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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 
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このたび、障害福祉事業部会 副会長を拝命いたしました二神雅一と申します。岡山県倉敷市に本社を置く、

株式会社創心會を中心とする創心會グループの代表を務めております。障害福祉事業部会の発足にあたり、

微力ながら本会発展のため尽力してまいります。 

 

さて、人口減少や家族・地域社会の変容が急速に進み、地域の抱える課題も多様化しています。地域には、

療育が必要な子ども達や様々な理由による不登校・引きこもり、障害を理由に就労の場を確保できない人、

認知症や高齢単身世帯の生活難民など、理由の如何を問わず、世代を超えて「活動」や「参加」を制限され

ている人が多く存在しています。年齢や性別、障害の有無・区別なく、社会の構成員として地域の中で健康

的で文化的な生活を実現するために、我々事業者はもっと役に立てる存在になれるはずです。 

 

私は作業療法士として、以前より「地域共生型自立支援事業」を構想・提言し、活動してまいりました。こ

れは、自立支援を推進する機関として、医学的リハビリテーションにとどまらず、地域における職業的、教

育的、社会的リハビリテーションの幅広いニーズに対応することで、地域生活における複合的な課題を解決

し、地域共生社会の実現に寄与しようとする事業体構想です。他方、個人としても、株式会社、NPO法人、農

業生産法人等、複数の法人を立ち上げ、構想実現に向けて取り組んでおります。 

 

我々がさらに地域社会に貢献できる存在となるためには、正しい実践活動を通じた啓発に加え、事業者が健

全に発展するための制度的環境の整備が何より重要であると考えます。職能団体での制度対策活動の経験を

活かし、少しでも本会の活動に役立てればと思います。 

何卒、よろしくお願いいたします。 

 

【略歴】 

二神 雅一（ふたがみ まさかず） 

1989年愛媛十全医療学院を卒業後、精神科病院の作業療法士として勤務。1992 年より在宅リハビリ会社に

て、訪問リハビリに従事。まだ介護保険制度がない当時、在宅ケアには介護とリハビリ技術の融合、多職種

による包括的ケアシステムの構築が急務と考え、独立し、1996 年創心会在宅ケアサービス（現：株式会社 

創心會）を創業。その後事業拡張し、関連法人を設立、幼児から高齢者を医療・福祉で支援する創心會グル

ープの代表を務める。2012 年から農福連携事業を推進し、2019年 6次産業化アワード農福連携賞を受賞。近

年は、職能団体、事業者団体の理事、専門学校等の講師を務める他、セミナー講師としても活動。専門は地

域リハビリテーション学、地域作業療法学。著書：思考のリミッターを外す非常識力。本物ケア。 

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

◆抗原検査キットにおける会員価格でのご提供について 

（※以前にもご案内しておりましたが、価格改定および新商品についてのご案内となります） 

①タウンズ社イムノエース SARS-CoV-2 Ⅱ（イメージワン） 

価格：1,320 円/テスト（税・送料込み）※1 箱（10 テスト）からの購入となります 

②シーメンス社クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト（イメージワン） 

価格：1,210 円/テスト（税・送料込み）※1 箱（5 テスト）からの購入となります 

■上記①・②の詳細・申し込みはこちらになります 

https://dl.nxlk.jp/0a2acaed-e168-4641-967d-39f8c452e4ee 

 

③JOYSBIO 社鼻腔抗原検査キット（ジャパンヘルスケアサービス） 

価格：990 円/個（税・送料込み）※5 個からの購入となります 

https://dl.nxlk.jp/0a2acaed-e168-4641-967d-39f8c452e4ee


■上記③の詳細・申し込みはこちらになります 

https://dl.nxlk.jp/fdd862ab-dc87-4cf9-915c-3b481476747c 

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

◆ユニ・チャーム株式会社【体感型オンラインセミナーのご案内】 

『あたりまえのケア』を時代の変化に合わせて見直そう！～快適性向上と業務効率化を目指した排泄ケア取

組～ 

講師：ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 執行役員 山本晃弘 氏 

（全国介護事業者連盟 関東支部監査 兼 東京都支部幹事・事務局長） 

ユニ・チャーム株式会社 古門周平 

日時：2022 年 5月 19日(木)17:30～18:50 

参加費：無料 

詳細・お申し込みはこちらからお願いします。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/unicharm20220519.pdf 

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

◆「SDGsフォーラム みんなで学ぼう・考えよう」セミナー案内 

主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

日時：2022 年 5月 12日（木）（全業種向け）10：00～11：45・（介護）15：00～16：30 

参加費用・形式：無料・オンライン ※事前にお申し込みをお願いします。 

セミナーの詳細とお申込み方法は下記よりお願いします。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/b8c9d51a946e13368b9255c47daaf606.pdf 

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

◆日本デイサービス協会【要介護１，２の日常生活支援総合事業制度への移行について】 

日本デイサービス協会より発信致しました 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220415.pdf 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

介護報酬改定検証に基づく調査結果 介護現場の書類削減はどうなる？ 

https://www.youtube.com/watch?v=DA7bkBJhOAA 

 

介護報酬改定検証に基づく調査 福祉用具レンタル上限価格規制の影響 

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

 

障害者グループホーム 退所支援を行う新しいサービス種別の創設と総量規制のゆくえを解説 

https://www.youtube.com/watch?v=y5bI6JSbTR0 

 

介護・福祉事業の経営において最も大切にすべきこと 

https://www.youtube.com/watch?v=6mcc_BcJgok 

 

「企業は人なり」介護・福祉事業こそ相応しい 人材戦略が経営の全て 

https://www.youtube.com/watch?v=cZqG8K9iaXs 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

