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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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岡山県支部長挨拶 
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本年 7 月 19 日、自由民主党の衆議院議員・参議院議員、および県議会議員の皆さまにご参集いただき、本連

盟 岡山県支部設立総会を開催いたしました。 

関係各位に心より御礼申し上げます。同時に、若輩ながら支部長の命をいただきましたこと、重ねて御礼を

申し上げます。 

 

弊社、当グループは岡山県南を中心に介護保険の事業全般と訪問診療による看取りを中心としたクリニッ

ク、および保険外生活支援を行い、社員数約 420名で運営しております。 

介護保険制度の創設以降、報酬が低下していく中で、働き方改革での有給取得の推進、法定福利費の上昇、

光熱燃料費等の高騰に対する手当が行われておりません。 

 

2040年を見据えて、介護事業者の在り方をしっかりと模索した政策提言が行えるように尽力してまいりま

す。 

当連盟の支部が、速やかに全国に拡大されますことを心よりお祈りいたします。 

 

山根 一人（やまねかずと） 

1962年 4月生まれ 理学療法士 

（株）アール・ケア 代表取締役 

（株）アール・ケア クルーズ 代表取締役 

（NPO）アール・ケア スタイル 理事長 

（一社）アール・ケア ホールディングス 理事長 

（医）ブランドル医会 副理事長 

玉野商工会議所 会頭 

日本理学療法士連盟 相談役 

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

◆抗原検査キットにおける会員価格でのご提供について 

①株式会社ユアーショップ（新型コロナ抗原検査キット（研究用）） 

https://dl.nxlk.jp/c071bdbe-8a80-4a23-a408-a538d87f7cdf 

 

②株式会社イメージワン（イムノエース SARS-CoV-2 Ⅱ） 

https://dl.nxlk.jp/0b804bc3-526e-4b0b-a405-764cc95571b4 

 

③ジャパンヘルスケアサービス株式会社（JOYSBIO 新型コロナウイルス抗原検査キット（鼻腔タイプ）） 

https://dl.nxlk.jp/d960dbee-ffc4-47de-98c1-269e905b2847 

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

◆介護・障害福祉従事者の処遇改善加算に関する状況調査について（お願い） 

【調査期間】令和 4年 7月 8日（金）～令和 4年 7月 25日（月）PM 5:00 まで 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7SlM3w6Sb8FQ8KORmFewG5w8qwt24DMvIqccdIS0D_NC5bQ/viewform 

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

◆第 6 回 日台介護産業交流サミット（2022 年 7月 26日 12:30～16:35） 

https://notice.koureisha-jutaku.com/sp/34 

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

◆「介護サービスと地域づくりをつなぐフォーラム in 加賀」のご案内（2022 年 8月 28日） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/forram20220828.pdf 

https://dl.nxlk.jp/c071bdbe-8a80-4a23-a408-a538d87f7cdf
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7SlM3w6Sb8FQ8KORmFewG5w8qwt24DMvIqccdIS0D_NC5bQ/viewform
https://notice.koureisha-jutaku.com/sp/34
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/forram20220828.pdf


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

◆「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度」のご案内 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/jinzaikyou20220720.pdf 

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

◆有料職業紹介事業者に関する顧客推奨度調査について（お願い） 

https://and-d.post-survey.com/ans/pc/start.php 

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

◆日本デイサービス協会 

財務省からの自己負担原則 2割導入提言における利用者意向調査結果について HP に掲載致しました 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220719.pdf 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

障害福祉業界の大変革 障害者総合支援法改正のゆくえ 最終報告書から読み解く 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7T8dw0m1A 

 

【特別対談】介護・障害福祉事業者は必見！コロナ禍で実践するべき新しい人材戦略 

https://www.youtube.com/watch?v=09_O5__yM7c 

 

新型コロナ 第 7波 介護・障害福祉事業者へのメッセージ 

https://www.youtube.com/watch?v=J6-YYJXx4sQ 

 

厚生労働省 最終報告書から読み解く 障害者グループホームの変革～悪質な事業者の淘汰が始まる～ 

https://www.youtube.com/watch?v=DC_IUHn4nvI 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

