
 

 

 

 

１．本会役員体制の変更について 

本会の折腹実己子副会長および、荻野光彦調査研究委員長が協議員を退任されたことにとも

ない、令和２年度第２回協議員総会（8月 31日～9月 10日）が文書審議にて開催され、新たな

副会長および常設委員会委員長が選出されました。 

新副会長には、長崎県の辻敏子協議員（前、研修委員長）、新調査研究委員長には、大阪府の

三好隆夫協議員が選出されるとともに、新研修委員長として大分県の雨宮洋子協議員が選出さ

れました。 

新たな役員体制は以下のとおりです。なお、任期については前任者の残任期間となります。 

【全国地域包括・在介協 役員体制】 ※令和２年 9月 18日現在 （敬称略）  
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副
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総務広報委員会担当※ 青森県 坂本 美洋  

調査研究／制度・政策委員会担当 京都府 川北 雄一郎  
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総務広報委員長 福井県 屋敷 大作  
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近畿ブロック 兵庫県 前田 公幸  

中国ブロック 山口県 山髙 正義  

四国ブロック 徳島県 大塚 忠廣  

九州ブロック 佐賀県 凌  文子  

監  事 
東京都 鈴木 博之  

千葉県 吉野 一實  

顧 問 奈良県 林  芳繁  

全国地域包括・在介協からのご案内 

会員センターのみなさまへ 
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Ⅱ．会報誌「ネットワーク」１５７号のご案内 

本会では、会員センターを対象に会報誌「ネットワーク」を年６回発行しており、このたび 157

号を発行いたしました。 

本号では、「新型コロナに立ち向かえ！地域包括・在宅介護支援センター」と題し、新型コロナ

ウイルスの感染防止対策を踏まえたセンター運営を考えることを目的とした特集を組んでおり、

コロナ禍において試行錯誤の取り組みが続くなか、センター運営の参考となる情報 

を掲載しています。会員センターの皆様には近日中にお届けいたしますが、本会 

ホームページ（会員専用ページ）にも掲載しておりますので、ぜひご高覧ください。 

【会報誌「ネットワーク」157号 目次】 

《巻頭企画》  
センター×障害者支援＝よりよい地域をめざして 

地域共生社会の実現に向けた包括的な支援のために 

《特集》 

新型コロナに立ち向かえ！地域包括・在宅介護支援センター 

（座談会）新型コロナウイルス感染防止を踏まえたセンター運営を考える 

（寄ま稿）新型コロナの介護・高齢者支援への影響とセンターに求められる役割 

《連載①》 都道府県・指定都市協議会 活動報告 （京都府協議会／長崎県協議会） 

《連載②》 日本縦断 センター職員の汗と涙のエピソード 

 全国地域包括・在介協からのお知らせ 

 

 

Ⅲ．全社協「社会福祉を支える皆様へ」(ビデオメッセージ)の配信開始  

新型コロナウイルス禍や相次ぐ災害のなか、全国の福祉現場では、日夜、福祉従事者が福祉

サービスの利用者の皆様を支えています。 

とくにコロナ禍のもとで、感染症への予防対策とともに、福祉の支援を必要とする高齢者や障

害のある人びと、子どもたち、そして生活に困窮する方々に支援を継続していくための新たな支

援のあり方が問われています。 

このような時にあって、全国のエッセンシャルワーカーの皆様に、全国社会福祉協議会および

関係大臣から、心からの感謝を込めて応援メッセージをお届けします。 



【社会福祉を支える皆様へ（ビデオメッセージ）】 

全国社会福祉協議会 会長  清家 篤 （収録日：2020年 9月 3日） 

内閣府特命担当大臣（一億総活躍、少子化対策担当） ※収録日当時 

 衛藤 晟一 様 （収録日：2020年 9月 7日） 

内閣府特命担当大臣（全世代型社会保障改革、新型コロナ対策担当） ※収録日当時 

西村 康稔 様 （収録日：2020年 9月 11日） 

全国社会福祉協議会 副会長  

全国社会福祉法人経営者協議会 会長  磯 彰格 （収録日：2020年 9月 3日） 

全社協 社会福祉を支える皆様へ（ビデオメッセージ） 

https://www.shakyo.or.jp/tsuite/ouen_video.html  

 

 

Ⅳ．未来の豊かな“つながり”アクション 

「全国地域包括・在介協からのご案内（6 月 5 日）」にてご紹介した「未来の豊かな”つながり”

のための全国アクション」においては、新型コロナの影響によりボランティア活動や市民活動が制

限され、力を発揮しにくい状況にあるなか、全国各地の住民同士の“つながり”を継続するための

活動事例が続々と更新されています。 

会員センターの皆様には、ぜひホームページをご覧いただき、自センター圏域における取り組

みのご参考としていただければ幸いです。 

 また、ホームページに掲載した事例の中で、ICT を活用した取り組みを実施する団体から、ツ

ールの活用方法や工夫をうかがい、参加者と意見共有ができるオンラインサロンが開催されます。 

 会員センターの皆様におかれましても、ぜひご参加を検討ください。 

「未来の豊かな”つながり”のための全国アクション」～オンラインサロン part2 

《テーマ》  新型コロナウィルス感染拡大下における ICTを活用したつながりづくり 

《実施日時》 令和２年１０月１３日（火） １８：00～１９：45 

《実施方法》 Zoom会議 

《申込フォーム》 https://forms.gle/wM7VhCkjsV5BNg8W6  

未来の豊かなつながりアクション https://tunagari-action.jp/case/  

 

