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住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 令和２年度事業報告 

 

1. 都道府県・指定都市段階及び全国のネットワークづくり 

 都道府県・指定都市社協を通じて、団体の活動を把握するとともに、幹事会、フォーラム

の開催、広報活動等を通して全国連絡会のネットワークの活性化を図ります。  

（１）住民参加型在宅福祉サービス団体の把握 

  都道府県・指定都市社協を通じて、各県で活動する団体の名簿情報を更新した。 

  

会員団体数：2,107 団体 

 

（２）団体間の情報交換の促進 

フォーラムを開催し、実践事例を通したノウハウなどの共有を図るとともに、幹事会を 

通して、各県に情報を提供することで、団体間の交流を促進した。 

 

２. 会員団体への支援と担い手の力量向上 

（１）支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラムの開催 

  全国連絡会の活動を発信し共有するとともに、食事支援、移動支援の各サービスに関

わる全国団体と協働し、地域に必要とされ取り組まれている多様な実践を共有するとと

もに、団体間の情報交換を通じて、運営に役立つ情報、留意点、専門職や住民との協働

のあり方について学ぶことを目的に開催した。 

日  程：令和２年 10月 22日（水）  

会  場：Zoomを活用したオンライン会議 

参加者数：375名 

内 容： 

①基調講演 

「withコロナ時代の健康」 

     ◆登壇者 

     近藤 克則 氏（千葉大学予防医学センター 教授） 

  ②セッション企画 

     【第 1セッション】住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 

     「“新しい生活様式”に対応した住民主体の生活支援活動の運営を考える」 

     ◆実践報告 

     荒川 陽子 氏（特定非営利活動法人地域生活支援オレンジねっと 代表） 

安藤 美希 氏（大阪市鶴見区社会福祉協議会 生活支援コーディネーター） 
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     ◆コーディネーター 

     隅田 耕史 氏（住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 副代表幹事） 

        【第 2セッション】一般社団法人 全国食支援活動協力会 

     「コロナ禍における食支援活動～食支援活動の意義についてあらためて考える」 

     ◆実践報告 

     石田 惇子  氏（NPO法人支え合う会みのり 副理事長／ 

一般社団法人全国食支援活動協力会 代表理事） 

     近藤 博子  氏（一般社団法人ともしび atだんだん 代表理事） 

     ◆コーディネーター 

     平野 覚治  氏（全国食支援活動協力会 専務理事） 

    【第 3セッション】特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク 

     「取り組みを続けるための対策と市町村による推進策を考える」 

     ◆実践報告 

     木下 綾子 氏（秦野市高齢介護課 主査） 

     ◆コーディネーター 

     河崎 民子  氏（全国移動サービスネットワーク 副理事長） 

 

（２）総会・行政説明（予定） 

  厚生労働省関係部課から制度・施策の最新動向について説明を受け、質疑応答を通し

て、全国連絡会及び会員の活動の参考とする予定。 

   日  程：令和 3年 2月 19日（金）  

実施方法：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

報告・協議内容： 

【行政説明】 

・地域福祉施策動向   厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 

・高齢者福祉施策動向 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課 

・児童福祉施策動向    内閣府 子ども・子育て本部 

     【総  会】 

     ①新型コロナウイルス感染症対応のための環境等の整備助成事業 助成先報告 

②住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会運営内規改正（案） 

③令和２年度事業進捗状況報告（案） 

④令和３年度事業計画（案） 

 

（３）「新型コロナウイルス感染症対応のための環境等の整備事業」（組織・団体助成） 

   の実施 

  住民参加型在宅福祉サービス団体がコロナ禍に対応して活動に取り組むために実施す

る事業や事業実施のための環境を整備するための費用を助成することを目的に実施。 
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【応募総数】：145件 

