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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 

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

障害福祉事業部会 大阪府支部長挨拶 

  

この度、全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 大阪府支部 支部長に任命されました株式会社インクルージ

ョン代表の藤田直と申します。 

私どもインクルージョングループは「誰もが笑って暮らせる社会を創る」という理念のもと、大阪府下にお

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/


いて、訪問介護、居宅介護支援事業所等の介護事業、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労支援 A・B

型、グループホーム等の障害事業、企業主導型保育等の保育事業、その他、福祉事業の経営コンサルタント

業、障害福祉事業のサイト運営を営んでおります。また、グループ法人にて、重度心身障害者の児童発達支

援・放課後等デイサービス、認可保育所等を運営しております。 

 

自身の活動としては、著書「ストーリーで学ぶ介護事業共感マーケティング（幻冬舎）」の出版や、起業家

向け経営塾「恒星」の主催、過疎化の進むまちの「地域創成」等を通じて、福祉業界をより明るく、身近

に、ワクワク出来る業界であるように挑戦しています。 

 

私は長らくの福祉事業の現場を通じて、多くの矛盾や課題を肌で感じて参りました。 

いつの日か、制度設計に現場の声を届けることが出来るようにと、願っておりました。そのことが、事業者

のより良い運営に繋がり、結果として利用者に還元することが出来ると考えているからです。今回、多くの

皆様のご尽力により、全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 大阪府支部が設立されたことに深謝いたしま

す。 

 

持続可能な障害福祉制度の実現のため、介護、障害、法人の枠を超えて団結し、その声が届くように、大阪

府支部が一丸となって邁進いたします。 

当連盟の活動へのお力添えと、ご指導・ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

   

藤田 直（ふじた なおき） 

社会福祉士 介護支援専門員 

株式会社インクルージョン 代表取締役 

一般社団法人全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 大阪府支部 支部長 

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

◆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・京都府支部を設立いたしました 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/press20220919.pdf 

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

◆「京都府支部・障害福祉事業部会 京都府支部 合同設立総会・セミナー」を開催いたします（2022 年 10月 29 日） 

http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/kyoto20221029.pdf 

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

◆「大阪府支部 年次総会・障害福祉事業部会 大阪府支部 設立総会」を開催いたします（2022年 11月 4日） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/oosaka20221104.pdf 

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

◆「石川県支部 設立総会・セミナー」を開催いたします（2022年 11月 5日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/ishikawa-soukai/ 

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

◆「香川県支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2022年 12月 7日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kagawa1207/ 

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

◆介護人材定着の秘訣は理念型経営マネジメント～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：10 月 25 日（火）16：00～17:00 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/press20220919.pdf
http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/kyoto20221029.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/oosaka20221104.pdf
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/ishikawa-soukai/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kagawa1207/


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_CQl9RwzWSmG_mjEsnmFijw 

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

◆日本デイサービス協会～日本デイサービス協会が選ぶ、2023 年デイサービス 5選の募集について～ 

https://www.japandayservice.com/pdfs/20220914.pdf 

月 1 勉強会「10年後に生き残るための人材採用戦略」 

・2022 年 10 月 19日(水)18:30～20:00 

・参加料：無料 

https://pf.japandayservice.com/seminar/seminar-2188/ 

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

◆厚生労働省「令和 3年度介護報酬改定等に関する（看護）小規模多機能型居宅介護事業所の実態調査」回

答へのご協力のお願い 

※本調査の対象となる小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護事業所には、郵送で資料一式

を送付しております。 

回答期限：10月 31日（月） 

https://questant.jp/q/shoutaki 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

介護・障害福祉の実態調査 処遇改善、書類負担、外国人材活用について 

https://www.youtube.com/watch?v=-6pv6IxyPI0 

 

有料老人ホームの選び方 立地・建物・価格・職員の接遇で選ぶのは NG 

https://www.youtube.com/watch?v=mDqMnt0MP8A 

 

介護・障害福祉分野における成功する人材戦略の原理・原則 

https://www.youtube.com/watch?v=H8OkXgcjO4A&t=701s 

 