 

https://www.shakyo.or.jp/tsuite/ouen_video.html
https://forms.gle/wM7VhCkjsV5BNg8W6
https://tunagari-action.jp/case/


Ⅴ．厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求（９月提出分及び１０

月提出分）の取扱いについて」 

令和２年９月８日、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求（９

月提出分及び１０月提出分）の取扱いについて」の事務連絡を発出しました。（資料別添） 

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和２年９月提出分及び 10 月提出分の介護報酬

等の請求について、次のように定めています。 

●新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の

請求期日後に請求することが可能。 

※その場合、請求期日までに事業所所在の国保連に連絡をすること。 

※10月提出分以降については、事業所所在の国保連に相談のこと。 

詳細は、別添資料をご参照ください。 

 

Ⅵ．厚生労働省「地域がいきいき 集まろう！通いの場」特設ＷＥＢサイトの公開 

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りつつ、新しい生活様式に対応した高

齢者の介護予防の取組の推進が求められています。 

そこで、厚生労働省において、高齢者本人や、家族、支援者等の方々に対して、居宅において

も健康を維持するため、そして安心して通いの場の活動を再開するために必要な情報を発信す

る特設Webサイトが９月 11日（金）より公開されました。 

特設 Web サイトでは、高齢者が居宅で健康を維持するための情報、厚生労働省からのお知

らせ等に加え、ご当地体操マップ（全国の自治体が作成するご当地体操動画の紹介）や感染予

防や健康維持のための情報発信動画を順次、更新する予定とされています。 

会員センターの皆様には、ぜひホームページをご覧いただき、自センター圏域における取り組

みのご参考としていただければ幸いです。 

地域がいきいき 集まろう！通いの場 特設WEBサイト 

 https://kayoinoba.mhlw.go.jp/  

 

Ⅶ．厚生労働省「社会福祉法第１０６条の４第２項第３号イの規定に基づく厚生労働大臣が定め

る事業（案）」に関するパブリックコメント（締切：令和２年１０月８日） 

令和２年９月 9日、厚生労働省は、改正社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」に関

するパブリックコメントを開始しました（締切：令和 2年 10月 8日）。 

https://kayoinoba.mhlw.go.jp/


重層的支援体制整備事業は、社会福祉法第 106 条の４第２項各号に掲げる事業を一体のも

のとして実施することとされており、同項第３号に掲げる事業については、地域住民同士の交流

の場や居場所づくりを行う各法の事業が掲げられています。 

同項第３号に掲げる事業のうち、一般介護予防事業（介護保険法第 115条の45第１項第２号

に規定する一般介護予防事業をいう。）については、同事業のうち地域住民の居場所づくりに係

るものとして「厚生労働大臣が定めるもの」が重層的支援体制整備事業の対象となることから、

これを規定するため厚生労働大臣告示を制定するものです。 

今回の告示案では、「厚生労働大臣が定めるもの」は、「介護保険法施行規則第 140条の 64

第２号ハに掲げる事業」（介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護

予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業）とすることとされています。 

重層的支援体制整備事業について（社会福祉法第 106条の４第２項） 

※ 厚生労働省作成資料をもとに全社協整理 

号数 機能 既存制度の対象事業等 

第１号 

イ 

相談支援 

【介護】地域包括支援センターの運営 

ロ 【障害】障害者相談支援事業 

ハ 【子ども】利用者支援事業 

ニ 【困窮】自立相談支援事業 

第２号 

参加支援 
社会とのつながりを回復するため、
既存の取組では対応できない狭間
のニーズについて、就労支援や見守
り等居住支援などを提供 

 

第３号 

イ 

地域づくりに向けた支援 

【介護】一般介護予防事業のうち「厚生労
働大臣が定めるもの」（※通いの場を想定） 

ロ 【介護】生活支援体制整備事業 

ハ 【障害】地域活動支援センター事業 

ニ 【子ども】地域子育て支援拠点事業 

柱書き 【困窮】生活困窮者の共助の基盤づくり事
業 

第４号 アウトリーチ（訪問）支援 
継続的に繋がり続ける機能 

 

第５号 
多機関協働 
世帯を取り巻く支援関係者全体を
調整する機能 

 

第６号 支援プランの作成  

 
e-Gov 「社会福祉法第 106 条の４第２項第３号イの規定に基づく厚生労働大臣が定める事業（案）」に
関する御意見募集（パブリックコメント）について 
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200209&Mode=0  

