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Ⅰ．障害福祉制度・施策関連情報
１．第 13 回障害福祉サービス等報酬改定検討チームが開催される ～令和３年度 障
害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点が示される～
８月 27 日に第13回障害福祉サービス等報酬改定検討チームがオンライン開催されました。
検討チームでは、７月９日から８月７日の５回に分けて関係団体からのヒアリングが行わ
れましたが、今回の会議では、ヒアリングにおける意見を整理した「令和３年度障害福祉サ
1

障害福祉関係ニュース 2020（令和２）年度 5 号（2020.9．1）

ービス等報酬改定に関する主な意見等」が提示されました。そのうえで、「令和３年度障害
福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点（案）
」として下記の５項目が提示されました。
「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点（案）
」概要
＜はじめに＞
障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）の施行から 14 年が経過し、現在、障害福祉サ
ービス等の利用者は約 120 万人、国の予算額は約 1.6 兆円（事業費ベースで約 3.2 兆円）と
なり、法施行当初と比較するとそれぞれ約３倍に達しているなど、障害児者への支援は年々
拡充している。
また、本年５月には、令和３年度から令和５年度までの第６期障害福祉計画及び第２期障
害児支援計画を作成するための基本方針が示されたところである。
○ そのような中で、今回の令和３年度障害福祉サービス等報酬改定においては、平成 30 年
度に創設されたサービスの整備状況を踏まえつつ、障害者の重度化・高齢化、医療的ケア児
や精神障害者の増加などに伴う障害児者のニーズに対応するため、エビデンスに基づく報酬
改定を行う必要がある。
○ また、現役世代が減少し、福祉人材の確保が困難な状況である一方、利用者数・事業所数
が大幅に増加しているサービスもあることから、サービス提供を行う施設・事業所の状況等
を踏まえた上で、制度の持続可能性を確保する観点からも適切な報酬を設定することが必要
である。
○ 以上のような状況等を踏まえ、令和３年度報酬改定において検討を行う際の主な論点につ
いて、関係団体ヒアリングにおける意見も参考としつつ、以下のとおり整理し、今後検討を
進めていくこととしてはどうか。
＜主な論点(案)＞
１．障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援等
２．効果的な就労支援や障害児者のきめ細やかなニーズを踏まえた対応
３．医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
４．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
５．災害や感染症の発生時も含めた支援の継続を見据えた対応
６．障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見
直し
※ 上記の論点は現時点のものであり、今後議論を進めていく中で変更することがあり得る。

今後、障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは、整理した論点に基づき、９月～10 月
を目途に各サービスの報酬等のあり方についての検討が行われる予定です。
※会議の資料等は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚労省 HP】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13205.html
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２．社会保障審議会 障害者部会（第 100 回）が開催される～障害保健福祉施策の動
向について協議～
８月 28 日に第 100 回社会保障審議会障害者部会（部会長：駒村康平慶應義塾大学教授）が
対面とオンライン併用で開催されました。
今回は、障害保健福祉施策の動向として、新型コロナウイルス感染症の対応に係る障害者
就労分野の状況や障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況、国の機関における
障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等からの調達実績（令和元年度）等について
厚生労働省より報告が行われ、それらを受けた協議が行われました。
※会議の資料等は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚労省 HP】 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html

