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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 

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

理事長挨拶 

 



新年度となる 4月を迎えました。全国介護事業者連盟も第 5 期がスタートいたします。 

 

設立より 4 年弱という短い期間で、ここまで組織を拡大することができたのは、ひとえにご協力頂いた多く

の皆さまのおかげでございます。 

改めて、皆さまには感謝を申し上げます。 

 

第５期も活動目的の実現および全国 47都道府県支部体制の確立に向けて邁進してまいります。 

 

4月 1 日付けで、全国介護事業者連盟として 20番目となる「愛知県支部」、21 番目となる「岡山県支部」を

設立いたしました。 

岡山県支部は、中国ブロックにおける当連盟初めての支部となります。 

 

来月以降も、宮城県・秋田県・栃木県・石川県・福井県・岐阜県・三重県・京都府・鳥取県・広島県・徳島

県・香川県・愛媛県の支部設立を準備しており、更には障害福祉事業部会でも、北海道・栃木県・東京都・

千葉県・愛知県・京都府・大阪府・広島県・福岡県・鹿児島県の支部設立準備も着々と進めています。 

 

定時社員総会は 6月 10日開催を予定しており、それまでは第 4期の役員体制で事業計画に沿った活動を継続

していき、定時社員総会において決議・承認された新体制と新事業計画については、皆さまにも改めてお知

らせいたします。 

 

今後も、気を緩めることなく新型コロナウイルス感染症に対応していく必要があり、またウクライナ情勢な

ど大きな社会の変化も生じています。 

全国介護事業者連盟は社会情勢の変化を受け止め、介護・障害福祉業界の発展に向けた変革を実現するた

め、これからも活動してまいります。 

 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

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 

（※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 

有効期限：{{添付ファイル有効期限}} 

添付ファイル（抗原検査ｷｯﾄ（ｲﾒｰｼﾞﾜﾝ）商品案内・申し込み用紙 2022.04.12.pdf） 

https://dl.nxlk.jp/186e4023-354c-4f71-9bb8-a2aadd66d8b6 

 

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/186e4023-354c-4f71-9bb8-a2aadd66d8b6


■上記③の詳細・申し込みはこちらになります 

有効期限：{{添付ファイル有効期限}} 

添付ファイル（抗原検査ｷｯﾄ（ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾙｽｹｱｻ^ﾋﾞｽ）商品案内・申し込み用紙 2022.04.12.pdf） 

https://dl.nxlk.jp/0dc8cf49-747a-42f7-bbb5-1bc6b1b16649 

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

◆愛知県支部・岡山県支部を設立いたしました。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/press20220404.pdf 

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

◆コロナ禍を踏まえた介護人材確保の成功方程式（オンラインセミナー）のご案内 

主催：Chatwork株式会社 ・ 一般社団法人全国介護事業者連盟 千葉県支部 

日時：2022 年 4月 19日(火) ① 10:30～11:40 ②14:00～15:10 ※各 15 分前から入室可能 

講師：一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長 斉藤 正行 

参加費：無料（特典：Chatwork のアカウントを通じて、当日スライドやアーカイブ動画をプレゼント） 

当日の進め方：Web セミナーで実施します。インターネット環境と PCがあれば、どこからでも参加できるセ

ミナーです。 

詳細・お申し込みはこちらからお願いします。 

https://mpages.chatwork.com/EP-CW-JP-WA-ID251-Kaigo-collabo.html?adcode=nurt_ser_kaiziren_220419 

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

◆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 

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

◆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&t=193s 

 

介護報酬改定検証に基づく調査結果 介護現場での LIFE 活用状況 ケアマネ・訪問介護に LIFE 導入 

https://www.youtube.com/watch?v=E9c2fwMBJ-s 

 

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 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

３月２８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 回検討委員会の開催（東京都 オンライン） 

３月２８日 四国支部幹事会の開催（香川県） 

https://dl.nxlk.jp/0dc8cf49-747a-42f7-bbb5-1bc6b1b16649
https://mpages.chatwork.com/EP-CW-JP-WA-ID251-Kaigo-collabo.html?adcode=nurt_ser_kaiziren_220419
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/unicharm20220519.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q9AuU9oDu8E&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=E9c2fwMBJ-s
https://www.youtube.com/watch?v=DA7bkBJhOAA


