計画でもあるように、「看護小規模多機能」と合わせて 300ヶ所の目標に到達出来るよう、

新規事業所開設支援を含め、持続的な活動が必要と考えています。 

協議会の活動内容は以下の通りです。 

    

 

2. 総会、記念講演会の開催 

 日  時 主な協議事項 

1 2021年 6月 17日 令和 3 年度総会（現地と ZOOM によるハイブリッド開催） 

出席事業所：24 事業所 委任状 21 事業所 

1.第 1 号議案 令和 2 年度活動報告（案） 

2.第 2 号議案 令和 2 年度 収支決算報告（案） 

及び会計監査報告（案） 

3.第 3 号議案 令和 3 年度 役員選出（案） 

 4.第 4 号議案 令和 3 年度 事業計画及び予算（案） 

 5.第 5 号議案 支部規則の作成について 

全て承認可決となる 

 

令和 3 年度記念講演会 

【テーマ】 

科学的介護・LIFE の取組みについて 

講  師：厚生労働省 老健局 老人保健課 

     課長補佐 石丸 文至氏 

 

3. 役員会の開催 

 日  時 主な協議事項 

1 2021年 4月 14日 令和 3 年度事業計画、予算案、役員案作成 

支部活動案作成 

2 2021年 7月 29日 総会の結果報告 

今年度の事業計画について 

支部活動報告 

各事業所の情報交換 
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3 2021年 8月 19日 研修計画（普及セミナー・技術力向上研修・老健病院向け） 

若年層向け動画制作計画 

ＣＭ協会との連携研修計画 

兵庫県リーフレット制作への提言 

支部活動報告 

各事業所の情報交換 

4 2021年 10月 21日 病院、老健向け研修（神戸支部・阪神丹波支部）実施報告 

普及セミナーの計画 

若年層向け動画制作完成報告 

ＣＭ協会との連携研修計画 

支部活動報告 

各事業所の情報交換 

5 2021年 12月 16日 普及セミナー振り返り 

技術力向上研修、病院、老健向け研修（播磨地区）の計画 

ＣＭ協会との連携研修実施報告 

若年層向け出前授業について 

支部活動報告 

各事業所の情報交換 

6 2022年 2月 25日 技術力向上研修の振り返り 

病院、老健向け研修（播磨地区）実施報告 

今年度事業計画の振り返り 

コロナウイルス感染者退院支援依頼（兵庫県より） 

来年度事業計画について 

支部活動報告 

各事業所の情報交換 

 

 4. 支部活動について 

 日  時 主な協議事項 

1 2021年 5月 18日 神戸支部会議 

2 2021年 8月 17日 神戸支部会議 

3 2021年 8月 23日 阪神丹波支部 研修会（参加者 24名） 

【テーマ】 

定期巡回・随時対応サービスにおける先進的な取り組み 

講  師：株式会社 SPIN 代表取締役 田中潔氏 

4 2021年 10月 19日 神戸支部会議・研修（参加者 8名） 

【テーマ】計画責任者研修 

コロナ感染対策の事例から 

講  師：コウダイケアコールセンター兵庫連携型 

訪問看護ステーションうさぎ北 

      管理者 野中美千代氏 

5 2021年 12月 21日 神戸支部会議 

6 2022年 1月 19日 東播磨北播磨支部・西播磨但馬支部合同支部会 

意見交換会（参加者 11事業所 17名） 

7 2022年 2月 9日 神戸支部 研修会（参加者 オンライン 35事業所・現地 7名） 

【テーマ】 

アドバンス・ケア・プランニングとは～定期巡回サービスの事

例を通して～ 
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講  師：神戸大学医学部付属病院 緩和支持治療科 

特定助教 山口崇氏 

事例紹介：住吉定期巡回・随時対応型訪問介護看護センター 

課長 中村亮介氏 

8 2022年 3月 15日 阪神丹波支部 研修会（参加者 オンライン 5事業所・現地 7

名） 

【テーマ】 

定期巡回サービスにおける実施指導 

講  師：ステップこはま 24ｈケアステーション 

管理者 廣木聖子氏 

講  師：ホームネット株式会社 玉本龍介氏 

 

 