３．【全社協・政策委員会】社会福祉施設・事業所従事者への新型コロナウイルスワ
クチン優先接種等にかかる緊急要望書の提出
全国社会福祉協議会・政策委員会では、令和２年８月 27 日に種別協の連名で「社会福祉施
設・事業所従事者への新型コロナウイルスワクチン優先接種等にかかる緊急要望書」
を加藤 勝
信厚生労働大臣宛に提出しました。緊急要望の概要は下記のとおりです。
社会福祉施設・事業所従事者への
新型コロナウイルスワクチン優先接種等にかかる緊急要望
新型コロナウイルスの感染拡大は終息する見込みが立たず、「新しい生活様式」の下での
社会活動を進めていく事態になっています。この間、社会福祉施設・事業所での感染も広が
っており、8 月中旬までに報道された施設数だけでも約 600 施設において陽性者が発生して
おり、そのうち利用者・従業員含め 5 人以上の感染者が発生した施設が 200を超えています。
現下、新型コロナウイルスの感染拡大が収まる気配がないなかにあっても、社会福祉施設・
事業所は高齢者や障害者、児童など支援が必要な人びとの生活を支えるために、感染予防を
強化しながら福祉サービスを継続しています。
利用者がより安心してサービスを受け、従事者がより安心してサービスを提供し続けること
ができるよう、以下の事項を緊急要望いたします。
記
１．すべての社会福祉施設・事業所の従事者を、新型コロナワクチンの優先接種の対象としてください
社会福祉施設・事業所は、高齢者や障害者、児童など、抵抗力が弱く、万一、新型コ
ロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクのある人びとを対象に福祉サービスを
提供しています。医療従事者と同様、新型コロナワクチンの接種について、社会福祉施
設・事業所の従事者も優先接種対象者に位置づけてください。
２． 社会福祉施設・事業所の関係者全員が優先的に PCR 検査を受けられるように徹底してください

利用者や職員等の施設関係者に優先的に PCR 検査を実施し、その費用を公費で負担す
るとともに、新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、すみやかに医療機関や保
健所との連携のもと、適切な医療支援が図られる体制を確保してください。
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４．【厚生労働省】障害者施設等への布製マスクの配布について
厚生労働省より、令和２年８月４日付事務連絡にて、介護施設や障害者施設等への布製マ
スクの配布について発出されました。
介護施設や障害者施設、保育所、放課後児童クラブなどへの布製マスクの配布については、
利用者や職員の方の感染拡大を防止する観点から、３月中旬以降、累計約 6,000 万枚が全て
の対象施設で一律に配布されてきました。
このたび、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、配布を希望する介護施設等に随時配布す
るとともに、今後に備えて、国での備蓄が行われるとのことです。
〇申出時期：令和２年８月５日～当分の間
〇申出方法・配布の流れ：下記、厚生労働省のホームページにおいて、申請手続などの詳細
について公表しています。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.html）
・配布を希望する施設等は、①施設等名、②住所、③電話番号、④利用者と職員の人数、⑤
必要配布枚数等の情報について、原則メールにより申出（電話でも申出可能）ください。

・必要配布枚数については、④の人数の４倍以内程度の枚数を目途として、５枚単位で各施
設等で必要な枚数を申請可。
・申出から配布までは概ね３週間程度を要する見込みです。

５．社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について【随時更新】
新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、障害者就労支援施設での感染例も報告され
ています。各施設・事業所においては、感染防止対策がとられているかと存じますが、利用
者・職員の皆さまの安全を最優先し、より一層の感染防止の徹底をお願いいたします。
新型コロナウイルスに関して、厚生労働省からは各都道府県・指定都市・中核市に対し、
下記の事務連絡文書が発出されていますので、それぞれご確認ください。
（１）基本的対処方針（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
（令和２年５月 25 日変更）
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0525.pdf

（２）基本的な事項

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策
（咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等）
、
流行地域からの帰国者等の取扱い、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応等につ
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いては、次の事務連絡をご参照ください。
通 知 名
【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年３月 19 日現在）https://www.mhlw.go.jp/content/000613405.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年３月 11 日現在）https://www.mhlw.go.jp/content/000608610.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」の
周知について（令和２年３月９日）https://www.mhlw.go.jp/content/000605940.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について
（令和２年２月 23 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601678.pdf
【事務連絡】
「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の
対応について（令和２年２月 18 日付事務連絡）
」に関するＱ＆Ａについて
（令和２年２月 21 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601679.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応
について（令和２年２月 18 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（その２）
（令和２年２月 14 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601681.pdf

（３）感染拡大防止に関する事項

職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託業者等への対
応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参照してください。

