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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 
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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は全国レベルに拡大し、介護・障害福祉現場の皆さま

方には、大変厳しい状況となっています。 

 

http://kaiziren.or.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber
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とりわけ、新規感染者の増大とともに濃厚接触者が多数となり、人員確保・シフト調整に苦慮している事業

所も多くなっております。 

当連盟において、濃厚接触者の隔離期間の短縮について要望し、一定の期間短縮は実現致しましたが、それ

でも厳しい情勢が続いています。 

 

全国的に感染拡大していますが、ここにきていくつか状況の変化も見られています。 

 

まず、沖縄県など第６波で最も早く感染拡大となった地域においては、新規感染者数は減少傾向にありま

す。また東京都においても先週末には、前週同曜日による比較での新規感染者数は減少しており、ピークは

過ぎようとしています。 

もちろん、これからピークも迎えてくる地域が多いと思いますので、全国的に予断の許さない状況は続きま

すが、第６波のピークアウトのタイミングも見え始めてきたことも確かであり、もうひと踏ん張りしていき

たいところです。 

 

更には、政府は今月末期限としている外国人の新規入国規制の「水際対策」についても期限延長せずに緩和

の方向性を示しています。 

 

この判断には異論も多数あると思いますが、世界的な潮流やオミクロン株の特性を踏まえて、経口薬の確保

や 3 度目のワクチン接種のスピードも上がることで、確実にコロナ禍の収束に向けた動きが出始めているこ

とは間違いありません。 

 

しかしながら、軽症者の割合が高いオミクロン株においても新規感染者数や、高齢者を中心とした重症者

数、死者数が日々増加しているため、介護・障害福祉の現場においては引き続き警戒を緩めることなく、コ

ロナ禍の収束に向けて、笑顔あふれる日常を取り戻せるその日を楽しみにし、最大限の感染拡大防止に務め

ていきましょう。 

 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

理事長 斉藤正行 

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

◆抗原検査キットにおける会員価格でのご提供について 

株式会社イメージワン 

担当者・連絡先：ヘルスケア事業部 薬事グループ 藤野・馬場 

email:yakuji＠imageone.co.jp 

TEL:03-6233-3420 FAX:03-6233-3411 

 

取り扱い商品： 

体外診断用医薬品 タウンズ社 SARS コロナウイルス抗原キット  

イムノエース SARS-CoV-2 Ⅱ（鼻腔ぬぐい液・鼻咽頭ぬぐい液） 

価格：1,950 円（税 込み ・送料込み） 【製造：日本】 

発注単位：10個から（10 個単位） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/tauns_sara-cov-2-20220124.pdf 

 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/tauns_sara-cov-2-20220124.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 

【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 

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

◆一般社団法人日本デイサービス協会 

デイサービス 5選一次審査通過 16事業所から 二次審査員が語るこれからのデイサービス 

開催日時：2022年 2月 16 日(水)18 時 30分～19時 20 分 

講師  ：森剛士 https://www.polaris.care/ 株式会社ポラリス 代表取締役 日本デイサービス協会理

事長 兵庫医科大学を卒業後、外科医、リハビリ医を経て、平成 14 年に有限会社ポラリス（現 株式会社ポ

ラリス）を設立。介護度改善により 3年間で約 13億円の介護費用を削減し、204名の介護保険からの卒業を

果たす。 

   斉藤正行 http://kaiziren.or.jp/ 全国介護事業者連盟 理事長 日本デイサービス協会名誉顧問 

申し込み：https://pf.japandayservice.com/seminar/ 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

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&t=81s 

 

介護業界 人材紹介会社の手数料問題 その実態が明らかに 

https://www.youtube.com/watch?v=gvr3ijbWZFg 

 

【特別対談】OCEAN GROUP 黒田代表が語る 成年後見人・身元保証の違いとは？詳細解説 

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

 

【特別対談】オーシャングループ黒田代表が語る 身元保証の闇！高齢者の預金が狙われている 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhP6zetuqX8 

 

【特別対談】オーシャングループ黒田代表が語る 身寄りのない高齢者に対するケアマネジャー・介護事業所

の困り事を解決 

https://www.youtube.com/watch?v=wMG18fl8XcI 

 

東京都の介護職員に朗報 月額 7万円の家賃補助が受けられる 

https://www.youtube.com/watch?v=QNdG1IJAGaU 

 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

１月３１日 障害福祉事業部会 障害児通所支援在り方委員会の開催（オンライン） 

１月３１日 沖縄県支部幹事会の開催（オンライン） 
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２月 ３日 CARE KARTE Web セミナーで理事長が講演 

２月 ４日 全国介護事業者政治連盟 役員会の開催（東京都 オンライン） 

２月 ８日 九州支部幹事会の開催（オンライン） 

２月 ８日 障害福祉事業部会 就労支援在り方委員会の開催（オンライン） 

２月 ９日 第 17 回常任理事会の開催（東京都 オンライン） 

２月１０日 『第８回 住まい×介護×医療サミット』オンラインセミナーで理事長が講演 
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■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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第 207 回社会保障審議会介護給付費分科会資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23604.html 

 

オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について 

https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/04208_.pdf 

 

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/kouroushou0203.pdf 

 

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 
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■       介護ニュース 
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介護施設への看護師派遣、補助単価を通常の 3倍に 厚労省 体制強化へ 9日から 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-08-2.html 

 

政府、介護施設の人員配置基準の緩和を検討 現場の関係者から慎重論 「ケアの質の低下につながる」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-08.html 

 

通所介護は「導線の分離」を 厚労省が通知で呼びかけ レク時のマスク徹底も 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-10.html 

 

厚労省、通所介護の報酬に新たなコロナ特例 訪問対応や時短サービスでもプラン上の区分で算定可に 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-09.html 

 

介護職の賃上げ、自治体が実施報告の様式の公表始める 提出期限は今月末日 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-07-2.html 

 

通所介護の送迎車、感染防止へ複数の窓開けを 政府分科会が提言 レク時のマスク着用も 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-05.html 
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■   賛助会員広告【Base 株式会社】 
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人材不足に悩む介護事業者さま 

 

弊社は労働力不足が深刻な介護業界への人材の供給に力を入れている会社です。 

 

不足分を補填できず、それをカバーするために従業員の方に負担がかかる…。 

 

そんな負のスパイラルに陥る前に人材の悩みを解決する一助となれたらと思い取り組んでおります。 

 

ご紹介する人材は、日本・海外在住の特定技能ビザを取得した外国人の方々です。 

 

ご興味がある方は是非、一度、お問い合わせください。 

 

※事業主体は日航日本語学校ですが、弊社は学校様から委託を受けて 

 人材の供給や施設さまへお声がけさせていただいております。 

 

【応募方法】 

 ご興味をお持ちいただけましたら下記のメールアドレスまで以下を書き込み、ご連絡ください。 

 ・企業名、お名前 

 ・お電話番号 

 

【詳細 URL】 

 ■ https://bloombase.co.jp/panfu.pdf 

 ■ 弊社 HP https://bloombase.co.jp/ 

 

【応募先】 

 担当：中島  nakajima@bloombase.co.jp 
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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 

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

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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