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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・障害福祉ニュース 

 

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

■      全国介護事業者連盟からのお知らせ 

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

福岡県支部長挨拶 

 

http://kaiziren.or.jp/
http://shougai.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


このたび、令和 4年 3月 11日より全国介護事業者連盟福岡県支部 支部長に任命されました麻生介護サービ

ス株式会社の栁倫明と申します。 

 

当社は麻生グループの一員として地元福岡県及び近県で在宅サービスを展開しております。主な事業は居宅

介護支援事業所、訪問介護、訪問看護であり、その他訪問入浴や地域密着型サービスを含め全 12事業、98事

業所となっております。設立以来「お客様の問題解決のお手伝いをする」ことを企業目的と定め、日々サー

ビスの向上に向けて取り組んでまいりました。 

 

今回、多くの皆様のご尽力により熊本県、鹿児島県と期を同じくして全国介護事業者連盟 福岡県支部が設

立されました。介護サービスを取り巻く環境は、介護報酬の抑制に向けた動きや圧倒的な人材不足といった

点をはじめとして多くの問題を抱えています。これらの問題解決を実現していくためには、本連盟の結束と

活動が非常に重要であると捉えております。スタッフの満足、或いは利用者の満足といった点で更なる進歩

が望まれるところです。 

 

一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がはじまって既に２年以上が経過しましたが、誰もが安心して

生活できるような状態とは言い難く、対面でのサービスが中心となっている介護業界においては、スタッフ

やご利用者の安全確保面で大きな課題となっており、皆様も日々の活動には様々な点で苦慮されていること

かと拝察いたします。 

少しでも早くコロナによる不安やストレスが解消されることを願いつつ、本連盟の活動を通じて一層魅力の

ある業界の実現に向けて取り組んでまいります。 

引き続き、ご支援の程宜しくお願い申し上げます。 

 

・栁 倫明（やなぎ みちあき） 

麻生介護サービス株式会社 代表取締役 

麻生メディカルサービス株式会社 代表取締役 

一般社団法人日本在宅介護協会 九州・沖縄支部 支部長 

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

◆アルコール検知器における会員価格でのご提供について 

（道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について.pdf） 

https://dl.nxlk.jp/27056c5d-a70c-4f02-9117-8a6cfc9b96ac 

 

（警視庁・都道府県警察パンフレット.pdf） 

https://dl.nxlk.jp/e33492ff-449c-4370-881c-b89e3434c815 

 

（アルコールチェッカー企画書・注文書 20220512.pdf） 

https://dl.nxlk.jp/c9a24a97-0e7f-4e29-9bd2-8f25731b5f7a 

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

◆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 

https://dl.nxlk.jp/27056c5d-a70c-4f02-9117-8a6cfc9b96ac
https://dl.nxlk.jp/e33492ff-449c-4370-881c-b89e3434c815
https://dl.nxlk.jp/c9a24a97-0e7f-4e29-9bd2-8f25731b5f7a


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 

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

◆「福岡県支部・熊本県支部・鹿児島県支部 設立総会・セミナー」を開催いたします（2022 年 6月 15日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kyushu220615/ 

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

◆「岡山県支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2022年 7月 19日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/okayama220719/ 

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

◆厚生労働省 令和３年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業『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』について報告

書を取りまとめました。 

http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/report_20220425.pdf 

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

◆日本デイサービス協会 コラム 

https://pf.japandayservice.com/columns/ 

生産性向上は“DX化”より“集団介護”をすすめるべき！ 

https://pf.japandayservice.com/%e3%81%8a%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1/post-1982/ 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

「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 

 

『財政審』財務省による介護・障害報酬改定の削減提案を検証 

https://www.youtube.com/watch?v=lmGfjAG77Kw 

 

『財政審』財務省による ケアプランの利用者負担 杖・歩行器・手すりを福祉用具レンタル除外 

https://www.youtube.com/watch?v=fLnqorGy0SQ&t=21s 

 

『財政審』財務省による訪問介護とデイサービス要介護 1・2の介護保険外しを検証 

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

 

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『老健事業』から読み解くデイサービスの未来 

https://www.youtube.com/watch?v=0S0UpM54GoM 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

４月２５日 第１回 AIR介護（介護 DX）推進検討部会の開催（東京都 オンライン） 

４月２６日 障害福祉事業部会 第 4回役員会の開催（東京都 オンライン） 

４月２６日 九州支部・福岡県支部・熊本県支部・鹿児島県支部幹事会の開催（オンライン） 

４月２６日 東北支部幹事会の開催（オンライン） 
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４月２７日 第１回介護人材の円滑な確保検討部会の開催（東京都 オンライン） 

