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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/ 

 

・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 

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

広島県支部長挨拶 

 

令和 4 年 6 月 10日、全国介護事業者連盟 広島県支部の設立に伴い、支部長を拝命しました株式会社あい

わ 新井恵と申します。 

http://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
https://www.instagram.com/kaiziren/


あいリハグループとして、広島市周辺部にて訪問看護事業を中心に、自費リハビリ施設、サービス付き高齢

者向け住宅等の介護事業と児童発達支援・放課後デイサービスの障がい事業に取り組んでいます。 

 

令和 4 年 8 月 6日、ANAクラウンプラザホテル広島にて、広島県支部の設立総会を開催しました。来賓として

岸田文雄内閣総理大臣にも出席と祝辞をいただくことができました。約 500 名にお越しいただき、ご協力い

ただきました関係者の皆様に大変感謝しております。 

 

広島県支部設立のきっかけは、私が斉藤理事長と初めてお会いした 7年前で、弊社が運営していたのは民家

改修の小さなデイサービスを２事業所でした。その頃は、まだ全国介護事業者連盟という名前もない時で

す。彼の構想に胸を打たれ、「その時が来たら私にも協力させてほしい」と、何ができるか分かりませんで

したが、会ったその日に理事長に思いを伝えたことを覚えています。 

以降、理事長に協力できるような自分となれるように頑張り、現在は 18事業所を運営するところまできまし

た。 

設立総会にご参加いただいた介護事業者と障がい福祉事業者、周辺事業者の皆様に斉藤理事長並びに久野会

長の講演をお聞きいただけたことで、介事連の必要性はしっかりとご理解いただけたと思います。 

 

広島県支部でしっかりと協力し、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いただき、ま

ずは県内 20％の事業者が加入することを目指して、会員拡大を強く推進していきます。 

 

新井 恵（あらい けい） 

株式会社あいわ 代表取締役  

株式会社ラフラインズ 代表取締役 

高校卒業後、SEなどを経て、医療介護施設を運営する法人で勤務。医療施設の運営管理と介護施設開発運営

を担当。グループの経営企画室責任者を経て 2011 年起業。 

訪問看護やサービス付き高齢者向け住宅など含めた 18 事業所を運営している。 

山口大学工学部大学院 技術経営研究科 技術経営修士 MOT（専門職）取得 

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

◆『介護・障害福祉従事者に関する状況調査【集計結果】』を公表しました。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/jinzai2022.8.16.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/ 

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

◆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://zoom.us/webinar/register/WN_AoWkT_94R0qBXI6rn3Z6Iw 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/jinzai2022.8.16.pdf
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/aichi220909/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/mie220928/
https://zoom.us/webinar/register/WN_AoWkT_94R0qBXI6rn3Z6Iw


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

◆「通所・訪問事業所向け BCP作成研修会～自然災害編～」セミナー案内 

主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

日時：2022 年 9月 16日（金）通所事業所向け 13：00～15：00 訪問事業所向け 15：30～17：30 

参加費用・形式：無料・オンライン 

内容：参加者へ事前にひな形をお渡しし、講師と一緒にひな形を埋めながら BCP を作成。 

セミナーの詳細確認とお申込みは下記よりお願いします。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/aioiseminer20220916.pdf 

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

◆日本デイサービス協会「新型コロナ感染拡大第 7波の影響および物価高騰による運営の影響について」

（要望） 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220825.pdf 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

10月義務化を延期か？アルコール検知器の導入 

https://www.youtube.com/watch?v=KHlW-EsQjb4&t=114s 

 

介護職員が目指すべき未来 プロフェッショナル性の証明 

https://www.youtube.com/watch?v=HuJCCa3mgbE 

 

【特別対談】株式会社インクルージョン藤田代表が語る 障害福祉事業マーケティングの極意 

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

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

【全国介護事業者連盟動向】 

８月１５日 障害福祉事業部会 愛知県支部幹事会の開催（オンライン） 

８月１６日 群馬県支部幹事会の開催（オンライン） 

８月１８日 第 1回 通所サービス在り方委員会の開催（東京都 オンライン） 

８月２０日 障害福祉事業部会 鹿児島県支部幹事会の開催（鹿児島県 オンライン） 

８月２２日 関西支部・大阪府支部・兵庫県支部幹事会の開催（大阪府 兵庫県 オンライン） 

８月２２日 障害福祉事業部会 大阪府支部幹事会の開催（大阪府 オンライン） 

８月２３日 厚生労働省 障害者総合福祉推進事業『障害福祉サービス等の質の評価のための基準等の作成に 

関する研究』第１回検討会に理事長が出席（オンライン） 

８月２３日 障害福祉事業部会 北海道支部幹事会の開催（オンライン） 

８月２４日 『社会保障審議会介護保険部会 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会』にヒアリ    

ング団体として理事長が出席（オンライン） 

      http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/20220824hiaring.pdf 

８月２５日 東北支部幹事会の開催（宮城県 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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第 11回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会 資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html?fbclid=IwAR3ML6Eg-

