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※このメールは全国介護事業者連盟会員の方へ配信しております。 

────────────────────────────────── 

・全国介護事業者連盟ホームページ 

 http://kaiziren.or.jp/ 

 

・介護チャンネル 全国介護事業者連盟公式チャンネルに是非ご登録をお願い致します。 

 https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber 

 

・全国介護事業者連盟公式 Facebook ページ 

 https://www.facebook.com/kaiziren 

 

・全国介護事業者連盟公式 twitter 

 https://twitter.com/kaiziren/status/1308658754259308546?s=21 

 

・全国介護事業者連盟公式 instagram 

 https://www.instagram.com/kaiziren/ 

 

・本内容に関するお問い合わせ、およびメールマガジン配信先の追加（法人幹部、各事業所の管理者や職員

などのメールアドレス）を希望される場合こちらまでお願いします。 

 Mail:info@kaiziren.or.jp 

 

_/_/_/_/_/_/_/ ★目次★ ☆彡 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ 

 

・全国介護事業者連盟からのお知らせ 

 

・厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

 

・介護ニュース 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■      全国介護事業者連盟からのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

理事長挨拶 

 

オミクロン株の流行に伴う新型コロナウイルス感染症拡大が全国的に過去最大規模となっています。現場に

おいては、感染者や濃厚接触者の増加により、人員確保に苦慮している事業所が多数となっています。 

 

http://kaiziren.or.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/kaiziren
https://twitter.com/kaiziren/status/1308658754259308546?s=21
https://www.instagram.com/kaiziren/


また、オミクロン株は軽症者がほとんどであり、従来の変異株と比較すると重症化率は低いとのデータが示

されていますが、新規感染者数の増加により、重症者数も日々増加を続けるなど、予断を許さない状況とな

りつつあります。 

 

しかしながら、これまで最も感染割合の高かった沖縄県では、新規感染者数が減少傾向に転じ、全国各地域

においても、終わりのない感染拡大ではないと理解し、出来る限りの感染防止に向けた取り組みの徹底を継

続していきましょう。 

 

また、濃厚接触者の隔離期間の定義は、従来 14日間であったものが、1月 14日に 10 日間へと短縮され、介

護・障害福祉従事者を含む社会機能維持者については 6 日間に短縮されました。 

医療従事者は昨年 8月よりワクチン接種や、毎日の各種検査が陰性である等の条件で勤務が認められてお

り、介事連では、介護・障害福祉従事者についても医療従事者と同様の対応がとれるよう要望活動を行って

まいりました。 

 

結果、1月 21日に、沖縄県において施設・入居系の介護従事者に限定されたものの、医療従事者と同様の対

応がとれるようになりました。更に、1月 28日に全体の隔離期間は 7日間、介護・障害福祉従事者は 4日間

へと短縮され、5 日目より勤務可能となりました。 

 

勤務可能な条件の 1つは、PCR 検査もしくは認証された抗原検査による陰性確認が条件となっているものの、

検査キットが全国的に大変不足している状況にあります。介事連では会員の皆様に先日ご案内した通り、認

証抗原検査キットを一定数確保しておりますので、必要な方はお求めください。 

 

その他、新型コロナウイルス感染症拡大により様々な情勢が日々変化しています。社会保障制度を担う介

護・障害福祉事業者である皆様と、社会機能維持に向けて出来る限りの取組みを継続していき、政府・厚生

労働省の通達や支援策について、皆様にいち早く情報提供することを心掛けてまいります。そして、現場の

厳しい実情について、政府・厚生労働省に対してしっかりと要望活動を継続してまいります。 

 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

理事長 斉藤正行 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆『介護・障害福祉従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応に関する要望』について厚生労