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200209&Mode=0


Ⅷ．埼玉県立大学研究センターに、「地域包括ケアマネジメント支援部門」が開設されました 

埼玉県立大学においては、埼玉県の重要課題である地域包括ケアシステムの構築に役立つ

研究プロジェクトを通じて地域社会へ貢献に力を入れてきたなか、この取り組みを一層強化し、

県内市町村を支援するため、研究開発支援センターに「地域包括ケアマネジメント支援部門」が

開設されました。 

「地域包括ケアマネジメント支援部門」の開設について 

《目的》  
地域包括ケアマネジメント支援部門の支援により、県内市町村の地域包括

ケア／地域づくりに関わるマネジメント力向上を目指す。 

《市町村支援

のメニュー》 

（1）データ分析支援（県内63市町村単位のデータベース整備、分析結果資

料の提供など） 

（2）事業マネジメント支援（市町村が取り組みたい事業を支援） 

（3）地域づくりに関わっている関係者や民間企業との連携支援 

（4）国の施策動向に関する情報提供（随時） 

※支援に係る費用について：上記(1)(4)は、希望する市町村へ原則として

無償で提供。(2)(3)は、相談は無償、その後の支援内容によって費用が

発生。 

埼玉県下の会員センターの皆様においては活用をご検討いただくとともに、その他会員センタ

ーの皆様におかれましても、自都道府県の取り組みにご参考ください。 

埼玉県  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0915-04.html  

 

 

Ⅸ．全国地域包括・在介協の活動（８月～９月） 

 

期日／会議名 協議事項 

8月 5日（水） 

第２回正副会長会議 

（１）本会役員等候補者の選任について 

（２）新型コロナの影響を踏まえた令和２年度事業の進め方について 

（３）その他 

８月１９日（水） 

第１回総務広報委員会 

（１）令和 2年度 総務広報委員会所管事業について 

（２）組織活動助成の審査について 

（３）会員拡大に向けた強化方策に基づく取り組みについて 

（４）会報誌「ネットワーク」編集委員会 委員の選任について 

（５）その他 

・令和２年７月豪雨による被害状況について 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0915-04.html


８月２４日（月） 

第３回常任協議員会 

（報告事項） 

○令和２年７月豪雨の被害状況について 

○会員拡大に向けた強化方策の取り組み状況 

（協議事項） 

（１）本会役員等候補者の選任について 

（２）新型コロナの影響を踏まえた令和２年度事業の進め方について 

（３）協議会ビジョン策定委員会について 

（４）その他 

8 月 31 日（月）～9 月

10日（木） 

第２回協議員総会 

※文書審議 

第１号議案 副会長の選任について 

第２号議案 常設委員会委員長の選任について 

９月１８日（金） 

第１回調査研究委員会

／制度・政策委員会 

合同会議 

（１）令和 2年度 委員会所管事業について 

（２）政策提言の実施に向けたセンター運営の課題分析について 

（３）その他 

※第２回協議員総会を除き、すべてＷＥＢ会議システムにて開催 

 

第２回正副会長会議においては、本会役員の協議員退任に伴い、新役員候補者について協議

するとともに、新型コロナの影響を踏まえた令和２年度事業の進め方について協議を行いました。 

第１回総務広報委員会においては、各都道府県・指定都市組織およびブロックの活動支援を

目的として毎年度実施している組織活動助成について、各組織からの申請に基づいた審査を行

うとともに、本会の重点課題でもある組織強化に向けた会員拡大に向けた強化方策について、よ

り実効的な取り組みとするための協議を行いました。 

第３回常任協議員会では、令和２年に熊本県をはじめとした全国各地で河川氾濫が発生した

令和２年７月豪雨における会員センターへの直接的な被害はなかったことを報告するとともに、

正副会長会議を踏まえて新役員候補者について協議するとともに、新型コロナの影響を踏まえ

た令和２年度事業の進め方について協議を行いました。 

正副会長会議、常任協議員会において選出された新役員候補者について、第２回協議員総会

に議案上程し、承認されたことから、新たに辻副会長、三好調査研究委員長、雨宮研修委員長が

就任しました。 

 第１回調査研究委員会／制度・政策委員会においては、昨年度会員センターを対象に実施した

「実態調査 2019」の回答結果を予算・制度要望に活かすため、回答結果からみえる地域包括・

在宅介護支援センターが抱える課題等について協議を行いました。 

 

 

 



Ⅹ．全国地域包括・在介協ホームページの更新 

このたび、本会ホームページを更新し、以下の情報を掲載いたしましたので、ぜひご覧ください。 

（全国地域包括・在介協ホームページ） http://www.zaikaikyo.gr.jp  

 

 

 

○「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求（９月提出分及び 10 月提出

分）の取扱いについて」が発出されました 

○「地域がいきいき 集まろう！通いの場」特設 Web サイトが公開されました（厚生労働

省 HP） 

 

 

 

 

○本会役員が一部変更となりました。 

○「ネットワーク Vol.157」を掲載しました 

 

 

新着情報 

全国地域包括・在介協からのお知らせ 

http://www.zaikaikyo.gr.jp/

