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令和５年２月２１日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

認知症施策・地域介護推進課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 

各市区町村介護保険担当主管部（局） 御 中 
← 厚生労働省 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

令和４年度地域づくり加速化事業 

市町村支援に係る報告会の開催について 

計７枚（本紙を除く） 

連絡先 TEL : 03-5253-1111（内線 3982） 

FAX : 03-3503-7894 

 



 

 

 

 事 務 連 絡 

令和５年２月 21 日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 

各市区町村介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

 

令和４年度地域づくり加速化事業市町村支援に係る報告会の開催について 

 

 

平素より厚生労働行政の推進にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省では、介護予防・日常生活支援総合事業や生活支援体制整備事業等

（以下「総合事業等」という。）の実施や総合事業等を通じた地域づくりを推進する

ため、各分野に知見を有するアドバイザーを市町村に派遣し、都道府県や地方厚生

（支）局との連携のもと伴走支援などを行う「地域づくり加速化事業」を実施して

おります。 

本事業の成果発表として、伴走支援を受けた各市町村がどのような課題を抱え、支

援を通じてどのように変化したか、各市町村から発表いただく報告会をオンラインで

開催いたします。 

本事業において各市町村が取り組んだ支援内容を共有することにより、各都道府県

が管内市町村への支援をする際の参考や、各市町村において自ら事業の改善に取り組

む際の参考となることを期待しております。各都道府県のご担当者におかれましては、

積極的にご視聴いただくとともに、管内市町村及び関係機関等への周知にご協力賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１．開催日時 

令和５年３月２日（木）９:15～17:15 

３月３日（金）９:15～17:55 

※支援先一覧及びタイムスケジュールは、別紙１・２をご参照ください。 

 



 

 

２．参加対象者 

地域包括ケアに携わる都道府県・市区町村職員、地域包括支援センター職員、

生活支援コーディネーター等関係機関の職員、その他関係者等 

 

３．開催方法 

  オンライン視聴（YoutubeLiveを予定） 

 

４．定員 

なし 

 

５．申込方法 

下記ＵＲＬの申込サイト（株式会社日本能率協会総合研究所（※１）HP）よ

り、参加登録をお願いします。（申込期限：令和５年２月 28日（火）） 

https://www.jmar-form.jp/larep2023.html 

   

参加登録時に入力いただいたメールアドレス宛に、資料及び動画視聴 URLをお

送りします。 

登録者側のセキュリティ環境により迷惑メール扱いになる場合がございますの

で、「shien_1@jmar.co.jp」を受信可能な設定をお願いします。申込登録アドレス

の入力間違い等によりメールが届かない場合には、事務局（下の【申し込みなど

に関する問い合わせ先】参照）までご連絡をお願い致します。 

なお、１台で複数名ご視聴される場合は、代表者の方がご登録ください。 

 

 

※１：株式会社日本能率協会総合研究所は、令和４年度地域づくり加速化事業の

受託事業者です。 

※２：参加希望者におかれましては、直接申込サイトへ申し込みください。各都

道府県・各市町村において申込をとりまとめる必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

【申込などに関する問合せ先】 

＜事務局＞ 

  株式会社日本能率協会総合研究所 河野 

 電 話 0120-553-447 

（平日：10時～17時※12～13時を除く） 

 電子メールアドレス：shien_1@jmar.com.jp 
 

 
＜厚生労働省担当者＞ 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 
 地域づくり推進室 企画調整係 引間 
電 話：03-5253-1111（内線 3982）  
 



 

 

(別紙１) 

＜支援先一覧＞ 

厚 生 局 エ リ ア 都道府県 市町村 アドバイザー ＊敬称略 

北海道 北海道 美幌町  宮城大学大学院 准教授 村中峯子 

苫小牧市  Office flat a lot 代表 山口祥美 

 ｻﾌﾞ:ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾗｰ㈱ 代表取締役 山崎史香 

北見市  全国ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ  

地域支え合い推進ｾﾝﾀｰ 主幹 橋本泰典 

 ｻﾌﾞ:全国移動ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ 副理事長 河崎民子 

東北 青森県 平川市  東北こども福祉専門学院 副学院長 大坂純 

岩手県 軽米町  宮城県保健福祉部長寿社会政策課  

地域包括ｹｱ推進班 技術主査 相澤裕介 

宮城県 塩竈市  宮城大学大学院 准教授 村中峯子 

関東信越 栃木県 さくら市  宮城県保健福祉部長寿社会政策課  

地域包括ｹｱ推進班 技術主査 相澤裕介 

 ｻﾌﾞ:川崎聖風福祉会 理事・事業推進部長  

中澤伸 

群馬県 館林市  川崎聖風福祉会 理事・事業推進部長中澤伸 

 ｻﾌﾞ:ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾗｰ㈱ 代表取締役 山崎史香 

山梨県 富士川町  ﾚｾ･ｽﾀｯﾌ㈱ 保健師／浜松医科大学健康社会医学講

座 特任研究員 土屋厚子 

東海北陸 石川県 野々市市  石川県立こころの病院 認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ 副所

長 村井千賀 

静岡県 富士市  ﾚｾ･ｽﾀｯﾌ㈱ 保健師／浜松医科大学健康社会医学講

座 特任研究員 土屋厚子 

岐阜県 関市  石川県立こころの病院 認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ 副所

長 村井千賀 

近畿 福井県 福井市  Office flat a lot 代表 山口祥美 

 ｻﾌﾞ:川崎聖風福祉会 理事・事業推進部長  

中澤伸 

兵庫県 赤穂市  東北こども福祉専門学院 副学院長 大坂純 

和歌山県 かつらぎ町  東近江市健康福祉部 医療政策担当部長  

夏原善治 白浜町 

新宮市 

中国四国 島根県 隠岐広域連合 

・隠岐の島町 

・西ノ島町 

・海士町 

 ㈱TRAPE 代表取締役社長 鎌田大啓 

 ｻﾌﾞ:広島県地域包括ｹｱ推進ｾﾝﾀｰ 次長 藤原薫 



 