【内  容】： 

①応募資格 

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会の会員（「住民参加型在宅福祉サービ 

ス団体名簿」に記載されている団体）であり、住民が主体となった助け合い活動を 

行っている組織・団体（介護保険事業だけを行っている団体は対象としません）。 

  ②実施主体 

  住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 

  特定非営利活動法人日本 NPOセンター 

③助成金額 

   一団体あたり上限 20万円（総額 600万円） 

  ④応募期間 

   令和 3年 1月 18日（月）～2月 8日（月）（必着） 

  

（４）情報提供活動の実施 

  会員を対象としてメールニュースを発行し、活動を支援します。 

  【発行日】 

  第 1号（vol.65） 2020年 6月 2日 

  第 2号（vol.66） 2020年 7月 1日 

  第 3号（vol.67） 2020年 8月 4日 

  第 4号（vol.68） 2020年 9月 1日 

 

３．住民参加型在宅福祉サービス団体と活動に関する調査・研究 

（１）令和 2年度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査 

全国の住民参加型在宅福祉サービス団体の活動状況を明らかにし、今後の住民参加型 

サービスと地域福祉の発展のための基礎データを集積することを目的に「活動実態調査」 

の項目の検討を実施した。（次年度継続事業） 

 

（２）コロナ禍における助け合い活動モデルの調査研究事業 

新型コロナウイルス感染症の影響の中で、全国の住民参加型在宅福祉サービス団体の活 

動状況や今後の活動見通しなどについて情報共有を図るとともに、今後の団体活動の維持・ 

継続・再開に活かすことを目的に調査研究に向け検討を始めた。 

 

４．制度に関する検討と要望活動の実施 
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特定非営利活動法人全国移動サービスネットワークは、「総合事業の補助によるサー

ビスの対象者は「継続利用要介護者」のみでなく「希望するすべての要介護者」とする

ことを求める」緊急声明を厚生労働大臣に出し、賛同団体として住民参加型在宅福祉サー

ビス団体全国連絡会も名を連ねることの依頼を求められ、賛同団体として緊急声明に名

を連ねることとした。 

 

５．関係機関との連携の促進 

（１）食事支援サービス、移動支援サービス、宅老所等の生活支援サービスを実施・推進す 

る団体とともに、地域の助け合い活動としての生活支援サービスについて検討や提言活

動を行う「新地域生活支援構想会議」に参画した。 

 

（２）全国的なボランティア活動を推進・実施する団体で構成される『「広がれボランティ

アの輪」連絡会議』に参画した。 

 

（３）こども食堂を広げるうえでの様々な取組みや課題を学び、支援方針について意見交換

を図るゆるやかな場となる『「広がれ、こども食堂の輪！」推進委員会』に参画した。 

 

（４）ふれあい・いきいきサロンや見守り活動、住民による助け合い活動、当事者団体の集

まり等、様々な地域福祉活動を実施・推進する団体とともに、新型コロナウィルス感

染下での“つながり”づくりの機運を盛り上げ、コロナ後におけるより豊かな地域共

生社会づくりの活動につなげるための「未来の豊かな“つながり”のための全国アク

ション」主唱団体会議に参画した。 

 

（５）「新型コロナウイルス感染症対応のための環境等の整備事業」（再掲）を実施するため、

特定非営利活動法人日本 NPO センターに協力いただいた。 

  

 

６．全国連絡会運営に関わる会議等の開催 

（１）総会（予定） 

 運営内規第 4条に定める連絡会の運営に関する事項を決定するため、総会を開催します。 

日 程 ：令和 2年 2月 19日（金） 

会 場 ：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

参加者数：40名 

内容： １）報告 

      ・「新型コロナウイルス感染症対応のための環境等の整備助成事業」助成先 
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報告 

    ２）協議 

      ・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会運営内規改正（案） 

      ・令和 2年度住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会事業進捗状況報告 

（案） 

      ・令和 3年度住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会事業計画（案） 

 

（２）幹事会 

全国団体の共通課題の共有と対応等について協議するとともに、具体的な事業実施の

進め方を検討することを目的に幹事会を 3回開催した。第 4回幹事会を年度内に開催を

予定している。 

 