介護・福祉現場における職員間の円滑なコミュニケーションの秘訣 

https://www.youtube.com/watch?v=y5EIuH35h4g 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

９月２６日 障害福祉事業部会 大阪府支部幹事会の開催（オンライン） 

９月２６日 障害福祉事業部会 鹿児島県支部幹事会の開催（オンライン） 

９月２７日 第 6回 科学的介護推進委員会の開催（東京都 オンライン） 

９月２７日 第 2回 通所サービス在り方委員会の開催（東京都 オンライン） 

９月２８日 三重県支部 設立総会の開催（三重県 オンライン）  

９月２９日 第 5回 介護人材委員会の開催（東京都 オンライン） 

９月２９日 栃木県支部幹事会の開催（オンライン）  

９月２９日 厚生労働省 障害福祉推進事業『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   

研究検討委員会 』第 2回検討委員会に理事長が出席（オンライン） 

９月２９日 厚生労働省『障害児通所支援に関する検討会』第 3回検討会に障害福祉事業部会 中川亮 会長 

https://zoom.us/webinar/register/WN_CQl9RwzWSmG_mjEsnmFijw
https://www.japandayservice.com/pdfs/20220914.pdf
https://pf.japandayservice.com/seminar/seminar-2188/
https://questant.jp/q/shoutaki
https://www.youtube.com/watch?v=-6pv6IxyPI0
https://www.youtube.com/watch?v=mDqMnt0MP8A
https://www.youtube.com/watch?v=H8OkXgcjO4A&t=701s
https://www.youtube.com/watch?v=y5EIuH35h4g


が出席（オンライン） 

１０月 ３日 第 2回 地域密着型サービス在り方委員会の開催（東京都 オンライン） 

１０月 ４日 第 25回 常任理事会の開催（オンライン） 

１０月 ４日 群馬県支部幹事会の開催（オンライン） 

１０月 ６日 福岡県支部幹事会の開催（オンライン） 

１０月 ７日 第 2回 訪問サービス在り方委員会の開催（東京都 オンライン） 

１０月 ７日 第 3回 障害福祉事業部会 障害児福祉サービス在り方委員会の開催（オンライン） 

１０月１０日 第 6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） 

１０月１１日 北海道支部・障害福祉事業部会 北海道支部幹事会の合同開催（オンライン） 

１０月１２日 厚生労働省 老健事業『通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護における効果    

的な機能訓練のあり方に関する調査研究事業』第 2回検討委員会に理事長が出席（オンライン） 

１０月１３日 岡山県支部幹事会の開催（オンライン）  

１０月１３日 石川県支部幹事会の開催（石川県 オンライン） 

１０月１４日 厚生労働省 老健事業『地域の特性に応じた訪問介護サービスの提供体制のあり方に関する調 

査研究事業』第 1 回検討委員会に理事長が出席（オンライン） 

１０月１４日 障害福祉事業部会 第 10回 正・副会長会議（オンライン） 

１０月１４日 第 5回 生産性向上推進委員会・第３回 AIR 介護（介護 DX）推進検討部会の合同開催（東京   

都 オンライン） 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

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

医療ＤＸ推進本部 

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202210/12iryoudx.html 

 

介護現場における文書負担軽減等に向けた取組の周知について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000998934.pdf 

 

介護サービス事業所指定における電子申請・届出システムの運用開始に伴う対応等について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000995904.pdf 

 

全世代型社会保障構築会議（第 7回） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai7/gijisidai.html 

 

第 98回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html 

 

第 99回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28430.html 

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

■       介護・障害福祉ニュース 

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

強度行動障害の検討会が発足 施設での集中支援を議論〈厚労省〉 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28421 

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202210/12iryoudx.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000998934.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000995904.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai7/gijisidai.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28430.html
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28421


 

「脱施設へ戦略必要」 国連障害者権利委員会の副委員長が来日講演 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28400 

 

介護人材確保でさらに意見 総合確保方針改定で 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=4237 

 

厚労省 23年度概算要求 33.3兆 「人への投資」強化 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220927_02_1/ 

 

コロナ対応の臨時交付金 各自治体の支援、有効活用を 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220927_04_1/ 

 