※厚生労働省ホームページの更新にあわせ、下記①②に区分し、掲載順等を変更しています。
① 障害福祉サービス事業所等における対応について

通 知 名
【事務連絡】障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症に備えた対応等に関する調査報告に
ついて（依頼）（令和２年７月 31 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000656940.pdf
【事務連絡】「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」
（令和２年７月３日）https://www.mhlw.go.jp/content/000646842.pdf
【事務連絡】「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について
（令和２年５月４日付け事務連絡）」に関するＱ＆Ａ（グループホーム関係）について
（令和２年５月 28 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000634929.pdf
【事務連絡】「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について
（令和２年５月４日付け事務連絡）」に関するＱ＆Ａ（障害児入所施設関係）について
（令和２年５月 28 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000634931.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害児への対応について（令和２年５月 22 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000632985.pdf
【事務連絡】障害者支援施設等におけるオンラインでの面会での実施について（令和２年５月 22 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000632967.pdf
【事務連絡】障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応に
ついて（令和２年５月４日）https://www.mhlw.go.jp/content/000627801.pdf
【事務連絡】「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３月６日付
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事務連絡）」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（そ
の２）（令和２年４月７日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａ（その２）について
（令和２年４月 24 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000625083.pdf
【事務連絡】福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について
（令和２年４月 14 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622377.pdf
【事務連絡】共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について
（令和２年４月 14 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622375.pdf
【事務連絡】緊急事態宣言後の地域生活支援事業の対応について（令和２年４月７日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000619987.pdf
【事務連絡】緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について（令和２年４月７日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000619808.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）
（令和２年４月７日）https://www.mhlw.go.jp/content/000620870.pdf
【事務連絡】障害者支援施設における感染拡大防止と発生時の対応について（令和２年３月 30 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000616041.pdf
【事務連絡】訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について
（令和２年３月 19 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000613382.pdf
【事務連絡】
「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のため
の留意点について（令和２年２月 24 日付事務連絡）
」に関するＱ＆Ａについて
（令和２年３月６日）https://www.mhlw.go.jp/content/000605942.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３月６日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000617095.pdf
【事務連絡】福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応
について（令和２年２月 28 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603976.pdf
【事務連絡】共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための
対応について（令和２年２月 28 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603972.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のための
留意点について（令和２年２月 24 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603941.pdf
【事務連絡】社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における感染拡大防止のための
留意点について（令和２年２月 24 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603939.pdf

② 衛生用品等の確保に係る対応等について

通 知 名
【事務連絡】介護施設等への布製マスク配布希望の申出について（令和２年８月４日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000656939.pdf
【事務連絡】衛生・防護用品の備蓄と供給について（その２）（令和２年５月 18 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000631458.pdf
【事務連絡】障害福祉サービス事業所等への繰り返し利用可能な布製マスク配布に向けた各施設の状
況調査の協力について（その２）（依頼）（令和２年４月 17 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000625076.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給に
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ついて（改訂）（令和２年４月 15 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622390.pdf
【事務連絡】サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱について
（令和２年４月 15 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622389.pdf
【事務連絡】障害福祉サービス事業所等及び医療的ケア児等のご家庭に対する手指消毒用エタノール
の優先供給に係る留意事項について（令和２年４月 15 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000622388.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生 ・防護 用品の備蓄
と社会福祉施設等に対する供給について（令和２年４月７日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000620872.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給に
ついて（令和２年３月 13 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000608618.pdf
【事務連絡】都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出について（依頼）
（参考資料）（令和２年３月 13 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000608614.pdf

（４）職員の確保に関する事項
職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照してください。

通 知 名
【事務連絡】社会福祉施設等における職員の確保について（令和２年２月 17 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000601688.pdf

（５）障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項
障害報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参
照してください。

※厚生労働省ホームページの更新にあわせ、下記①～⑤に区分し、掲載順等を変更しています。
① 障害福祉サービス事業所等の人員基準等の臨時的な取扱いについて

通 知 名
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて（第８報）
（令和２年６月 19 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000641910.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて（第７報）
（令和２年５月 27 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000634899.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて（第６報）（令和２年５月18日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631459.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて（第５報）（令和２年４月 28 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000626605.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて（第４報）（令和２年４月９日）
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https://www.mhlw.go.jp/content/000620874.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等
の臨時的な取扱いについて（第３報）
（令和２年３月 10 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000606875.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて（第２報）
（令和２年２月 20 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000603982.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて（令和２年２月 17 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603979.pdf