GpEm9igpst0Wpk5uZ4QXxFMjETOY0Oiw3A3jX5OriIDGGrkFI0 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/aioiseminer20220916.pdf
https://www.japandayservice.com/pdfs/20220825.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KHlW-EsQjb4&t=114s
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html?fbclid=IwAR3ML6Eg-GpEm9igpst0Wpk5uZ4QXxFMjETOY0Oiw3A3jX5OriIDGGrkFI0
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html?fbclid=IwAR3ML6Eg-GpEm9igpst0Wpk5uZ4QXxFMjETOY0Oiw3A3jX5OriIDGGrkFI0


 

第 96回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html 

 

令和３年度「介護労働実態調査」結果の概要について  

http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2022r01_chousa_kekka_gaiyou_0822.pdf 

 

第 212 回社会保障審議会介護給付費分科会（web会議） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html 

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

■       介護・障害福祉ニュース 

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

障害児通所支援、再編の具体策検討開始 質向上を目指し議論 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28107 

 

【斉藤正行】どうなる通所介護の未来 時代の変化に合った新しい“カタチ”とは 

https://www.joint-kaigo.com/articles/1033/ 

 

外国人人材「訪問でも」 委員から要望 介護保険部会 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/2022080310_34_2/ 

 

【高野龍昭】やがて来る「介護人材を確保できなくなる日」 なぜ介護現場の生産性向上が重要か 

https://www.joint-kaigo.com/articles/977/ 

 

介護職員の平均年収、微増で 345万 7919円 最新調査 ケアマネは約 391 万円 

https://www.joint-kaigo.com/articles/872/ 

 

介護職員の離職率、低下傾向が続く 昨年度は 14.3% ピーク時の 3分の 2に 

https://www.joint-kaigo.com/articles/791/ 

 

介護職員の不足感、2年連続で低下 コロナ禍も影響 ヘルパーはなお超高水準 

https://www.joint-kaigo.com/articles/773/ 

 

加藤厚労相、コロナ禍で厳しい介護現場を「しっかりと支援していく」 追加策には言及せず 

https://www.joint-kaigo.com/articles/639/ 

 

地域密着型通所介護、事業所数が 6年連続で減少 通常規模・大規模は過去最多に 

https://www.joint-kaigo.com/articles/629/ 

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

■   賛助会員広告【芙蓉綜合リース株式会社】 

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

【お役立ちサービスのご案内】 
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■介護経営のノウハウを多数掲載！『介護経営者様向け情報メディア』 

経営者の声、人材マネジメントのコツ等、成功事例や専門家意見の記事を配信中！ 

会員登録不要で、全て無料でご覧いただけます。 

◇サイト：https://www.fuyo-mediwel-support.jp/ 

 

■車両の納期長期化を解消！『福祉車両の中古車リース』 

車検整備・名義変更完了次第、早期納車が可能！ 

架装修理等のメンテナンス付リースで、お得且つ、安心・安全にご利用いただけます。 

[対象車種：ハイエース・キャラバン] 

◇問合せ：https://www.fuyoauto.co.jp/contact/ 

 

■業界最安水準！『介護報酬ファクタリングサービス』 

介護報酬債権を、当社が譲り受けることにより、早期に資金化（お支払）するサービスです。借入ではない

ため、月々の返済はせず、資金使途にも制限がないため、急な支出対応や新たな借入は避けたい等、ニーズ

に応じて自由にご利用可能です。 

◇詳細：https://accretive-factoring.jp/ 

 

＜お問い合わせはこちら＞ 

芙蓉総合リース㈱ 担当：野々村・美野 

Tel：03-5275-8858 

Mail：fuyo-fms@fgl.co.jp 

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

■    編集後記 
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入居者とホーム長が毎週会議 運営方針を話し合いで決定 

 

ある老人ホームが「要支援者専門フロア」を設けました。元々、要介護者と一緒に生活していましたが、

「レクリエーション内容が要介護者向けで物足りない」などの不満の声が出ていました。 

そこで要支援者だけをひとつのフロアに集め、ホーム内で「半独立」することにました。現在 6人が生活し

ています。 

ユニークなのは「フロアの運営方針は、入居者 6名とホーム長が週に 1回会議をして決める」点です。 

他のホームでも、運営懇談会など入居者の意見を聞く場はありますが、ここまで入居者が主体的に係わるの

は珍しいことです。 

このことで入居者の「自分たちのホーム」という意識が強くなりました。見学者に「ここは楽しいよ。仲間

に入ろうよ」と積極的に声をかけるようになったそうです。 

入居者に仕事を与えるなど、主体的にホームに関わる仕組みを作ることで、様々な意欲を引き出す取り組み

を行っている事業者も多いですが、その手法の一つとして利用できそうです。 

 

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

【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 

 

mailto:info@kaiziren.or.jp

