報道関係各位
2022 年 9 月 16 日
一般社団法人全国介護事業者連盟

一般社団法人 全国介護事業者連盟
栃木県支部・石川県支部・京都府支部・徳島県支部・香川県支部
障害福祉事業部会 栃木県支部・障害福祉事業部会 京都府支部

設立
2022 年 9 月 16 日付で
介護一府四県支部、障害福祉一府一県支部を設立します
一般社団法人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 9 月 16 日付で全国介護
事業者連盟「栃木県支部」
「石川県支部」
「京都府支部」
「徳島県支部」
「香川県支部」
「障害福祉事業部会 栃木県
支部」
「障害福祉事業部会 京都府支部」を設立し、本格的な活動を開始致します。
介護及び障害福祉の各都道府県支部を設立することによって、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下記日程において開催を予定しています。
一般社団法人全国介護事業者連盟 栃木県支部・障害福祉事業部会 栃木県支部 合同設立総会
※開催日時、会場等については調整中
一般社団法人全国介護事業者連盟 石川県支部 設立総会
※2022 年 11 月 5 日（土）14：00～16：00 石川県地場産業振興センター：コンベンションホール
一般社団法人全国介護事業者連盟 京都府支部・障害福祉事業部会 京都府支部 合同設立総会
※2022 年 10 月 29 日（土）17：00～19：00 キャンパスプラザ京都 5 階 第 1 講義室
一般社団法人全国介護事業者連盟 徳島県支部 設立総会
※2022 年 12 月 8 日（水）開催時間、会場等については調整中
一般社団法人全国介護事業者連盟 香川県支部 設立総会
※2022 年 12 月 7 日（木）

サンメッセ香川 ※開催時間については調整中

【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

◆栃木県支部の概要
・住所 ： 栃木県宇都宮市砥上町 333 番地 36 Future Grip 事務所内
・設立日： 2022 年 9 月 16 日
支部長：中村 洋文（One-or-Eight 合同会社 代表）
副支部長：川上 智之（yoboiryo 株式会社 代表取締役）
副支部長：青柳 正寛（社会福祉法人朝日会 施設長）
幹事：飯塚 高広（HQOL 合同会社 代表）
幹事：飯塚 正好（株式会社正 代表取締役）
幹事：大澤 光司（株式会社メディカルグリーン 代表取締役）
事務局長：山村 樹（一般社団法人 Future Grip 研究所 主席コンサルタント）
監査：手塚 功樹（株式会社ライフパートナーズ 取締役）

◆石川県支部の概要
・住所 ： 石川県金沢市古府２丁目５０ 株式会社スパーテル内
・設立日： 2022 年 9 月 16 日
支部長：橋本 昌子（株式会社スパーテル 代表取締役）
副支部長：石林 秀男（有限会社ドリーム二十一 代表取締役）
副支部長：坂田 由紀（株式会社アスティ 代表取締役専務）
副支部長：高見 勇士（有限会社陽だまり 代表取締役）
幹事：浅川 佳祐（株式会社エイムインタービジョン 運営部長代理）
幹事：今井 博之（株式会社メディカルトレーナーズ 代表取締役）
幹事：岩下 琢也（金沢 QOL 支援センター株式会社

代表取締役）

幹事：嶋 浩一 （長寿メディカル株式会社 取締役社長）
幹事：高嶋 智博（株式会社メディペック 金沢営業所 所長）
幹事：丸井 一範（株式会社エムプロジェクト 代表取締役）
幹事・事務局長：田中 大悟（株式会社ケアモンスター 代表取締役）
事務局：坂井 賛瑛美（株式会社スパーテル 執行役員）
監査：笠田 圭介（株式会社 Seeds 代表取締役）

◆京都府支部の概要
・住所 ： 京都府京都市伏見区大宮町 577-1 ルミエール丹波橋 1F TETOTE 内
・設立日： 2022 年 9 月 16 日
支部長：西村 寛和（株式会社和道文化サービス 代表取締役）
副支部長：森 雄司（株式会社たくみ 代表取締役）
幹事：粟井 敬之（株式会社このはな 代表取締役）
幹事：石田 勝也（社会福祉法人城陽福祉会 理事）
幹事：石原 武史（株式会社テイクケア 代表取締役）
幹事：大濵 育恵（医療法人健幸会 さいわい介護センター）
幹事：結石 達也（株式会社 CareFor 取締役）
事務局長：河本 大輔（有限会社ホワイティー 代表取締役）
事務局次長：長田 修平（株式会社 TETOTE 代表取締役）
事務局：小浦 勇太（株式会社和道文化サービス）
事務局：藤木 克行（一般社団法人未来環境促進協会 代表理事）
監査：太田 潔（有限会社エフ・ビー・エス総研 取締役会長）

