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2022 年 7 月 25 日 

 一般社団法人全国介護事業者連盟  

全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 

愛知県支部・大阪府支部・鹿児島県支部 設立 
 

2022 年 7 月 22 日付で障害福祉事業部会 

愛知県支部・大阪府支部・鹿児島県支部を設立します 

全国介護事業者連盟(本部:東京都千代田区 理事長:斉藤正行)は、2022 年 7 月 22 日付で全国介護事業者連盟障

害福祉事業部会「愛知県支部」「大阪府支部」「鹿児島県支部」を設立し、本格的な活動を開始致します。  

介護に加えて障害福祉の分野でも全国 47 都道府県支部の設立を目指し、各地域や自治体ごとの課題やニーズ

に沿ったきめ細かい活動を展開してまいります。 

 なお、設立総会についてはおってお知らせする予定です。 

 

 全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 愛知県支部 設立総会 

 （日時：令和４年 9 月 9 日（金）13：30～15：30 会場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 名駅西口） 

 全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 大阪府支部 設立総会 

 （日程、会場等については調整中） 

 全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 鹿児島県支部 設立総会 

 （日程、会場等については調整中） 

 

【設立趣旨】 

日本は超高齢社会を迎え、世界でもっとも高齢化率の高い国となりました。また、障害者数の増加により、障害

者全体では約 990 万人、国民の 7.6％が何らかの障害を抱える国となりました。これは一時的なものでなく、年々

増加傾向にあります。さらに、生産年齢(労働)人口は減少し、2035 年には高齢化率は 33%を超えると予想され

ています。日本は、高齢化が世界に類を見ない速度で進行し、超高齢社会へと突入しました。こうした時代の流

れに、日本国民の多くが将来に対する不安を抱えている状況にあります。このような国家的課題を乗り越えるた

めにも、持続可能な社会保障制度の確立が不可欠であります。社会保障制度の一翼を担う介護保険制度・障害福

祉制度の持続可能性の実現には、介護・障害福祉現場と利用者・及び家族の視点から、実証データやエビデンス

を基にした具体的提案が求められます。現在の介護・障害福祉業界は、各サービス・法人種別ごとの団体が多数

存在しており、職員は各団体に細分化された形で活動を行なっている状況にあります。また、障害福祉業界は、

介護業界と比べ、職員の資格制度等の整備に遅れが生じています。障害福祉業界独自の資格を整えることが、職

員の資質と処遇向上、業界全 体の発展へ繋がるのです。従来の障害・介護・医療の発想を超えたパラダイムシフ

トが、今こそ求められています。日本国民の誰もが安心した日常生活を過ごせる地域共生社会実現のために、業

界全体が一団となる時を迎えています。一般社団法人全国介護事業者連盟は、「介護の産業化・障害福祉サービス

の発展」と「生産性の向上」を 持続可能な介護保険制度・障害福祉制度の確立を支える 2 大テーマとして揚げ、

法人・サービス種別の垣根を超えた介護事業者・障害福祉事業者による団体として設立いたしました。 



 【活動目的】（介護）  

持続可能な介護保険制度の実現へ、医療との連携を図り、介護現場視点による制度・政策への提言・情報発信を

行う。  

【活動目的】（障害）  

持続可能な障害福祉制度の実現支援に向け、現場、利用者等の多角的視点による制度・施策提言・情報発信を行

い、障害福祉事業者の資質と処遇向上、社会福祉の発展に寄与することを目的とする。 

 

【5 大政策方針】（介護） 

①現場視点によるサービス品質向上を目的とした制度改革の推進  

②科学的介護手法の確立と高齢者自立支援の推進 

③業務効率の向上を目指し、制度のシンプル化、介護現場の ICT 化・ロボット活用の推進  

④介護職の処遇改善・ステータス向上等の人材総合対策の推進  

⑤将来を見据え、海外・アジアの介護産業化の推進  

【5 大政策方針】（障害） 

 ①多角的視点からのサービス品質向上を目的とした制度改革の推進  

②科学的根拠に基づいた技術・手法の確立と利用者自立支援の推進  

③業務効率、課題解決を目指した、制度のシンプル化、現場の生産性向上の推進 

 ④障害福祉従事者の処遇改善、ステータス向上、職位の拡大、及び研修機会の確保と情報発信・共有 

 ⑤時代の変化とニーズに応える地域共生社会の実現に向けた横断的な取組みの推進 

 

 

◆障害福祉事業部会 愛知県支部の概要 

・住所 ： 愛知県名古屋市瑞穂区船原町 6-2 

・設立日： 2022 年 7 月 22 日 

 

支部長：喜瀬和也 （株式会社ルーク 代表取締役） 

 

