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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 
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熊本県支部長挨拶 

  

http://kaiziren.or.jp/
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このたび、令和 4年 3月 11日より全国介護事業者連盟 熊本県支部 支部長に任命されました社会福祉法人恵

正会の平野貴寛と申します。 

 

私ども恵正会グループは、熊本県菊陽町において特別養護老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、訪問看護、

訪問介護、福祉用具貸与、デイサービス 

などの介護関連事業及び企業主導型保育事業、病後児保育事業等を運営しております。 

 

そして、近年では地元の社会福祉協議会と連携し、障碍者の団体と共に耕作放棄地にてサツマイモを栽培す

るなど、農業と福祉の連携による地域活性化に取り組んでいます。 

また弊社の４９００㎡の敷地内には、ドッグランを備えた伴侶動物福祉事業をテーマにした特別養護老人ホ

ームの運営にも挑戦しており、先月にはヤギも２匹、雑草対策として仲間に迎えることができました。 

  

今回、多くの皆様のご尽力により、全国介護事業者連盟 熊本県支部が設立されました。 

次期介護報酬改定について、希望が持てる改定となるように熊本県支部として提言できるよう取り組んでま

いります。 

  

5月から新型コロナウイルスの感染者も減少しはじめ、少しずつ介護現場では安堵感の広がりを感じておりま

すが、落ち着いた頃が一番危ないとの言葉もありますので、皆さまと共に気を引き締めていきましょう。 

 

早期にコロナ禍による不安感・疲弊感が解消されることを祈りつつ、当連盟の活動を通じて介護の課題解決

の一助となれるよう取り組んでまいります。 

何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

   

平野 貴寛（ひらの たかひろ） 

社会福祉法人恵正会 理事長 

有限会社エンゼル  代表取締役社長 

一般社団法人全国介護事業者連盟 熊本県支部 支部長 

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

◆「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/ 

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

◆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/e7d50a38-01d8-4522-b8d4-0d27cf54a76b 

 

（警視庁・都道府県警察パンフレット.pdf） 

https://dl.nxlk.jp/4005478d-1704-4913-bc5c-c7aad94ef92d 

 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kyushu220615/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/okayama220719/
https://dl.nxlk.jp/e7d50a38-01d8-4522-b8d4-0d27cf54a76b
https://dl.nxlk.jp/4005478d-1704-4913-bc5c-c7aad94ef92d


（アルコールチェッカー企画書・注文書 20220512.pdf） 

https://dl.nxlk.jp/609903eb-eb25-4582-814c-2e975868be5f 

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

◆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！(3/全 3回) 

https://pf.japandayservice.com/%e3%81%8a%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1/post-1983/ 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

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&t=23s 

 

障害者の就労支援 移行支援・A型・B 型事業者必見 新たなサービス『就労アセスメント』の詳細が判明 

https://www.youtube.com/watch?v=n1sY4EFt_pw 

 

『財政審』財務省による介護・障害福祉事業者における大手法人の優遇策に疑問あり 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm0uZrvLwvc 

 

道路交通法改正 介護・障害事業所での車の使用 アルコール検知器が義務化 

https://www.youtube.com/watch?v=nbmuhQGWP7I 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

５月１６日 沖縄県支部総会の開催（沖縄県 オンライン） 

５月１７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） 

５月１８日 岡山県支部幹事会の開催（岡山県 オンライン） 

５月２０日 『実地指導の標準化・効率化等の運用指針に係る要望書』を東京都知事に提出 

５月２３日 東海支部・愛知県支部・三重県支部幹事会の開催（愛知県・三重県 オンライン） 

５月２４日 第 3回介護人材委員会の開催（東京都 オンライン） 

５月２５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・神奈川県・千葉県 

オンライン） 

５月２６日 第 3回生産性向上推進委員会の開催（東京都 オンライン） 

５月２６日 四国支部幹事会の開催（オンライン） 

５月２８日 熊本県支部幹事会の開催（熊本県 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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社会保障審議会障害者部会（第 129 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html 