４月１１日 第 19 回常任理事会の開催（東京都 オンライン） 
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４月１１日 障害福祉事業部会 第 3回障害児通所支援在り方委員会の開催（オンライン） 

４月１２日 栃木県支部設立準備会の開催（栃木県） 

４月１３日 「障害福祉事業分野における『就労支援』に関する意見交換会」にて山本博司参議院議員およ

び厚生労働省 社会・援護局との意見交換を実施（東京都） 

４月１４日 日本デイサービス協会理事会に理事長が参加（オンライン） 

４月１９日 Chatwork株式会社 主催オンラインセミナー『コロナ禍を踏まえた介護人材確保の成功方程式』

で理事長が講演 

４月１９日 障害福祉事業部会 第 3回就労支援在り方委員会の開催（オンライン） 

４月２０日 株式会社高齢者住宅新聞社 主催『住まい×介護×医療サミット』で理事長が講演（オンライ

ン） 

４月２０日 東海支部ならびに愛知県支部における現状報告ならびに今後の活動に関する意見交換会を実施

（東京都）  

４月２０日 北海道支部幹事会の開催（北海道 オンライン） 

４月２１日 関西支部・大阪府支部・兵庫県支部幹事会の開催（大阪府・兵庫県 オンライン） 

４月２２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） 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

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

財政制度分科会（令和 4年 4月 13日開催）資料一覧 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub- 

of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html 

介護保険最新情報 Vol.1062（介護保険施設等運営指導マニュアルについて（通知）の送付について） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000925349.pdf 

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

■       介護ニュース 

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

介護施設のクラスター、3週連続で増加 専門家組織「高齢者の感染状況の注視を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-21-2.html 

 

施設感染者 30万円補助 全国の施設で厚労省 対象地域を拡大 

https://r18.smp.ne.jp/u/No/13028033/jdSq3e4Ihjf0_15383/028033_220415007.html 

 

「要介護 1・2は一律に"軽度者"と括れない」 デイサービス協会、総合事業への移行に反対の声明 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-18.html 

 

介護事業所への「運営指導」、厚労省がマニュアルを通知 全サービスの標準的な確認項目も公表 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-12.html 

 

次期介護保険法改正審議スタート 医療・介護のニーズ急拡大 

https://www.care-news.jp/news/t8aSy 

 

財務省、介護の利用者負担の"原則 2割"を重ねて主張 「制度の持続性の確保を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-14-4.html 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-%20of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-%20of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000925349.pdf
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-21-2.html
https://r18.smp.ne.jp/u/No/13028033/jdSq3e4Ihjf0_15383/028033_220415007.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-18.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-12.html
https://www.care-news.jp/news/t8aSy
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-14-4.html


 

財務省「ケアプランの有料化は当然」 2024 年度からの導入を提言 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-13-2.html 

 

財務省、介護の利用者負担の"原則 2割"を重ねて主張 「制度の持続性の確保を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-14-4.html 

 

財務省、介護業界の小規模法人の多さを問題視 「業務効率化も不十分」 介護報酬で大規模化を促すよう

要請 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-14-3.html 

 

【斉藤正行】介護保険、何を変え何を守るか。次の制度改正、ケアマネジメントや福祉用具なども焦点に 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-20-2.html 

 

【報酬改定】５つの分野横断的テーマ⑤／斉藤正行氏 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220323_06_1/ 

 

【高野龍昭】必須。次の介護保険制度改正の議論はどう進む？ 焦点を総ざらい 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-18-3.html 

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

■   賛助会員広告【 株式会社 B2Bサクセス 】 

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

技能実習生に頼る時代は終わった！ 

これからは、将来必要な人材を自社で育成する時代！ 

 

自社で出す奨学金への心配も無用です。 

日本初登場！介護外国人留学生に出す奨学金を 100%保証します！ 

 

つきましてはぜひ 

『全額保証！奨学金人材育成セミナー』 

にご参加ください。 

 

4月 26 日（火）16:30～17:30 

4月 27 日（水）16:30～17:30 

4月 28 日（木）16:30～17:30 

参加費：無料 

参加方法：ZOOM 

 

まずはお話だけでも聞いてみませんか？ 

参加お申し込みはこちらから↓ 

https://forms.gle/m2C7N6qvyH6kDUUt8 
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株式会社 B2B サクセス（http://www.b2bs.co.jp/） 

お問い合わせ：magokoro@b2bs.co.jp 

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

■    編集後記 

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

「事業所の特徴は何ですか？」 「想い」ではなく、具体的実績の説明が不可欠 

「事業所の『特徴』『強み』は何ですか？」 

介護業界では、この質問をよくされます。そして、それに対して「『想い』があります」と答えることがよ

くあります。 

確かに「想い」は大切です。しかし、例えば受験生は全員「合格しよう」という強い「想い」があります

が、それでも不合格が出ます。 

この様に「想い」は「持っている」だけでは駄目で、「実現のために、どの様な工夫・努力をしたのか」と

「結果」が求められます。 

介護事業者の中には「想い」を唱えるだけで、それがケアやサービス、建物などにどう具体化されているの

かを、管理者クラスでも説明できない場合が少なくありません。 

新入社員を迎えた事業所は研修の最中だと思います。「想い」や「理念」の共有は重要ですが、単なる標語

になっていないでしょうか。 

入社して日が浅い彼らでも、親や友人に「私の就職先はここが凄い！」と簡潔に説明できる「強み」とは何

なのか、一度洗い出しをしてみてはいかがでしょうか。 
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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 

mailto:magokoro@b2bs.co.jp
http://kaiziren.or.jp/
mailto:info@kaiziren.or.jp