副支部長：恩田泰寛（有限会社 CHEER 代表） 

副支部長：佐々木 真治（株式会社こもれび 代表取締役） 

副支部長：竹内亜沙美（NPO 法人障がい者みらい創造センター 理事長） 

 

幹事：大場 誉清（株式会社スクラム 代表取締役） 

幹事：柏本 知成（株式会社 KyoMi 代表取締役） 

幹事：久納 征人（株式会社リュッカ 代表取締役） 

幹事：小林 将司（株式会社ライフ 代表取締役） 

幹事：下田 茂（株式会社 Hearts キャリアセンター 代表取締役） 

幹事：廣瀬 喜朗（有限会社たたみ総合サービス 代表取締役） 

 

事務局長：安藤 浩樹（株式会社サプライト 代表取締役） 

 

監査：河口 剛（社会保険労務士法人ふたば 代表社員） 

 



◆障害福祉事業部会 大阪府支部の概要 

・住所 ： 大阪府大阪市天王寺区大道 4 丁目 2-3 八千代興産寺田町ビル 5F 

・設立日： 2022 年 7 月 22 日 

 

支部長：藤田直 （株式会社インクルージョン 代表取締役） 

 

副支部長： 日方智史 （株式会社アイディアルサポート 代表取締役） 

副支部長： 久田哲生 （一般社団法人未来の扉 代表理事） 

副支部長： 前田一成 （株式会社アワハウス 代表取締役） 

 

幹事： 池尾俊哉  （サンポンド株式会社 代表取締役） 

幹事： 石野英司  （NPO 法人 南大阪自立支援センター 理事） 

幹事： 小島雅士  （エヌ・エフ・ジェイ株式会社 取締役統括本部長） 

幹事： 佐分佐知枝 （社会福祉法人虹のかけはし 八尾市立障害者総合福祉センター 施設長） 

幹事： 杉岡寿一  （アクティブサポート株式会社 代表） 

幹事： 西田幸太朗 （株式会社つなぐ 代表取締役） 

幹事： 橋本恵   （株式会社まほろば 代表） 

幹事： 宮崎忠洋  （株式会社ライフケア 代表取締役） 

幹事： 和田峻介  （株式会社フリーケア 代表取締役） 

 

幹事・事務局長： 小幡和行  （社会福祉法人慶生会 訪問介護事業部次長） 

 

事務局次長： 小笹勝弘 （Busifro-Search 株式会社 代表取締役） 

 

監査： 川崎亜希 （株式会社ワンハート 取締役） 

監査： 杉原広彰 （社会福祉法人虹のかけはし 八尾市立障害者総合福祉センター 事務局長） 

監査： 松岡由将 （わくわく社会保険労務士法人 代表） 

 

 

◆障害福祉事業部会 鹿児島県支部の概要 

・住所 ： 鹿児島市荒田 1-19-19 2F ひふみよ株式会社 

・設立日： 2022 年 7 月 22 日 

 

支部長：白澤 繁樹 （ひふみよ株式会社 代表取締役） 

 

副支部長：大山 真司（特定非営利活動法人 Lanka 施設長） ※大隅半島 

副支部長：川畑 善博（株式会社ラグーナ出版 代表取締役 社長）※鹿児島市 

副支部長：森山 智普（合同会社 Bee イング 代表社員）※鹿児島市北部 

 

幹事：有馬 卓（株式会社スミルズ 管理者）※鹿児島市 

幹事：川越 美津子（特定非営利活動法人真愛会 理事長） ※霧島・姶良 

幹事：小園 洋和（一般社団法人 まちおこしプロジェクト 代表理事） ※北薩・西薩 



幹事：田中 基次（株式会社リーフエッヂ 代表取締役社長）※離島（奄美本島） 

幹事：長山 宏史（株式会社インビクト 副社長）※鹿児島市 

幹事：東中川 咲子（株式会社イーストスクエア 代表取締役）※南薩 

幹事：吉留 康洋（社会福祉法人 南恵会 理事長）※離島（徳之島） 

 

事務局長：堂園 春衣（社会福祉法人塔ノ原福祉会 本部） 

 

監査：髙木 幸一郎（たかき司法書士事務所 代表） 

 

 

 

◆一般社団法人全国介護事業者連盟の団体概要 

・住所 ： 東京都千代田区麹町 4-1-4 西脇ビル 404 

・設立日： 2018 年 6 月 11 日 

・一般会員数：1,176 法人 14,916 事業所（介護 13,443 障害 1,473 事業所）※2022 年 7 月 22 日時点 

 

 

 

◆報道関係者お問合せ先 

一般社団法人全国介護事業者連盟 （担当：村上） 

電話 03-5215-5063 ファックス 03-5215-5064 

メール info@kaiziren.or.jp 