 

第 93回社会保障審議会介護保険部会資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html 
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第５回全世代型社会保障構築会議資料 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai5/gijisidai.html 

 

歴史の転換点における財政運営 令和 4年 5月 25日 財政制度等審議会 

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

of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html 

 

 

人口動態統計速報（令和 4 年 3月分） 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2022/03.html 

 

第 13回規制改革推進会議 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html 

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

■      介護・障害福祉ニュース 
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要介護 2以下の訪問介護、通所介護は総合事業に 財政審、提言を政府へ提出 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-25.html 

 

【斉藤正行】訪問・通所の給付カットは絶対に阻止すべき 要介護 1・2を総合事業へ移せば崩壊する 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-19-2.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/ 

 

24年度制度改正へ議論開始 地域包括ケア深化など論点 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=4148 

 

政府「給付は高齢者、負担は現役を見直す」 全世代型社会保障で中間報告 家庭の介護負担減も 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-18.html 

 

岸田首相、介護職の更なる処遇改善を検討する方針を表明 「他分野と遜色ないところまで」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-20-2.html 

 

ケアプランの事業所間共有をクラウドで 脱 FAXへ今年度中に新システム整備 岸田首相が表明 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-19-4.html 

 

科学的介護の LIFE、データが上書きされるおそれ 厚労省が確認を呼びかけ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-05-19-3.html 

 

「就労選択支援」創設へ 障害福祉サービス利用希望者の能力を評価 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/27562 
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障害者が駅清掃で貸し切り列車に 「福祉」と「鉄道」の新たな試み 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/27574 

 

北海道の障害施設が交流拠点に ドッグラン併設カフェが営業再開 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/27548 

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

■   賛助会員広告【株式会社笑美面（えみめん）】 

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

「施設様と入居検討者を繋ぐ」マッチングサービスを提供 

 

施設の条件や特色に適した被介護者を送客 

稼働率向上、入居者の満足度向上等を支援いたします。 

 

高齢者住宅等の紹介サービスを行う笑美面は、関西、関東、福岡を中心に拠点を持つ日本でも最大規模の老

人ホーム紹介センターです。 

幅広いエリアに地域密着の施設探しのプロの相談員が多数在籍。優れたマッチング力と入居支援により、１

万件近い施設登録をいただいております。 

ぜひ、施設提携ご検討の際は、お気軽にご連絡ください。 

 

株式会社笑美面（えみめん） 

〈大阪本社〉 

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-8-33 京町堀スクエア 4F 

フリーダイヤル 0120－952－305 

https://www.emimen.jp/ 

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

■    編集後記 
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学生が有償バイトで高齢者にスマホ教室 神戸市の新スタイルが産み出す「三方良し」の社会づくり 

 

神戸市で、今月より高齢者向けスマートフォン教室が各所で始まりました。これ自体は珍しいものではあり

ませんが、神戸市では学生が講師となり、スマホを持っていない人や初心者向けに基本操作を集合形式で教

えたり、自分のスマホの使い方がわからない人の相談に 1対 1で対応したりします。 

学生には 1 回当たり（拘束３～5時間半程度）交通費込みで 4000～7500円が支払われます。 

スマホを使う高齢者は増えていますが、電話やメール、SNS を利用する程度のことが多いでしょう。 

高齢者がスマホを使いこなせば、スマホを通じた見守り・安否確認、遠隔診療、脳トレや運動・食事指導、

資産管理など、高齢者が安心・安全に暮らせる社会の構築が進むことが期待されます。行政側のメリットも

大きいでしょう。 

さらに、学生には新型コロナの影響でアルバイトに入れず経済的に困窮する中で、報酬を得られるのは大き

な魅力です。こうした「三方良し」取り組みが全国に広がることが望まれます。 
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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 

 

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