② 就労継続支援事業の取扱い等について

通 知 名
【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第６報）
（令和２年６月 19 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000642053.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第５報）
（令和２年５月 13 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000630599.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第４報）
（令和２年４月 13 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000630598.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第３報）
（令和２年３月９日）https://www.mhlw.go.jp/content/000605944.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第２報）
（令和２年３月３日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603983.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について
（令和２年２月 20 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603980.pdf

③ 介護給付費等に係る報酬請求事務について

通 知 名
【事務連絡】新型コロナウイルス対策に係る報酬請求事務について（令和２年５月１日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000627781.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応における障害福祉サービス等に係る介護給付費等の請求
（３月・４月請求分）について（令和２年３月５日）
https://www.mhlw.go.jp/content/000605885.pdf

④ 障害支援区分の認定手続きに係る取扱いについて
通 知 名
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて
（その２）
（令和２年４月 15 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622391.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて
（令和２年３月５日）https://www.mhlw.go.jp/content/000605029.pdf
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⑤ その他
通 知 名
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた支給決定を受けるための申請等の取扱いに
ついて（令和２年４月 30 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000627779.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて
（令和２年３月 13 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000608118.pdf
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者（児）への相談支援の実施等に
ついて（令和２年２月 25 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000604450.pdf

（６）その他

通 知 名
【事務連絡】障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応事例について
（令和２年６月 16 日）https://www.mhlw.go.jp/content/000641914.pdf

下記の内閣官房ホームページ、厚生労働省ホームページにおいて随時情報が更新されます。
また、障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等については、関
連事項別に情報がまとめられておりますので、各自ご確認ください。
《新型コロナウイルス関連ページ》
［内閣官房 HP］https://corona.go.jp/
［厚生労働省 HP］障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html
［厚生労働省 HP］新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【新型コロナウイルスに関する厚生労働省電話相談窓口（フリーダイヤル）
】
厚生労働省の電話相談窓口 ＴＥＬ：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル）
受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施）

Ⅱ．その他の関連情報
１．【セルプ協】
「＃SELP チャレンジ with コロナ～未来に向けた SELP の挑戦！～」
一般公開します！
障害がある方の「はたらく・くらす」を支える就労支援の現場では、新型コロナウイルス
感染症の拡大を受け、販売機会の縮小や下請け受注の減少等により、生産活動の大幅減収と
いう事態に陥っています。これは、利用者への工賃にも直接影響する大変深刻な課題です。
このような状況のもと、利用者の方々が安心して働くことができる環境を守るため、利用
者や職員の皆さんが知恵を出し合い、コロナに負けず新たな挑戦を始めた事業所も少なくあ
りません。
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セルプ協では、会員施設・事業所への情報提供を充実するために、７月末からホームペー
ジに、会員施設・事業所を対象にしたコーナー「#SELP チャレンジ with コロナ」を設け、各
事業所における感染対策の工夫や生産活動における試行的な取り組み等の事例を紹介してき
ましたが、このたび、９月 1 日より一般公開を行うこととしました。
セルプ協では、本取り組みを通じて、各施設・事業所の多様な活動について広く発信して
いくとともに、障害者優先調達推進などにもつなげていきたいと考えております。掲載事例
は随時更新していきますので、ぜひご一読ください。
［セルプ協ＨＰ］https://www.selp.or.jp/

２．【厚生労働省】共生社会フォーラムのご案内～共生社会等に関する基本理念等普
及啓発事業～
厚生労働省では「共生社会等に関する基本理念等普及啓発事業」の一環として、全国各地
で「共生社会フォーラム」を開催しています。例年、本フォーラムはどなたでも参加できる
一般向けと福祉職従事者等を対象としたプログラムの２部構成になっています。本年度は新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点から両プログラムの３密を避けるため、
定員を縮小し、
両プログラムを見直したうえで開催されます。
福祉職従事者等を対象とした研修プログラムへの参加を希望される場合、自身が所属して
いる施設・機関等からの推薦を応募要件としています。詳細については、下記ＵＲＬをご確
認ください。
［糸賀一雄記念財団ＨＰ］http://www.itogazaidan.jp