働省 老健局長に提出いたしました 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/youbou20220118.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆『世界に誇れる日本の介護』出版記念パーティーを開催いたします（2022 年 2月 14 日） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/syosekiparty20220214.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆「障害福祉事業部会 設立総会・記念講演」を開催いたします（2022年 3月 18日） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/syougaisoukai-20220318.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆一般社団法人日本デイサービス協会『中山間地域等に居住する者へのサービス提供の見直しについて』 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220114.pdf 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/youbou20220118.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/syosekiparty20220214.pdf
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【デイサービス 5選】3/16（水） オンライン発表会（無料）を視聴予約 

限定 1,000 名様！お早めにお申し込みください！！！ 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y5MV63idSVS4RhAJ7BWD-w 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆一般社団法人日本礼儀作法協会 主催『第３回介護セミナー 介護人材の確保と教育』(2022年 2月 19日) 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/seminar0219.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

【緊急報告】オミクロン株の拡大をうけて介護・障害福祉濃厚接触者の隔離期間の見直し 

https://www.youtube.com/watch?v=g6cMW_m_sH8 

 

【詳細解説】介護職員処遇改善支援補助金について 

https://www.youtube.com/watch?v=Zei8352aLL4 

 

2022年 10月～新たな介護職員処遇改善加算が新設 

https://www.youtube.com/watch?v=4olPQZZ3AbE 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【全国介護事業者連盟動向】 

１月１７日 岡山県支部設立準備会の開催（岡山県） 

１月１８日 関東支部・東京都支部・神奈川県支部・埼玉県支部・千葉県支部幹事会の開催（オンライン） 

１月１９日 株式会社 USEN WORKING 主催『科学的介護×人材採用の未来』で理事長、山本晃弘 東京都支部

幹事・事務局長、赤星良平 東京都支部幹事が講演（オンライン） 

１月２０日 障害福祉事業部会 第 2回役員会の開催（オンライン） 

１月２１日 東北支部幹事会の開催（オンライン） 

１月２４日 愛知県支部設立準備会の開催（オンライン） 

１月２４日 三重県支部設立準備会の開催（オンライン） 

１月２４日 四国支部幹事会の開催（オンライン） 

１月２５日 第２回科学的介護推進委員会の開催（オンライン） 

１月２８日 厚生労働省委託事業 令和３年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和３年度

調査）「文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減に関する調査研究事業」に委員とし

て理事長が参加（オンライン） 

１月２８日 障害福祉事業部会 共同生活援助在り方委員会の開催（オンライン） 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

厚生労働省 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業に係る補助金の着実な交付に向けて

（協力依頼） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/73f1f3409294290e0b55e25e9ade985a.pdf 

 

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関

する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長に関する周知への御協力について（依頼） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/fab5d3924f7433b396c00089bd4043b4.pdf 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y5MV63idSVS4RhAJ7BWD-w
https://www.youtube.com/watch?v=g6cMW_m_sH8
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厚生労働省 高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウ

イルス感染症に係る予防接種（追加接種）の速やかな実施について 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/effb074be4f8b85322edf86320dbb635.pdf 

 

第 33回社会保障審議会介護給付費分科会（介護事業経営調査委員会）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23529.html 

 

介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/kourounoukou20220121.pdf 

 

第 9 回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会 資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23455.html 

 

「人口動態統計速報」令和３年 11月分 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=7xXPd53nKzObz5J9Y 

 

介護給付費等実態統計月報（令和３年８月審査分） 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=YZtOfOhvAR9WW9fzY 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■       介護ニュース 
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「介護職が雪かきをしている」 デイサービス協会、大雪時の送迎の支援を要請 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-19.html 

 

【まとめ】最短 6日→5日 濃厚接触者の介護職の待機短縮、通知に書かれた条件は？ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-29.html 

 

介護職賃上げの新加算創設へ 10月報酬改定で１・13％増 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=723 

 

介護職の賃上げは「基本給が望ましい」 厚労省、新補助金の実施要綱に明記 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-27-2.html 

 

制度確認はこれで!! 介護職の賃上げ、解説リーフレット公表 厚労省 2月からコールセンターも設置 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-27.html 

