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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/ 

 

・障害福祉事業部会ホームページ 

 http://shougai.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 

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

障害福祉事業部会 役員挨拶 

 

http://kaiziren.or.jp/
http://shougai.kaiziren.or.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber
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https://www.instagram.com/kaiziren/


このたび全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 副会長に選任されました、株式会社ルーク代表取締役の喜

瀬和也と申します。 

ここに謹んでご挨拶を申し上げます。 

 

障害福祉事業部会の発足にあたり、微力ながら部会の発展に努力いたす所存でございますので、今後とも一

層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

私は建設業を元々営んでおり、廃棄される壁紙をリユースできないかと考え「かべがみ袋」を開発し、製袋

作業を委託する側でございました。これが今でいう SDGS に該当しており大変ご好評をいただいた商品で、な

により多くの製袋作業所より喜びの声を頂きました。その背景から、もっと障がい者の役に立ちたいと思い

自身でも就労継続支援 B型を設立し、現在に至っております。 

 

就労系においては未だに満足な工賃が支払えていないことは事実であり、もっと高い工賃、そして高い就職

実績も追及していきたいと考えています。 

そして、障害福祉サービスは私が営んでいる就労系以外にも様々なサービス、様々な法人格が存在していま

すが、ごくわずかな法人種別やサービス事業者の声しか届いていないことが現実であると認識しています。 

今後は障害福祉事業部会が大きな声を発信していき、より良いサービスを提供できるよう尽力してまいりま

す。 

何卒、今後ともよろしくお願い致します。 

 

プロフィール 

喜瀬和也（きせかずや）１９８１年３月１１日生まれ 

株式会社ルーク 代表取締役 

一般社団法人ショーマネ 代表理事 

沖縄県那覇市生まれ。広島県広島市出身。愛知県名古屋市在住。広島市の高校を卒業後名古屋市へ転居する｡ 

  

平成 21 年に株式会社ルークを設立。建設業としてゼネコンや工務店と取引を開始。 

内装工事で大量に廃棄される壁紙の有効活用ができないかと考え、壁紙のリユース活動の一環として「かべ

がみ袋」を開発し特許を取得。製袋作業の委託先として就労継続支援Ｂ型事業所に作業を依頼したことがき

っかけで障害者支援の事業を学ぶ。 

平成 26 年に就労継続支援Ｂ型事業所サンライクを開所。現在は愛知県名古屋市と春日井市に事業所を展開し

ており、自身は相談支援専門員として計画立案に従事している。 

現在は第三者評価調査員の経験を活用した就労継続支援Ｂ型事業の運営コンサルティングや、事業所間の交

流や勉強会を目的とした就労継続支援Ｂ型協議会を設立し活動を行っている。 

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

◆医学通信社 2022 年新刊書籍（特別価格）のご案内 ※2022年 4月 8日（金）締め切り  

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/igakutuusin20211222.pdf 

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

◆日本デイサービス協会【日本デイサービス協会が選ぶ、2022 年デイサービス 5選の事業所発表】 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220317.pdf 

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

◆日本デイサービス協会【新型コロナウィルス感染拡大の影響に対する支援を要請】 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220317_02.pdf 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/igakutuusin20211222.pdf
https://www.japandayservice.com/pdfs/20220317.pdf
https://www.japandayservice.com/pdfs/20220317_02.pdf


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

◆日本デイサービス協会【栄養改善加算の取得率向上のための算定要件の見直しについて】 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220322.pdf 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

祝・介事連大阪・関西万博シグネチャー・パビリオンへの協賛決定 

https://www.youtube.com/watch?v=-hwhj0YAtdg 

 

かかり増し経費補助金 コロナ対策の人件費も対象！ 上限額を超えた支給の可能性も！ 

https://www.youtube.com/watch?v=dA3B-cip0B0 

 

介護職員 オミクロン株 濃厚接触者の隔離期間０日 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9AuU9oDu8E 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

３月１５日 第 3回科学的介護推進委員会（東京都 オンライン） 

３月１６日 第 2回生産性向上推進委員会（東京都 オンライン） 

３月１７日 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室による技能実習制度に関するヒアリ

ング（オンライン） 

３月１７日 第 2回介護人材委員会（東京都 オンライン） 

３月１７日 九州支部幹事会の開催（オンライン） 

３月１８日 障害福祉事業部会 設立総会・記念講演の開催（東京都 オンライン） 

３月１８日 厚生労働省 老健事業『在宅生活継続にあたり通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応

型 通所介護が果たす役割に関する調査研究事業』第 4 回作業部会の開催（オンライン） 

３月２２日 関東支部・東京都支部・神奈川県支部・千葉県支部幹事会の開催（東京都 オンライン） 

３月２３日 三重県支部設立準備会の開催（三重県） 

３月２３日 東海支部常任幹事会の開催（愛知県 オンライン） 

３月２４日 広島県支部設立準備会の開催（広島県） 

３月２４日 株式会社ケアコネクトジャパン主催『CAREKARTE WEB セミナー2022 介護業界のトップリーダー

を迎えて』で理事長が講演 

３月２５日 障害福祉事業部会 第 2回障害児通所支援在り方委員会の開催（東京都 オンライン） 

３月２５日 障害福祉事業部会 第 2回共同生活援助（グループホーム）在り方委員会の開催（東京都 オン

ライン） 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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第 92回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html 