共生社会フォーラム～福祉の思想に学び、実践し、語る人に～
【開催趣旨】
誰もが等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるものである
という理念等について学び、自らの実践につなげ、さらには所属や地域社会に向けて普
及啓発していく人材の養成研修を組み込んだフォーラム
【年間スケジュール・定員】
定員：各会場 84 名（一般：60 名/福祉職等研修：16 名/学生・新任者研修：8 名）
●共生社会フォーラム in 鹿児島
令和２年９月 29 日（火）
・30 日（水） 会場：かごしま県民交流センター（鹿児島市）
●共生社会フォーラム in 新潟
令和２年 12 月１日（火）
・２日（水） 会場：上越市民プラザ（上越市）
●共生社会フォーラム in 千葉
令和２年 12 月 17 日（木）
・18 日（金） 会場：千葉県民会館（千葉市）
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●共生社会フォーラム in 岡山・全体フォーラム（仮称）
令和３年１月 21 日（木）
・22 日（金） 会場：岡山県きらめきプラザ（岡山市）
【申込方法】
（公財）糸賀一雄記念財団（事業受託者）
FAX またはメールにて、参加申込書を提出
FAX:077-567-1708 E-mail:itoga-oubo@itogazaidan.jp

３．
【地域精神保健福祉機構】
「リカバリー全国フォーラム 2020」がオンライン開催さ
れます！
認定特定非営利活動法人 地域精神保健福祉機構は、オンラインにて「リカバリー全国フォ
ーラム 2020 コロナ・ディスタンスとリカバリー〜つながりを見つけよう〜」を開催します。
本フォーラムは、今年で第 12 回を迎え、毎年当事者・家族・精神保健医療福祉関係者・市民
などの職種・所属を超えた仲間が全国から集い、活発な議論を行う場として定着しています。
初のオンライン開催となる今回は、認定 NPO 法人地域精神保健福祉機構が大切にするつな
がりについて、参加者の皆様と共に考えます。詳細につきましては、下記および地域精神保
健福祉機構ホームページをご覧ください。
リカバリー全国フォーラム 2020
コロナ・ディスタンスとリカバリー 〜つながりを見つけよう〜
【日時】令和２年９月１９日（土）
、20 日（日）
【会場】オンライン
※プログラムの詳細や参加申込は、下記の地域精神保健福祉機構のサイトより
ご確認ください。
https://www.comhbo.net/?page_id=26140

４．【保健福祉広報協会】「福祉機器 Web2020」がオンライン開催されます！
全国社会福祉協議会と保健福祉広報協会は、主催する国際福祉機器展 H.C.R. 2020（本年
4 月末開催中止決定）の代替として、オンラインイベント「福祉機器 Web2020」を、H.C.R.Web
サイト上にて開催します。
本イベントは、①H.C.R. 2016～2020 の出展社のうち、協力を得られた 300 社超の企業・
団体の、最新の福祉機器情報や関連情報、②有識者などからの福祉機器や、福祉・介護に関
わる最新レポート、③H.C.R.併催イベント「国際シンポジウム」
「H.C.R.セミナー」「特別企
画」を代替するウェビナー（Web セミナー）の 3 つで構成します。また、ウェビナーでは、
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遠隔で可能な生活支援テクノロジーや福祉機器の選び方・使い方に関するミニ講座など、さ
まざまな福祉関連情報を凝縮した内容を企画しています。詳細は、下記および国際福祉機器
展のサイトよりご確認ください。
福祉機器 Web2020
【会期】
2020 年 10 月 21 日(水)～2020 年末(予定)
【公開場所】
H.C.R. Web サイト
https://www.hcr.or.jp/

【出展社】
H.C.R. 2016～2020 の出展社のうち、協力を得られた企業・団体 約 300 社
【展示対象】
移動機器・移動補助製品、福祉車両・関連機器、ベッド用品、入浴用品等
【閲覧方法】
どなたでも閲覧・参加可能(無料)
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