 

介護報酬改定でどう変わった？ 厚労省、5月に「経営概況調査」 全サービスの施設・事業所が対象 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-26.html 

 

介護報酬の加算、必要書類の統一様式を増やす方針 厚労省 標準化で負担減へ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-21-2.html 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/effb074be4f8b85322edf86320dbb635.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23529.html
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/kourounoukou20220121.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23455.html
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=7xXPd53nKzObz5J9Y
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=YZtOfOhvAR9WW9fzY
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-19.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-29.html
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=723
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-27-2.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-27.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-26.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-21-2.html


 

介護の書類、押印の廃止進む 95%の都道府県が実施 厚労省調査 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-21.html 

 

介護事業所の実地指導、オンライン対応も容認へ 厚労省方針 名称を「個別指導」に変える案も 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-20.html 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■   賛助会員広告【株式会社ワンステップ】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【国内最大級の入居様向けお買い物代行サービス「いきいき通販」のご案内】 

 

賛助会員の株式会社ワンステップと申します。 

弊社は福祉施設のスタッフ様に代わり入居者様の普段のお買い物を代行する「いきいき通販」を展開してい

ます。 

 

日用品や食品・果物など入居者様が欲しい商品を施設までお届けします。ご利用料・送料も不要ですので気

軽に注文でき、スタッフ様の業務負担の軽減に繋がることで福祉業界に貢献したいと思います。 

 

次のようなお悩みありませんか? 

 

⇒ 忙しい業務の合間のお買い物が負担… 

⇒ レジで入居者様毎に支払いを分けるのが面倒 

⇒ 明細集計や領収書発行、代金回収など事務作業が大変 

 

■３つの特長でご負担軽減！ 

・5000 商品 全品送料無料・最短翌日着 

・入居者様毎に小分けして梱包 

・入居者様毎のご購入明細・領収書を発行 

 

■お問合せはこちら 

いきいき通販 （株式会社ワンステップ） 

https://iki-iki-online.jp/ 

 

2900施設 67400名様のご利用（2021 年 12月時点） 

 

TEL 0570-042-555 受付 9～17時 土日祝除く 

Mail info@iki-iki-online.jp 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■    編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本デイ協 中山間地域加算の見直しを提言 「利用者宅前の雪かき 職員が無償で対応」 

 

一般社団法人日本デイサービス協会は 1月 14日、中山間地域居住者へのサービス提供加算見直しを訴える声

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-21.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-20.html
https://iki-iki-online.jp/
mailto:info@iki-iki-online.jp


明を発表しました。 

デイでは利用者の送迎時間は報酬算定対象外です。しかし、豪雪時には「送迎に時間を要し、従業員の長時

間労働や人件費増加につながる」「利用者宅前などの雪かきを従業員が行わなくてはならない」など、様々

な面で悪影響が出ていると訴えます。 

現在は、①厚生労働大臣が定める中山間地域等の居住者にサービス提供する、②通常実施地域を越えてサー

ビス提供する、を要件とする「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」がありますが、協会で

は、②について、通常実施地域も対象に加えるとともに、「加算率を実情に見合ったものとする」「中山間

地域では送迎もサービス提供時間に含める」の 2点の検討を求めています。 

事業所前はともかく、利用者宅前の雪かきは、事業者が無償対応する業務の範囲を明らかに超えています。

今後、豪雪地域でのデイの新規開設が抑制されたり、自宅前の雪かきが必要な高齢者の利用が断られたりす

ることも考えられます。近年、豪雪被害が増加傾向にある中で、国の対応が求められます。 

 

メルマガ編集担当 
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【配信元】 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

http://kaiziren.or.jp/ 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-1-4西脇ビル 4階 

TEL：03－5215－5063 FAX：03－5215－5064 
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掲載内容の無断転載・再配布は固く禁じます。 

 

配信不要の方はこちらにご連絡ください 

info@kaiziren.or.jp 
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