
令和元年度　介護予防関係事業の実施状況について

（１）　介護予防に関する研修及び事業   

番
号

名　称 概　要 内　容

1
介護予防従事者
研修

　市町村等が実施する介護
予防事業の従事者として、
介護予防・健康づくりを実
践する「かながわ介護予
防・健康づくり運動指導
員」を養成し、認定するこ
とで、資質の確保及び向上
を図る。

１　実施日：令和２年２月１日（土）、２（日）
２　場　所：調整中
３　受講者数：166人
４　実施形態：委託（神奈川県理学療法士会）

2
介護予防従事者
研修（入門編）

 介護予防事業の定義と意
義について総論を学ぶこと
で、生活の中での介護予防
のあり方について理解す
る。

１　実施日：令和元年10月31日（木）13時～17時
２　場　所：神奈川県総合医療会館　７階講堂
３　受講者数：99人
４　実施形態：委託（神奈川県理学療法士会）

3

介護予防従事者
研修（介護予防
のための地域ケ
ア個別会議編）

介護予防のための地域ケ
ア個別会議の実際を模擬会
議（ロールプレイ）とグ
ループワーク）から学ぶこ
とで、市町村での取組推進
と助言者の育成を目指す。

１　実施日：令和元年９月17日（火）
２　場　所：万国橋会議センター401、402号室
３　対象者：市町村職員、地域包括支援センター職員等
４　受講者数：96名
５　実施形態：県実施

4
介護予防従事者
研修（実務編）

 介護予防のための地域ケ
ア個別会議の実施に向け、
助言者である専門職を対象
に専門性の理解、助言者同
士の相互理解を深める。

１　実施日：令和元年12月15日（日）
２　場　所：神奈川県総合医療会館　７階講堂
３　対象者：管理栄養士及び栄養士、歯科衛生士、
            理学療法士、作業療法士等
４　受講者数：36名
５　実施形態：委託（神奈川県理学療法士会）

5 専門職派遣事業

 地域包括ケアのしくみづ
くりや地域ケア会議の設
置・運営、各地域包括支援
センターの個別事例や地域
課題の検討のために専門職
を派遣する。

１　実施期間：令和元年6月18日～令和２年3月24日
２　対象：市町村、地域包括支援センター
３　派遣者数：96人
４　実施形態：委託（株式会社かながわＳＷＣ）

6

住民主体の「通
いの場」への専
門職派遣モデル
事業

「通いの場」等の充実を支
援するため、モデル市町村
に専門職員を派遣し、介護
予防に資する助言を行うな
どし、住民が介護予防活動
を効果的、かつ継続的に取
り組むための方策を検討す
る。

１　実施日：令和元年７月～12月
２　モデル市町及び派遣専門職：
　①逗子市　　理学療法士、管理栄養士
　②大磯町　　理学療法士、管理栄養士
　③大井町　　理学療法士、歯科衛生士
　④湯河原町　理学療法士、歯科衛生士
３　派遣回数：各市町３回
４　実施形態：一部委託（理学療法士会、栄養士会、歯科衛
生士会）

7
介護予防市町村

職員等研修

　市町村が取り組む介護予
防事業や県モデル事業の取
組を共有し介護予防事業の
推進及び資質の向上を図
る。

１　実施日：令和２年１月17日
２　場　所：産業貿易センター
３　対　象：市町村職員及び職能団体代表等
４　受講者数：55人
５　実施形態：県実施
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番
号

名　称 概　要 内　容

9

地域分析、自立
支援、重度化防
止に係る市町村
研修

　市町村が行う地域分析を
支援するため、市町村職員
を対象に、地域包括ケア
「見える化」システム等を
活用した地域分析や分析結
果の活用方法について情報
提供及び意見交換を行う。

【第１回】
１　実施日時：令和元年７月26日～令和元年8月30日
２　実施場所：県保健福祉事務所ほか
３　実施内容及び形態：全体会議及び８保健福祉圏域単位で
実施。
　「保険者シート」を活用した地域分析について全体会議で
講師（宮城大学 看護学研究科 石原 美和 教授）による講義
を行うとともに、各圏域で「保険者シート」の活用方法につ
いてアドバイザー（稲城市高齢福祉課長ほか）を交えて意見
交換を行った。
【第２回】
（全県研修）
１　実施日時：令和２年１月10日（金）
２　実施場所：中小企業共済会館
３　実施内容及び形態：講義「今後想定される地域課題に対
して一体的かつ効率的に取り組むためには」（神奈川県介護
支援専門員協会　松川副理事長）及びグループワークを実
施。
（圏域別研修）
１　実施に知事：令和２年１月21日、27日、28日
２　実施場所：県小田原合同庁舎ほか
３　実施内容及び形態：８保健福祉圏域単位。保険者機能強
化推進交付金該当状況調査結果や各市町村の地域分析結果に
ついて意見交換。