政府、医療・介護の「報酬改定 DX」に着手 現場の負担軽減目指す 来春に工程表 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2600/ 

 

介護事業所の指定申請の書類、標準様式はこちらです。厚労省通知 現場の「要望受付フォーム」も再周知 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2520/ 

 

介護の書類に押印・署名は要りません。厚労省、局長通知で自治体に再要請 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2287/ 

 

岸田首相「介護職の処遇改善を進める」「公的価格を改善する」 所信表明演説 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2183/ 

 

介護事業所の行政手続き、原則デジタル化へ 政府方針 厚労省に検討を要請 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2064/ 

 

全世代型社会保障会議、軽度者の生活援助の見直し促す 居宅介護支援の給付や利用者負担も 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2044/ 

 

要介護 2以下の訪問・通所を総合事業へ移す案、関係団体らが猛反発＝介護保険部会 

https://www.joint-kaigo.com/articles/1955/ 

 

【斉藤正行】物価高騰は長期化も 介護の利用者負担引き上げは丁寧な検討を 

https://www.joint-kaigo.com/articles/1792/ 

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

■   賛助会員広告【株式会社エブリ・プラス】 

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

補助率 10/10（全額）の補助金（サービス提供体制確保事業）申請書類作成サポート無料のご案内 

 

紹介費・求人費、衛生用品購入費に利用可！ 

令和 3 年度採択率 100％！予算なくなり次第終了！ 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28400
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=4237
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220927_02_1/
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20220927_04_1/
https://www.joint-kaigo.com/articles/2600/
https://www.joint-kaigo.com/articles/2520/
https://www.joint-kaigo.com/articles/2287/
https://www.joint-kaigo.com/articles/2183/
https://www.joint-kaigo.com/articles/2064/
https://www.joint-kaigo.com/articles/2044/
https://www.joint-kaigo.com/articles/1955/
https://www.joint-kaigo.com/articles/1792/


 

■ご依頼条件 

・令和 4年 4月以降コロナ感染がスタッフ又は利用者で発生している事業所がある 

・補助金活用で無料利用できる、家から近い距離の求人を探せることで話題の求人サイト““家チカ介護”    

https://2upjob.com/iechika の募集記事掲載 

 

■支給額例（補助率 10/10） 

特養（定員 100名）380万 

デイ（通常規模）53.7万 

サ高住（定員 40名）148 万 

訪問介護 32万 

※記載ない多くのサービスも対象   

※令和 3年度分申請済みや満額申請していない場合も対象 

 

ご依頼特典として無料で吉本芸人など 300 種から選べるレク 1年分付き！ 

申請の手間なく、補助金獲得利用したい法人様、お気軽にお問い合わせ下さい。 

詳細：https://bit.ly/3exk3pW 

 

（株）エブリ・プラス https://everyplus.jp/ 

電話 050-5306-7767  土日祝日◎ 

 

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

■    編集後記 
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「フレイル」7割以上が「聞いたことない」専門用語はわかりやすく言い換えを 

 

タニタが 40 歳以上を対象に「フレイル」という言葉の認知度を調べたところ、「聞いたことがある」のは約

26％、「内容まで知っている」のは約 16％でした。 

自治体などは「フレイルを予防しましょう」と高齢者に運動を呼びかけていますが、当の高齢者には言葉の

意味すら通じていない実態が明らかになりました。 

フレイル以外にも介護・医療業界には「業界内では当たり前でも一般の人には通じにくい言葉」が沢山あり

ます。 

「ACP」「MCI」「ADL」「リビングウィル」あたりが代表格でしょうか。 

もし自身や家族の介護について専門家に相談している最中に、相手の口からこうした言葉が頻繁に出てきた

ら、「難しい言葉で自分を騙そうとしているのでは」と警戒してしまうかもしれません。 

専門家とは「専門的な難しい言葉を使う人」ではなく「専門的なことを平易な言葉で伝えられる人」です。 

特に一般の方には、わかりやすい言葉への言い換えを心がけるようにしましょう。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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。 

https://2upjob.com/iechika
https://bit.ly/3exk3pW
https://everyplus.jp/
http://kaiziren.or.jp/


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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