 

第 34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_24699.html 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220322.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-hwhj0YAtdg
https://www.youtube.com/watch?v=dA3B-cip0B0
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24699.html


 

第 209 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_24465.html 

 

「介護職員処遇改善支援補助金に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和４年３月 23 日）」の送付について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000917775.pdf 

 

令和３年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に

係るＱ＆Ａ集（追加）の送付について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000915443.pdf 

 

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」の一部改正について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000911966.pdf 

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000914897.pdf 

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

■       介護ニュース 

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

どこへ行く介護保険 厚労省、2024 年度の制度改正に向けた議論を開始 負担増や人材難など焦点 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-25.html 

 

「送迎のガソリン代の補助を」 デイサービス協会、燃料費高騰を受け声明 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-19.html 

 

【介護報酬改定】5つの分野横断的テーマ④／斉藤正行氏 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220223_04_1/ 

 

介護報酬の各種加算、来月から提出書類が変更に!! 事務負担軽減へ共通様式を公表 厚労省通知 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-18-2.html 

 

介護職の月給、32万 3190 円 国調査 勤続 10年以上の介護福祉士は 35万円超 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-24-2.html 

 

介護職の 3%賃上げの補助金、厚労省が新たな Q&A 公表 計画書の書き方や申請ルールなど解説 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-24.html 

 

LIFE関連加算の算定、介護施設が先行 在宅系は 2割?3割 負担軽減を求める声 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-23.html 

 

感染者らに対応した介護職への特別手当、過去に遡った支給も補助対象 1日 1 万円も可 厚労省通知 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-19-2.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000917775.pdf
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介事連・斉藤氏「機能訓練、口腔、栄養…。自立支援の加算は一本化に向かう。事業者は総合的な取り組み

を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-15-3.html 

 

処遇改善加算、来年度分の計画書の提出期限は補助金と同じ 4月 15 日 厚労省が正式に通知 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-12.html 

 

ケアマネ法定研修の受講料、都道府県ごとになお大きな格差 実務研修は約 6万円の違い 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-22-2.html 

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

■   賛助会員広告【株式会社公文教育研究会 学習療法センター】 

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

「いつまでも脳を元気に保つために」オンラインセミナーのご案内 

 

賛助会員の株式会社公文教育研究会 学習療法センターと申します。 

 

弊社では、高齢者介護施設様へ認知症の重度化防止を目的とした「学習療法」プログラムを、 

自治体・団体様へ認知症の予防を目的とした「脳の健康教室」プログラムをご提供しております。 

このたび、介護関係の皆様をはじめ、広く一般の方々を対象に、学習療法・脳の健康教室の産みの親のお一

人である、 

東北大学加齢医学研究所所長 川島隆太教授によるオンラインセミナーを企画いたしました。 

スマート・エイジングの考え方や、いつまでも脳を元気に保つためにはどうしたら良いか、学習療法や脳の

健康教室についてなど、 

最新の脳科学の研究成果も踏まえて、お話しいただく予定です。 

 

ぜひご参加賜りましたら幸いに存じます。 

 

【日時】2022 年 5月 11日（水）13:30～15:00 

【申込】下記ウェブサイトからお願いいたします 

https://www.kumon-lt.co.jp 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社公文教育研究会 学習療法センター 

TEL：03-6836-0050(受付時間 9:30～17:00 土日祝除く) 

Mail : info@kumon-lt.co.jp 

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

■    編集後記 

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

4月 1 日「パワハラ防止法」完全施行 これを機会に職場での「言葉遣い」の見直しを 

 

4月より改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」の対象に中小企業が加わります。 

これにより、全ての事業主に「パワハラに対する方針の明確化と、その周知・啓発」「相談体制の整備」

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-15-3.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-12.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-22-2.html
https://www.kumon-lt.co.jp/
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「被害者に対するケア」「再発防止」を講じることが義務付けられます。 

経営者や他の社員・職員を指導する立場の人は、「パワハラはいけない」と心では理解しているはずです。 

とはいうものの、多忙で、ときには命に関わるトラブルが発生する介護職場では、つい指示の語気が強くな

ったり、乱暴な言葉遣いになったりすることもあります。 

しかし、今は、相手が「威圧的な言い方をされた」と感じればパワハラです。「忙しい」を言い訳にした乱

暴な言葉は許されません。 

言葉遣いを改めることは今日からできます。 

まずは、「部下に対しても『○○さん』と呼ぶ」「社内では常に敬語」など、職場での丁寧な言葉遣いを徹

底することがパワハラ防止の第一歩になるのではないでしょうか。 

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

【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 

 

http://kaiziren.or.jp/
mailto:info@kaiziren.or.jp