【初任者研修】
　１　実施日：令和元年９月３日、９月11日
　　　　　　　　　　　　（２日間×１回）
　２　場　所:神奈川県民ホール
　３　受講者数：98人
【現任者研修　総合編】
　１　実施日：令和元年12月12日
　２　場　所：藤沢商工会館
　３　受講者数：89人
【現任者研修　ファシリテーター養成編】
　１　実施日：令和元年11月29日
　２　場　所：日本丸訓練センター
　３　受講者数：65人
【現任者研修　個別テーマ編】
（高齢者の身体機能の理解）
　１　実施日：令和２年１月31日
　２　場　所：ウィリング横浜
  ３　受講者数：69人
（複合的課題への対応）
　１　実施日：令和２年２月28日
　２　場　所：ウィリング横浜
　３　中止
【管理者向け研修】
　１　実施日：令和２年２月３日
　２　場　所：横浜市従会館
　３　受講者数：69人
【市町村職員向け研修】
　１　実施日：令和元年８月29日
　２　場　所:藤沢商工会館
　３　受講者数：24人
実施形態は委託（神奈川県介護支援専門員協会）

 地域包括ケアシステムに
おける中核的な機関である
地域包括支援センターの職
員及び市町村職員の資質の
向上及び地域包括支援セン
ターの機能強化を支援す
る。

地域包括支援セ
ンター職員研修
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番
号

名　称 概　要 内　容

10
コグニサイズを
教える
研修会

　コグニサイズの全県展開
に取り組む一環として、市
町村や介護保険事業者、自
主グループ等を対象に、コ
グニサイズの講師役、また
は自主グループのサポー
ターについて養成するため
研修会を開催する。

１　実施日:令和元年８月７日午後、８日、９日
　　　　　　　　　　　　　　（半日×５回）
２　場所：学校法人岩崎学園横浜実践看護専門学校
　　　　　９階大教室
３　参加者数：394人
４　実施形態：委託（国立長寿医療研究センター）

11
認知機能評価研
修

　各市町村職員等を対象
に、MCIの把握や早期対応
につなぐことができるよ
う、認知機能の評価
（NCGG-FAT)について研修
を実施する。

１　実施日:令和元年７月18日　１日
２　場所：恩賜財団済生会湘南平塚病院なでしこホール
３　参加者数：９市町・県職員　40名
４　受講後の認知機能評価研修の実践：
　　　　　　令和元年７月18日～令和２年１月15日
５　実施形態：委託（国立長寿医療研究センター）

12

コグニサイズ講
師派遣及びコグ
ニサイズ地域
ミーティング実
施事業

　コグニサイズを教える研
修会の修了者等を活用し、
コグニサイズを実施する市
町村や自主グループ等に対
して講師派遣を行うととも
に、既にコグニサイズを地
域展開している人を対象
に、地域展開の工夫等につ
いての情報交換を行い、ス
キルアップを図る。

１　実施日:令和元年５月～令和２年３月
　　　　　　　　　　　　　（講師派遣事業）
　　　　　 令和元年９月12日、20日、24日、25日、
　　　　　　　　　 10月２日
　　　　　　　 （圏域版地域ミーティング・5か所）
　　　　　 令和２年１月16日
　　　　　　　（全県版地域ミーティング)
２　対象：市町村・地域包括支援C・自主グループ・
　　　　　介護事業者等
３　参加者：（令和元年12月末現在速報値）
　　　　　①講師派遣事業　　161回　4,969人
　　　　　②圏域版地域ミーティング　５回　298人
          ③全県版地域ミーティング  １回  205人
４　実施形態：委託（かながわ健康財団）
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（２）　介護予防に関する普及啓発等について

番号 内　容

1

県ホームページに「県内市町村の介護予防・生活
支援に関する取組」を掲載。
市町村別に担当窓口や市町村のホームページのリ
ンクを貼付。また取組紹介（任意）も掲載。

2

　市町村の高齢福祉主管課、地域包括支援セン
ター、及び保健福祉事務所等を通じて県民や地域
の自主グループに配布する、わかりやすいコグニ
サイズ普及冊子を作成する。
  併せて、プログラムの応用に役立てるための教
材として、動画を作成して、ホームページに掲載
し、活用してもらう。

3

　気軽でわかりやすいコグニサイズ普及DVDを県独
自に作成し、市町村・地域包括支援センターにDVD
を配布した。
　個人・自治会・自主グループ・介護予防事業者
等に対して、自主的または継続的にコグニサイズ
を実施できるよう、活用してもらう。

概　要

　市町村との連携を図りつつ、住民等に対
して、介護予防について十分な理解を促進
し、介護予防関連事業の効果的かつ適切な
推進を目的とし、広域的な普及啓発を実施
する。

　コグニサイズの普及媒体を作成し、配布
を行う。

　「神奈川県版　運動で認知症予防！コグ
ニサイズ＆コグニライフ」の貸出しを行
う。
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