７月１１日 障害福祉事業部会 正副会長会議の開催（オンライン） 

７月１２日 第 4回 障害福祉事業部会 障害児通所支援在り方委員会の開催（オンライン） 

７月１４日 第 2回 外国人材活用推進検討部会の開催（東京都 オンライン） 

７月１４日 第 5回 科学的介護推進委員会の開催（東京都 オンライン） 

７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） 

７月１９日 岡山県支部設立総会の開催（岡山県） 

７月１９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） 

７月２０日 東海支部常任幹事会の開催（愛知県 オンライン） 

７月２０日 愛知県支部・三重県支部幹事会の開催（オンライン） 

７月２１日 新潟県介護サービス事業者協議会 総会に理事長が参加（オンライン） 

７月２２日 第 13 回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） 

７月２２日 厚生労働省老健事業 『都市部、離島や中山間地域などにおける令和３年度介護報酬改定等によ

る措置の検証、地域の実状に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業』に委

員として理事長が参加（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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「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度」のご案内 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/jinzaikyou20220720.pdf 

 

有料職業紹介事業者に関する顧客推奨度調査について（お願い） 

https://and-d.post-survey.com/ans/pc/start.php 

 

第 35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_26767.html 

 

2022年 5月 30日 第 94回社会保障審議会介護保険部会 議事録 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U7Zag7lqBuM1ii_BY 

 

令和４年７月１８日付幹部名簿 

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/kanbumeibo/index.html 

 

「人口動態統計月報（概数）」令和４年１月分 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3aPqH-qtmtJeIwBY 

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

■       介護・障害福祉ニュース 
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テクノロジーの活用は介護職の社会的地位も変える 

https://www.fuyo-mediwel-support.jp/cms_source/data/info/detail/000201.html 

 

救護施設退所者の自立支援 地域サロンと居宅生活訓練で 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/27841 

 

生産性向上の効果実証へ 人員基準の更なる緩和も 

https://r18.smp.ne.jp/u/No/13743619/j0f2b449jbe0_15383/743619_220708003.html 

 

【斉藤正行】介護業界が課題を残した参院選。次の報酬改定への影響は限定的 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-20.html 

 

【高野龍昭】要介護 2以下の訪問介護・通所介護を総合事業へ移す案、国の「真の狙い」とは 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-19-2.html 

 

厚労省、介護職員の処遇改善の臨時調査を実施へ ベースアップ加算の影響など把握 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-19.html 

 

【介護報酬改定】田中滋氏、機能訓練・口腔・栄養の連携の重要性を強調 「これが将来の方向性」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-14.html 

 

自民大勝 単独で改選過半数  介護関係団体が支援した園田氏は落選 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-11.html 
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■   賛助会員広告【株式会社株式会社フーヅリンク】 
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【調理済み食材「クックパック」のご案内】 

株式会社フーヅリンクです。 

弊社は全国の高齢者施設、病院等に調理済み食材「クックパック」をお届けしております。 

 

特徴の一部をご紹介いたします。 

■嗜好にあわせて、魚・肉・卵は 無料で差し替え可能。 

■普通食と同じ献立の 4パターンの介護食「常食」「粗キザミ食」「極小食」「ミキサー食(成型していただ

くとムース食になります）」を提供します。 

■フレキシブルな発注に対応しています！ 

■クックパックは皿毎に発注可能 

■ご請求は発注した商品のみ 

■納品は人数分のみ 

■栄養価に合わせて提供量を変更できます 

■専用の栄養管理ソフトも無料でご利用出来ます 

■スポットでの発注も可能です。 

■無料の試食サンプルもお届けいたします 

 

こちらの HP よりお問合せください https://cookpaq.jp/ 

TEL:0120-10-9989(9:00～17:00 土日祝除く） 
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■    編集後記 
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コロナ禍の今こそ、家族の力で入居者を元気に 

 

「私たちはどれだけ頑張っても『家族』にはなれません」 

先日会った、有料老人ホームの言葉です。コロナ禍で、面会など外部の人と入居者の接触を制限してきまし

たが、認知症の入居者が不穏になるなどの影響が出たそうです。 

このホームは接遇マナー、アクティビティなど、サービス品質の高さは折り紙付きでした。しかし、それら

を駆使しても不穏は取り除けませんでした。そこで、今年から制限を一部緩和しました。短時間ですが家族

が面会に来るようになり、入居者の不穏はたちまち解消されたそうです。 

スタッフの笑顔や挨拶は入居者の元気の素ですが、それだけでは不十分です。例え短時間でも家族と会うこ

とで、その元気は何倍にもなりますし、その役割は家族にしか担えません。 

コロナ禍はなかなか終わりが見えません。スタッフだけでそれを乗り切るのも限界があります。感染対策を

しながら適度に家族の力を借りて、入居者を元気づける方法について検討する必要もあるのではないでしょ

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 
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