◆徳島県支部の概要
・住所 ： 徳島県徳島市佐古二番町 5 番 11 号 イツモスマイル株式会社内
・設立日： 2022 年 9 月 16 日
支部長：手束 直胤（社会福祉法人有誠福祉会 理事長）
副支部長：上田 裕久（株式会社豊結会 代表取締役）
幹事：遠藤 幸伸（株式会社縁由会 代表取締役）
幹事：大田 仁大（社会福祉法人あしかび会 専務理事）
幹事：谷 秀文 （株式会社ステッチハウス 代表取締役）
幹事：平田 益子（有限会社ほほえみ 代表取締役）
幹事：深谷 洋平（有限会社宝寿 代表取締役）
幹事：藤田 良 （山瀬観光有限会社 代表取締役）
幹事：細谷 恭信（株式会社サプライズ 代表取締役）
幹事：森本 直秀（株式会社未来 代表取締役）
事務局長：和田 文平（株式会社うしきの郷 代表取締役）
監査：井上 篤（医療法人十全会 理事長）

顧問：小泉 卓也（イツモスマイル株式会社 代表取締役）

◆香川県支部の概要
・住所 ： 香川県高松市林町 2032-2 高松中央医療器株式会社 介護ショップ 源内 内
・設立日： 2022 年 9 月 16 日
支部長： 佐藤 由加利 （らく楽福祉会グループ 副社長）
副支部長：村井 希代美（株式会社ケアライン 代表取締役）
幹事：近江 照博 （株式会社幸楽苑 代表取締役）
幹事：倉本 誠一郎（株式会社あい介護サービス 代表取締役）
幹事：黒川 清博 （株式会社ライフテラス 代表取締役）
幹事：駿谷 圭一 （有限会社にしむら 管理者）
幹事：英 早苗

（在宅療養ネットワーク 理事長）

幹事：宮本 雅由 （株式会社 Mｉｇ 代表取締役）
幹事：矢野 衣世 （株式会社ぱれっと 専務取締役）
事務局長：平賀 美和 （高松中央医療器株式会社
監査：住近 博

代表取締役）

（株式会社おたっしゃけあ 代表取締役）

◆障害福祉事業部会 栃木県支部の概要
・住所 ： 栃木県宇都宮市砥上町 333 番地 36 Future Grip 事務所内
・設立日： 2022 年 9 月 16 日
支部長：樋口 文男（社会福祉法人藹藹会 理事）
副支部長：相場 肇文（株式会社Ｖｉｎｃ 取締役）
副支部長：半田 裕子（株式会社たすかる 取締役副社長）
幹事：安生 智基（株式会社ミライエ 代表取締役）
幹事：佐藤 浩 （社会福祉法人益子のぞみの里福祉会 理事長）
幹事：小山 熙介（株式会社和 代表取締役）
事務局長：山村 樹（一般社団法人 Future Grip 研究所 主席コンサルタント）
監査：柴田 康幸 （Studio-Bambi 株式会社 代表取締役）

◆障害福祉事業部会 京都府支部の概要
・住所 ： 京都府京都市北区紫竹東高縄町 51 番地４
・設立日： 2022 年 9 月 16 日
支部長： 木下 一也（株式会社サクセスフルエイジング 代表取締役）
副支部長：清水 大介（マコム・プラニング株式会社 統括マネージャー）
副支部長：住里 彰啓（株式会社 Mic Corporation 代表取締役）
幹事：今江 充希（合同会社 I＆I 代表社員）
幹事：大月 遼平（株式会社サンフォレスト 取締役 福祉事業部長）
幹事：大西 翔子（株式会社リベルタ 代表取締役）
幹事：北尾 清 （一般社団法人実のなる樹 代表理事）
幹事：玉井 文恵（株式会社 P.yes.P 代表取締役）
幹事：濵野 英代（かどの株式会社 代表取締役）
幹事：藤田 和成（株式会社 Dear fam 代表取締役）
幹事：松浦 雅衛（合同会社 mock up 代表社員）
幹事：吉村 一馬（株式会社一咲 代表取締役）
事務局長：住田 正則（一般社団法人福祉介護事業志援夕映舎 代表）
事務局次長：小谷 樹幸（株式会社サクセスフルエイジング 取締役）
監査：中村 一徳（株式会社円陣 社外取締役）
監査：西島 正彦（株式会社 C‐Life 代表取締役）
監査：山邉 信一（ボディワークスタジオ ベースコンディショニングラボ 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：2,103 法人 15,864 事業所 ※2022 年 9 月 16 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

