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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 

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

三重県支部長挨拶 

  

http://shougai.kaiziren.or.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/kaiziren
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令和 4 年 5 月 9日、全国介護事業者連盟 三重県支部の設立に伴い、僭越ながら支部長を拝命しました有限会

社ウェルフェア三重の西村昭徳と申します。 

 

ウェルフェアグループとして、伊勢市を中心に特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム等の介護事業

や児童発達支援・放課後デイサービスの障がい事業合わせて 12 事業所を運営しています。 

 

さて、これから私ども三重県支部が取り組んでいきたい大きなテーマが二つあります。 

まず一つめは、持続可能な介護保険制度の実現と、次期介護報酬改定におきまして現場の声が反映される改

定に向けて、全国の各都道府県支部の皆様と力を合わせてしっかり国に提言できるよう取り組んでまいりま

す。 

二つめは、県内事業者同士の交流です。三重県は縦に長く、これまで事業者が一堂に会して交流できる機会

が少なかったことから、事業者間の連携が取りにくいと言われていました。 

今回の支部設立をきっかけに、一人でも多くの介護事業者・障がい事業者の方々に入会して頂き、交流会や

研修会などを開催し、皆様に楽しく参加してもらえる機会を作りながらしっかりと連携のできる組織を作っ

ていきます。 

 

これらの活動を通じて、三重県の介護・障がい事業の充実と福祉の増進に繋がるよう精一杯力を尽くしてま

いります。 

何卒、ご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

   

西村 昭徳（にしむら あきのり） 

有限会社ウェルフェア三重 代表取締役 

株式会社ウェルフェア 代表取締役 

社会福祉法人ウェルハート厚生会 理事長 

一般社団法人全国介護事業者連盟 三重県支部 支部長 

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

◆自由民主党 地域包括ケアシステム・介護推進議員連盟に出席し、『物価高騰における介護現場への影響に

ついて』要望書の提出および意見提言を行いました。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/giren20220804.pdf 

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

◆『医療機関及び介護・障害福祉事業所における物価高騰への支援の拡充』について、厚生労働大臣および

自由民主党厚生労働部会部会長に要望書を提出いたしました。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/butukakoutou20220726.pdf 

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

◆ 愛知県支部・障がい福祉事業部会 愛知県支部 設立総会・セミナーを開催いたします（2020 年 9月 9日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/aichi220909/ 

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

◆「三重県支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2022年 9月 28日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/mie220928/ 

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

◆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いたしました（2022年 7月 22日） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/press20220729.pdf 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/giren20220804.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/butukakoutou20220726.pdf
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/aichi220909/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/mie220928/
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/press20220729.pdf


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

◆介護現場における生産性向上について～無料オンラインセミナー～ 

主催：株式会社ＥＭシステムズ 

日時：8月 30日（火）16：00～17:00 

講師：一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長 斉藤正行 

・お申し込みはこちらからお願いいたします 

https://emsystems.co.jp/product/em-avalon.html 

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

◆日本デイサービス協会 

日本デイサービス協会より、「自己負担割合原則 2割変更の見直しについて」を HP に掲載致しました。 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220808.pdf 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

理事長が語る 介護・福祉職員 給与事情の真実の話 

https://www.youtube.com/watch?v=NY9_o-plcLw&t=97s 

 

一般社団法人全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 取組みについて 

https://www.youtube.com/watch?v=JfHvmtOZJSw&t=18s 

 

介護に誇りと憧れを 介護・障害福祉の仕事はプロフェッショナルな専門性の高い仕事 

https://www.youtube.com/watch?v=dWrFRI2fqbs 

 

厚生労働省 最終報告書から読み解く 障害者就労サービスの変革～新サービスの創設・有資格者配置の義務

化？～ 

https://www.youtube.com/watch?v=obMC7g8VxRs 

 

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２５日 第 2回 居宅介護支援・福祉用具貸与在り方委員会の開催（東京都 オンライン） 

７月２５日 北海道支部・障害福祉 北海道支部幹事会の開催（北海道） 

７月２５日 第６回日台介護産業交流サミットの開催（東京都 台湾） 

７月２５日 高齢者住宅新聞社 主催『住まい×介護×医療展 2022in 東京』におけるセミナーで理事長が講

演（東京都） 

７月２８日 広島県支部幹事会の開催（オンライン） 

７月２９日 第４回生産性向上推進委員会の開催（東京都 オンライン） 

７月２９日 障害福祉事業部会 大阪府支部幹事会の開催（北海道） 

８月 １日 常任理事会の開催（オンライン） 

８月 １日 厚生労働省老健事業 『介護分野の文書の簡素化・標準化・ICT 化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） 

８月 ２日 四国支部幹事会の開催（愛媛県 オンライン） 

８月 ４日 第４回介護人材委員会の開催（東京都 オンライン） 

https://emsystems.co.jp/product/em-avalon.html
https://www.japandayservice.com/pdfs/20220808.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NY9_o-plcLw&t=97s
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https://www.youtube.com/watch?v=dWrFRI2fqbs
https://www.youtube.com/watch?v=obMC7g8VxRs
https://www.youtube.com/watch?v=DC_IUHn4nvI