４月２７日 岡山県支部幹事会の開催（岡山県 オンライン） 

４月２７日 自由民主党 『第 18回地域の介護と福祉を考える参議院議員の会』にヒアリング団体として出  

席（東京都） 

      http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/giren20220427.pdf 

４月２８日 愛知県支部幹事会の開催（愛知県） 

４月２８日 『物価高騰に対する介護・障害福祉現場への支援について』財務副大臣に要望書を提出 

      http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/20220428142510414.pdf 

５月 ６日 第 1回外国人材活用推進検討部会の開催（東京都 オンライン） 

５月 ９日 三重県支部の設立 

      http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/05/miepress2022.05.09.pdf 

５月１０日 新潟県支部幹事会の開催（新潟県 オンライン） 

５月１０日 群馬県支部幹事会の開催（群馬県 オンライン） 

５月１２日 第 20 回常任理事会の開催（東京都 オンライン） 

５月１２日 第 4回科学的介護推進委員会の開催（東京都 オンライン） 

５月１２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） 

５月１３日 障害福祉事業部会 第 5回正副会長会議の開催（オンライン） 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

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

社会保障審議会障害者部会（第 128 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html 

 

新たに事業所番号を取得する事業所等における科学的介護情報システム（LIFE）の利用申請等について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000936579.pdf 

 

人口動態統計速報（令和 4 年 2月分） 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2022/02.html 

 

外国人介護人材の受け入れに関する調査研究事業等について（情報提供） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/gaikokujin20220425.pdf 

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

■       介護・障害福祉ニュース 

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

科学的介護の LIFE、厚労省が新規利用登録の手続きなど説明 自治体へ通知 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-10-2.html 

 

科学的介護の LIFE、ADL維持等加算の算定ツールに不具合 厚労省が対応策を通知 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-25-3.html 

 

財務省から 11 の提言、次期介護報酬改定の行方に影響／斉藤正行氏 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220427_04_1/ 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/giren20220427.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/20220428142510414.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/05/miepress2022.05.09.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000936579.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2022/02.html
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/gaikokujin20220425.pdf
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-10-2.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-04-25-3.html
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220427_04_1/


 

特定処遇改善加算 7割が算定、給与増 厚労省 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220420_01_2/ 

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

■   賛助会員広告【一般社団法人福祉介護事業志援夕映舎】 

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

賛助会員の一般社団法人福祉介護事業志援夕映舎（ゆうえいしゃ）と申します。 

 

弊舎は、「ひとが大事。」「福祉を社会の真ん中に。」をスローガンに、福祉・介護事業所さまの事務方の

トータルサポートを通じて、世のため人のためとなる専門職チームを目指しております。 

https://yueisya.com/hokankeikaku/ 

 

■小規模事業所さまの「外付け総務」です！ 

処遇改善加算やその他の加算届出についてのサポート、各種変更届や重要事項説明書改定、お給料計算、賃

金制度構築のお手伝い、はたまた、労務管理にまつわるお悩み相談から、請求ソフト・記録システムの選定､

各種アンケートの回答代行等々、小規模事業所さまの「外付け総務」として、バックオフィス業務を幅広く

請け負います。 

 

全国対応いたします、おまかせください！！ 

 

＜詳細はお気軽にお問い合わせください＞ 

一般社団法人福祉介護事業志援夕映舎（ゆうえいしゃ） 

TEL：075-708-6776(受付時間 9:00～18:00 土日祝除く) 

Mail : info＠yueisya.com 

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

■    編集後記 

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

知床観光船沈没事故は他人事か 常駐すべき人の不在等、介護業界にも同様の課題 

 

北海道で観光船が沈没し、多数の死者・行方不明者が出るという大変痛ましい事故が起こりました。「船の

運航中は運航管理者が陸上の事務所に常駐する」などの安全運航のための規定が守られておらず、運航会社

の杜撰な体制・法令軽視の姿勢が問題視されています。 

介護業界でも、「指定時に必要な人員について、勤務実態がない人を届け出ていた」「常駐すべき人員が、

複数の事業所を兼務していた」との理由で指定取消などの処分を受ける事業所が後を絶ちません。 

「人手不足だった」「運営コストを削減したかった」「制度をよく理解していなかった」「発覚しないと思

った」など介護事業所は不正の理由を語りますが多くの利用者の命を預かるのは船の運航会社と同じです。 

安全確保に必要な法規・ルールを無視することはどのような事情があれ許されません。 

99回何も無くても次の１回で重大な事故が起こるかもしれません。現状で不備がある事業所は、早急に改善

を講じましょう。 

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

【配信元】 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

http://kaiziren.or.jp/ 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220420_01_2/
https://yueisya.com/hokankeikaku/
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 

 