5. 研修について 

 日  時 内  容 

 1 2021年 9月 16日 

13:30～16:30 

病院・老健等退院支援担当職員対象研修（神戸地区） 

（参加者）現地 12 名 オンライン 36 事業所 

【行政説明】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局高齢政策課 

介護基盤整備班 班長 藤本俊典氏 

【制度説明】 

エルフあんしんセンター垂水 副所長 嶋田松美氏 

【事例紹介】 

1.定期巡回サービスサンビラこうべ 管理者 堀井久美子氏 

2.コウダイケアコールセンター一体型訪問看護ステーションうさ

ぎ 管理者 片山順子氏 

 2 2021年 10月 12日 

13:30～16:30 

病院・老健等退院支援担当職員対象研修（阪神丹波支部） 

（参加者）現地 17 名 オンライン 34 事業所 

【行政説明】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局高齢政策課 

介護基盤整備班 班長 藤本俊典氏 

【制度説明】 

エイプレイス兵庫西宮 所長 村上建一氏 

【事例紹介】 

1.ステップこはま 24ｈケアステーション 主任 吉川由紀氏 

2.シニアスタイル定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 計画作成責任者 山田孝司氏 

3 2021年 11月 29日 

14:00～16:45 

定期巡回サービス普及セミナー 

（参加者）現地 22 事業所 オンライン 72 事業所 

（テーマ）行政連携と安定的な事業所運営 

【行政説明】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局高齢政策課課長 田畑司氏 

【セミナー】 

1.定期巡回サービスの安定的な運営に向けて 

 兵庫あんしんネット 24 会長 小田美紀子 

【事例紹介】 

1.利用者獲得について 

1）在宅におけるサービス展開 
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  エイプレイス兵庫西宮 所長 村上建一氏 

2）サ高住におけるサービス展開 

  エルフ・あんしんセンター垂水 くつろぎの家エルフ垂水山手 

  住宅担当リーダー 熊野一士氏 

2.人材活用について 

 1）複合施設での人材活用 

   ユピテル三田 管理者 三島理恵氏 

2）指定訪問介護・看護と連携した人材活用 

  ① 姫路医療生活協同組合 定期巡回サービス・訪問介護 

   統括責任者 稲田由紀氏 

② それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護看護朝霧 

   管理者 山田裕美氏 

4 2021年 2月 18日 

13:30～16:30 

病院・老健等退院支援担当職員対象研修（播磨地区） 

（参加者） 33 事業所 

【行政説明】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局高齢政策課 

介護基盤整備班 班長 藤本俊典氏 

【制度説明】 

ナイトウメディックス株式会社 福祉事業部次長 織田佳希氏 

【事例紹介】 

1.それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護看護朝霧 

 管理者 山田裕美氏 

2.姫路医療生活協同組合 中部 天川加代氏 

5 2021年 2月 25日 

14:00～16:30 

定期巡回サービス技術力向上研修 

（参加者）現地 6 事業所 オンライン 53 事業所 

（テーマ）中山間部における定期巡回サービスの事業運営。ひょう

ご地域共生型モデル事業報 

【兵庫県挨拶】 

兵庫県高齢福祉部少子高齢局高齢政策課課長 田畑司氏 

【セミナー】 

1.「中山間部における定期巡回サービスの取組」～24 時間ケアサ

ポートふじみの取り組みから～ 

 社会福祉法人富士見町社会福祉協議会 事務局次長 小林功氏 

【事業報告】 

1. ステップこはま 24ｈケアステーション 管理者 廣木聖子氏 

2. ユピテル三田 管理者 三島理恵氏 

  

6. 広報について 

  日  時 内   容 

 1 2021年 4月 1日～ 

2022年 3月 31日 

出前講座（12回） 

各役員にて、医療・介護・福祉事業所、地域集会所等で開催 

 2 2021年 9月 若年層への訪問介護等業務啓発事業 

「『訪問介護・訪問看護』ってどんな仕事？」DVD完成 

ホームページへアップ 

 3 2021 年 10 月 1 日～

2022年 3月 31日 

出前授業（2回） 

各役員にて高校にて開催 
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7. 相談窓口 

  日  時 内   容 

 1 2021年 4月 1日～ 

2022年 3月 31日 

毎週 火・木曜日 9:00～12:00 

年間 98日 相談件数 13件 

 

8. その他 他団体との共同研修等 

 日  時 主な協議事項 

1 2021年 11月 3日（水） 

13:30～16:30 

介護支援専門員協会 定期巡回サービス充実支援事業 

【制度説明】 

エイプレイス兵庫西宮 所長 村上建一氏 

【事例発表】 

 エイプレイス兵庫西宮 管理者 中村正美氏 

定期巡回サービスサンビラこうべ 管理者 堀井久美子氏 

2 2021年11月 27日（土） 

13:30～16:30 

介護支援専門員協会 定期巡回サービス充実支援事業 

【制度説明】 

エイプレイス兵庫西宮 所長 村上建一氏 

【事例発表】 

 エイプレイス兵庫西宮 管理者 中村正美氏 

オービーホーム定期巡回 管理者 松崎幸子氏 

3 2021年 12月 1日（水） 

13:30～15:00 

介護支援専門員協会 定期巡回サービス充実支援事業 

【事例発表】 

それいゆ定期巡回・随時対応型訪問介護看護朝霧 

管理者 山田裕美氏 

4 2021年 12月 1日（水） 

19:00～20:30 

介護支援専門員協会 定期巡回サービス充実支援事業 

【事例発表】 

ロジケアあしや 管理者 樋口正人氏 

5 2021年12月 14日（火） 

9:30～11:00 

介護支援専門員協会 定期巡回サービス充実支援事業 

【事例発表】 

姫路医療生活協同組合 東部 中原真弓氏 

6 2021年 12月 1日（水） 

19:00～20:30 

介護支援専門員協会 定期巡回サービス充実支援事業 

【事例発表】 

ロジケアあしや 管理者 樋口正人氏 

 

 

9. 会計報告 別紙の通り  

 