８月 ４日 厚生労働省『第１回障害児通所支援に関する検討会』に構成員として障害福祉事業部会 中川亮

会長が参加（オンライン） 

８月 ５日 高齢者住宅新聞社 主催『介護人材構想、成功の方程式～本格化する外国人雇用に向けた対策と

は～』オンラインセミナーで理事長が講演 

８月 ６日 第６回台日介護産業交流サミットで理事長が挨拶（オンライン） 

８月 ６日 広島県支部設立総会の開催（広島県） 

８月 ９日 障害福祉事業部会 正副会長会議の開催（オンライン） 

８月 ９日 第 5回 障害福祉事業部会 就労支援在り方委員会の開催（オンライン） 

８月１０日 第 1回 施設、宿泊サービス在り方委員会の開催（東京都 オンライン） 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

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

第 25回社会保障審議会介護給付費分科会（介護報酬改定検証・研究委員会）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27240.html 

 

第 95回社会保障審議会介護保険部会資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26891.html 

 

令和４年第 10 回経済財政諮問会議 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0729/agenda.html 

 

介護現場における生産性向上の取組、ICT の導入促進に向けた資料について（情報提供） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000966299.pdf 

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

■       介護・障害福祉ニュース 

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

重層支援の「大阪モデル」構築へ 府、府社協が市町村を支援 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/27896 

 

自己負担 2 割ならサービスを「減らす・やめる」、通所介護利用者の 37%が回答＝デイ協会調査 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-22-2.html 

 

介護人材確保策 効果問う声相次ぐ 人員配置基準の緩和には慎重 

https://r18.smp.ne.jp/u/No/13928718/jiYX2f44Kx30_15383/928718_220729005.html 

 

介護現場の生産性向上に役立つ資料はこちら！ 厚労省、活用を呼びかけ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-22.html 

 

居宅介護支援の事業所数が 4年連続で減少 中規模化・大規模化、緩やかに進む 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-08-01.html 

 

政府、介護保険の利用者負担を見直しへ 来年度予算案の考え方に明記 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-08-01-4.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27240.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26891.html
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https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-22-2.html
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https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-22.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-08-01.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-08-01-4.html


 

介護事業者団体、物価高騰への支援を相次ぎ政府に要請 「経営努力のみでは対応できない」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-27.html 

 

厚労省、介護事業所の"財務状況の見える化"を検討 財務諸表の公表を義務付ける案も＝介護保険部会 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-25-2.html 

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

■   賛助会員広告【株式会社エブリ・プラス】 

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

9/2（金）参加無料 美空ひばり記念館オンラインツアーのご案内 

  

ひばりさんが大好きな介護施設の皆様に喜んでいただきたいという想いを、 

息子の加藤和也氏もお持ちで実現となった特別企画。 

事前送付することで、天国のひばりさんにお手紙のお供えも可能！ 

  

【当日の流れ】 

14:00～14:20 

息子加藤和也氏による元ご自宅・美空ひばり記念館案内 

有名曲の記念動画 

  

14:20～14:40 

ひばりさんのお仏壇合掌、お手紙お供え 

Zoomからの参加施設による「川の流れのように」合唱 

  

【詳細】 

開催日：2022/9/2(金) 14:00～14:40 

参加方法：zoom又は YouTube 生配信 

料金：無料 

対象：全国の介護施設 

申込期日：手紙送付を希望する施設 8/20、zoom参加 8/24 

その他：視聴のみの参加可 

主催：ひばりプロダクション、エブリ・プラス、NTT東日本 

  

詳細・無料お申し込み 

https://recreation.everyplus.jp/ 

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

■    編集後記 

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

認知症予防の観点からミシン人気高まる 利用者の「作品」販売で事業所の収入にも 

 

最近は「ミシン」の売れ行きが上向き傾向だそうです。その理由は「認知症予防・改善」「リハビリ・介護

予防」だとか。 

かつてミシンはどこの家にもあり、現在の高齢女性の多くはミシンを使った経験があります。 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-27.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-07-25-2.html
https://recreation.everyplus.jp/


この点からミシンの操作は回想療法につながると考えられます。また、「何を縫おうか」と考えることや、

手先を動かすことが脳に刺激を与えます。 

こうした理由から、ミシンを使ったモノづくりをレクリエーションに積極的に採り入れている介護事業所も

あります。 

この場合には、利用者の「作品」をネットやバザーなどで販売すれば、収入増だけでなく本人のやる気や意

欲の向上などにもつながるでしょう。 

高齢者の機能訓練や認知症予防のツールには様々なものがあります。 

中には最新鋭の ICT 技術を活用したものもありますが、費用などの面で導入が難しい介護事業所もあるよう

です。 

ミシンのようなアナログ製品の積極的な導入も検討してみてはいかがでしょうか。 

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

【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/