幹事会の開催 

＜第 1回＞ 

   日  程：令和２年 7月 17日（金）※勉強会後に開催 

会  場：GoogleMeetを活用したオンライン会議         

参加者数：幹事 14名 オブザーバー16名 

   内容：1）協 議 

       ・令和２（2020）年度事業計画・進め方 

      2）報 告 

       ・関係団体の委員会等への参画について       

＜第 2回＞ 

日  程：令和２年 10月 22日（木）※フォーラム後に開催 

会  場：Zoomを活用したオンライン会議 

参加者数：幹事 18名  

   内 容：1）協 議 

        ・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会「運営内規」の見直しに 

ついて 

        ・令和２年度「住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」につい 

         て 

  ＜第 3回＞ 

日  程：令和 2年 12月 1日（火）  

会  場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

出席者数：幹事 16名 オブザーバー4名 

   内 容：1）協 議 

        ・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会「運営内規」の見直しに 

ついて 



 

 

 

6 

 

・令和２年度「住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」につい 

 て 

・住民参加型高齢者介護団体支援プログラムについて 

       2）その他 

        ・令和 2年度「支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム」に 

ついて（振り返りと意見交換） 

        ・令和 3年度の事業計画について（意見交換） 

  ＜第 4回＞（予定） 

   日  程：令和 2年 2月 19日（金） 

   会  場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

   出席者数：幹事●名 

   内 容：1）報 告 

         ・「新型コロナウイルス感染症対応のための環境等の整備事業」助成先 

について 

2）協 議 

・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会運営内規改正（案） 

・令和 2年度事業進捗状況報告（案） 

        ・令和 3年度事業計画（案） 

 

（３）正副代表幹事会 

  役員一同で情報・課題を共有するとともに、会の運営を円滑に行うことを目的として

 7回開催した。 

 

＜第 1回＞ 

   日 程：令和２年 6月 8日（月） 

 会 場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

   内 容：1）報 告 

        ・コロナ禍での現況報告 

       2）協 議 

        ・２０２０年度事業のすすめ方について 

        ・支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラムについて 

        ・第 1回幹事会・勉強会について 

        ・関係団体への委員会等への参画について 

  ＜第 2回＞ 

   日 程：令和２年 7月 28日（火）  

会 場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

   内 容：1）報 告 
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・「未来の豊かな“つながり”のための全国アクション」主唱団体会議 

への参加 

       2）協 議 

        ・「支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム」内容・進め方 

について 

        ・令和２年度「住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」項目検 

討について 

        ・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会「運営内規」の見直しに 

ついて 

  ＜第 3回＞ 

    日 程：令和 2年 8月 21日（金）  

会 場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

   内 容：1）協 議 

        ・「支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム」内容・進め方 

について 

        ・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会「運営内規」の見直しに 

ついて 

・第２回幹事会の進め方について 

＜第 4回＞ 

  日 程：令和 2年 11月 4日（水） 

  会 場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

  内 容：1）協 議 

      ・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会「運営内規」の見直しにつ 

いて 

・令和２年度「住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」について 

・令和２年度「住民参加型在宅福祉サービス団体名簿」の更新について 

・第３回幹事会の進め方について 

＜第 5回＞ 

 日 程：令和 2年 11月 27日（金） 

 会 場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

 内 容：1）協 議 

      ・住民参加型高齢者介護団体支援プログラム案について 

＜第 6回＞ 

 日 程：令和 3年 1月 13日（水） 

 会 場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

 内 容：1）協 議 

       ・「新型コロナウイルス感染症対応のための環境の整備事業」について 
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      ・令和 2年度事業進捗状況（案）について 

      ・令和 3年度事業計画（案）について 

      ・第 4回幹事会ならびに総会・行政説明の進め方について 

＜第 7回＞ 

 日 程：令和 3年 1月 13日（水） 

 会 場：GoogleMeetを活用したオンライン会議 

 内 容：1）協 議 

       ・「新型コロナウイルス感染症対応のための環境の整備事業」募集要項に 

ついて 

      ・「住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会会員団体名簿」の取り扱 

いについて 

 

 