３月２９日 障害福祉事業部会 第４回正副会長会議の開催（オンライン） 

３月２９日 岡山県支部設立準備会の開催（岡山県） 

３月３０日 千葉県支部・株式会社エス・エム・エス 共催セミナーで理事長が講演（オンライン） 

３月３１日 株式会社べター・プレイス 主催勉強会で理事長が講演（オンライン） 

４月 １日 愛知県支部・岡山県支部の設立 

４月 ６日 障害福祉事業部会 第 3回共同生活援助（グループホーム）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 
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第 210 回社会保障審議会介護給付費分科会（Web会議）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25087.html 

 

第 92回社会保障審議会介護保険部会資料 

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

 

人口動態統計速報（令和 4 年 1月分） 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2022/01.html 

 

第３回全世代型社会保障構築会議資料 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai3/gijisidai.html 

 

介護保険施設等の指導監督について（通知）の送付について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000924179.pdf 

 

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令について（通知） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000923293.pdf 

 

令和４年度地域支援事業実施要綱の改正点について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000919564.pdf 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000918804.pdf 

 

規制改革推進会議 第５回 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ資料 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_03medical/220331/medical05_agenda.html 

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

■       介護ニュース 
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大阪・関西万博に協賛 一般社団法人全国介護事業者連盟 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220309_03_3/ 

 

「実地指導」→「運営指導」。厚労省、介護事業所の指導指針を改正 初めてオンライン指導を可能に 

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

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25087.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2022/01.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai3/gijisidai.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000924179.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000923293.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000919564.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000918804.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_03medical/220331/medical05_agenda.html
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220309_03_3/
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-04.html


 

介護の負担割合証、負担限度額認定証などの様式が変わります！ 厚労省通知 性別の記載欄を削除 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-01-2.html 

 

LIFEのお問い合わせフォーム、1日から一時停止 再開は 5月中旬 厚労省 様式出力機能も 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-31-4.html 

 

全世代型社会保障会議が「議論の整理」 医療・介護で「ICT 活用による人材配置の効率化」を明記 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-30-2.html 

 

排泄予測機器、販売前の試用を推奨 厚労省通知 確認書類の提出も促す 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-01-3.html 

 

北海道の介護保険 定期巡回サービス全国最多 

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

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

■   賛助会員広告【株式会社ＣＳＳホールディングス】 

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

【感情に働きかける、「香りによる空間演出」のご案内】 

 

■介護施設様で「ニオイ、香り」のお悩みございませんか？ 

・施設内の消毒臭 

・衣類、寝具などの生活臭や排泄物処理臭 

・汗や加齢臭などのニオイ 

 

これらの様々な「ニオイ」は、時として介護業務に携わる方々や入居者の方々、ご家族の方々に 

ストレスや暗い気持ちを抱かせてしまうケースがあるかと存じます。 

 

■ヒトが受け取る「情報」の 8 割は視覚から受けますが、「感情」の 8割は嗅覚から影響を受けています 

・良い香りを芳香させると空間の印象が大きく変わります 

・嫌なニオイも、心地よい香りでマスキングすることで不快感を軽減します 

・取り扱いが簡単な業務用ディフューザーや香りのスティックで安心運用！ 

・香りを使って、明るい気持ちで安心できる空間づくりを実現します 

 

主な導入先：ホテル、介護施設、結婚式場、商業施設など 

 

■お問い合わせはこちら 

東洋メディアリンクス株式会社（CSS グループ） 

https://coucan.jp/service/fre/deodorize/2201/index 

TEL  03-3664-6433  受付 9:00-17:30 

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

■    編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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高齢者でも YouTubeは当たり前 テレビゲームが介護レクの主流になる時代へ 

 

有名な介護予防体操の講師が、施設のイベントに呼ばれたときのこと。体操しようと前に立ったところ、利

用者が一斉にスマホで写真や動画を撮り始めたそうです。「若い人並みに使いこなしていた」と驚いていま

した。 

また、ある団体が、企画した高齢者向け体操教室の集客のために前面に打ち出したのが「体操」ではなく

「ICT 体験会」。 

「LINE や SNS を覚えて、お孫さんと交流しましょう」と訴えたところ多くの参加者がありました。担当者に

よると「YouTubeは殆どの参加者が使いこなせた」とのことです。 

「高齢者=ICT が苦手」というのは過去のイメージと言えそうです。 

介護現場のレクでも今後はテレビゲームなどが増えるかもしれません。 

「レクの企画・進行が苦手」というスタッフも多いですが、中には「テレビゲームは得意」という人もいる

でしょう。 

ICTレクは特に若いスタッフに活躍の場を与え、モチベーション向上につながることも期待できます。 

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

【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 

 