 

厚 生 局 エ リ ア 都道府県 市町村 アドバイザー ＊敬称略 

中国四国 岡山県 総社市  広島県地域包括ｹｱ推進ｾﾝﾀｰ 次長 藤原薫 

広島県 北広島町  倉敷市社会福祉協議会 地域福祉課  

主幹 松岡武司 

 ｻﾌﾞ:石川県立こころの病院 認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ 

副所長 村井千賀 

四国 香川県 観音寺市  ふれあい福祉の会 山びこへるぷ  

理事長 酒井やよい 

 さわやか福祉財団 理事 鶴山芳子 

 ｻﾌﾞ:㈱TRAPE 代表取締役社長 鎌田大啓 

九州 熊本県 益城町  ㈱ﾗｲﾌﾘｰ 代表取締役 佐藤孝臣 

鹿児島県 出水市  熊本県大津町 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 山内強 

 ｻﾌﾞ:東北こども福祉専門学院 副学院長 大坂純 

鹿児島市  熊本県大津町 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 山内強 

 ｻﾌﾞ:全国移動ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ 副理事長 河崎民子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（別紙２） 

＜３月２日タイムスケジュ―ル＞ 

開始時間 登壇者 

9:15～9:25 主催者挨拶 

9:25～9:40 香川県観音寺市 

9:40～9:50 香川県 

9:50～10:05 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（酒井、鶴山、鎌田） 

10:05～10:10 四国厚生支局 

10:10～10:25 青森県平川市 

10:25～10:35 青森県 

10:35～10:40 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（大坂） 

10:40～10:45 東北厚生局 

10:45～10:50 （休憩） 

10:50～11:05 兵庫県赤穂市 

11:05～11:15 兵庫県 

11:15～11:20 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（大坂） 

11:20～11:35 福祉研福井市 

11:35～11:45 福井県 

11:45～11:55 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（山口・中澤） 

11:55～12:00 近畿厚生局 

12:00～12:15 広島県北広島町 

12:15～12:25 広島県 

12:25～12:35 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（松岡・村井） 

12:35～12:40 中国四国厚生局 

12:40～13:30 （休憩） 

開始時間 登壇者 

13:30～13:45 鹿児島県出水市 

13:45～14:00 鹿児島県鹿児島市 

14:00～14:10 鹿児島県 

14:10～14:30 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（山内・大坂・河崎） 

14:30～14:45 熊本県益城町 

14:45～14:55 熊本県 

14:55～15:00 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（佐藤） 

15:00～15:05 九州厚生局 

15:05～15:20 静岡県富士市 

15:20～15:30 静岡県 

15:30～15:35 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（土屋） 

15:35～15:40 東海北陸厚生局 

15:40～15:50 （休憩） 

15:50～16:05 北海道苫小牧市 

16:05～16:15 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（山口・山崎） 

16:15～16:30 北海道北見市 

16:30～16:40 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（橋本・河崎） 

16:40～16:55 北海道美幌町 

16:55～17:00 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（村中） 

17:00～17:10 北海道 

17:10～17:15 北海道厚生局 

 

  



              

 

 

３月３日タイムスケジュ―ル 

開始時間 登壇者 

9:15～9:25 主催者挨拶 

9:25～9:40 岐阜県関市 

9:40～9:50 岐阜県 

9:50～10:00 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（村井） 

10:00～10:15 石川県野々市市 

10:15～10:25 石川県 

10:25～10:30 東海北陸厚生局 

10:30～10:45 岡山県総社市 

10:45～10:55 岡山県 

10:55～11:00 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（藤原） 

11:00～11:05 中国四国厚生局 

11:05～11:10 （休憩） 

11:10～11:25 群馬県館林市 

11:25～11:35 群馬県 

11:35～11:40 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（山崎） 

11:40～11:55 山梨県富士川町 

11:55～12:05 山梨県 

12:05～12:10 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（土屋） 

12:10～13:10 （休憩） 

13:10～13:25 栃木県さくら市 

13:25～13:35 栃木県 

13:35～13:50 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（相澤・中澤） 

開始時間 登壇者 

13:50～13:55 関東信越厚生局 

13:55～14:10 岩手県軽米町 

14:10～14:20 岩手県 

14:20～14:25 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（相澤） 

14:25～14:40 宮城県塩竈市 

14:40～4:50 宮城県 

14:50～4:55 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（村中） 

14:55～15:00 東北厚生局 

15:00～15:10 （休憩） 

15:10～15:25 和歌山県新宮市 

15:25～15:40 和歌山県白浜町 

15:40～15:55 和歌山県かつらぎ町 

15:55～16:05 和歌山県 

16:05～16:15 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（夏原） 

16:15～16:20 近畿厚生局 

16:20～16:35 島根県海士町 

16:35～16:50 島根県西ノ島町 

16:50～17:05 島根県隠岐の島町 

17:05～17:20 隠岐広域連合 

17:20～17:30 島根県 

17:30～17:50 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰからのｺﾒﾝﾄ

（鎌田・藤原） 

17:50～17:55 中国四国厚生局 

 

 

 

 


