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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 
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栃木県支部長挨拶 

 

この度、令和 4年 9月 16 日より全国介護事業者連盟 栃木県支部の支部長を拝命しました、One-or-

Eight.LLC 代表の中村洋文と申します。 

今回、当連盟の斉藤理事長はじめ多くの皆様方のご尽力により栃木県支部を設立することができました。 

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/


この場をお借りして、改めて感謝申し上げます。 

 

弊社は在宅介護（訪問看護、訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援）及び就労支援 B型、教育事業（実務者研

修、講演）を展開している会社でございます。 

昨今の物価高騰の煽りを受け、ガソリン代や電気代等の経費増大が我々のような介護事業者においては、非

常に苦しくなる世界情勢となっております。また、新型コロナウィルスの第 8波が襲ってくることも確実視

されております。 

 

このような社会情勢においても、社会のインフラである我々は業務を継続していくことが求められます。 

予断を許さない社会情勢の中において、「健康で文化的な最低限の生活」と、「一人ひとりの権利擁護」を

支える我々が一致団結して 

様々な課題と向き合い、そして解決に向けた発信を当連盟を通して活動して参ります。 

 

不慣れな点により、皆様方には多大なご迷惑をおかけすることもあるかと思います。 

微力ではございますが、当連盟および業界の発展に向けて最大限努力して参りますので、どうぞ宜しくお願

い申し上げます。 

 

中村洋文（なかむらひろふみ） 

One-or-Eight 合同会社 代表 

なすの在宅生活支援センター 

併設事業所：なすの訪問看護ステーション/なすのケアステーション/なすのケアプランセンター/なすの訪問

入浴介護ステーション/就労支援事業所なすの 

 

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

◆愛媛県支部を設立いたしました（2022年 11月 1日） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/press20221101.pdf 

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

◆「北海道支部 年次総会・障害福祉事業部会 北海道支部 設立総会」を開催いたします（2022年 11月 26日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/hokkaido1126/ 

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

◆「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/ 

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

◆「徳島県支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2022年 12月 8日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/tokushima1208/ 

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

◆ウェビナーおよび意見交換会「介護施設における新型コロナウイルス感染症への対応」開催のお知らせ 

介護施設が新たな感染の拡大に備えて対策を強化できるよう、これまで取り組まれた対策の紹介などを含め

て、情報共有を目的としたウェビナーと意見交換を開催します。 

今回は対象を会員に限定しませんので、是非ご参加ください。 

【主  催】一般社団法人日本環境感染学会  

【日  時】2022年 11月 29日（火）18時〜20時 

【開催方式】Zoomを用いたオンラインセミナー 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/press20221101.pdf
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/hokkaido1126/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kagawa1207/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/tokushima1208/


【参加条件】会員、介護施設の職員および関係者（非会員も可） 

【参 加 費】 無料 

参加をご希望の方は、11月 20日（日）までに下記 URLよりお申込み下さい。 

URL：https://forms.gle/8S3JVKihUYupKtVn8 

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

◆SDGs 経営に取り組んでみませんか～SDGｓ経営簡易診断サービス案内～ 

参加費用・形式：無料・オンライン 

・サービスの詳細内容は下記をご覧ください。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/ioiSDGs.pdf 

・サービスのお申し込み、お問い合わせ先は下記のサイトよりお願いします。 

https://ad-sdgs.com/entries 

※アクセス後、業種、社員コード、代理店コードの入力が求められます。 

介事連会員様専用のコードを設定していますので、業種（介護）、社員コード（0010286）、代理店コード

（0E20）をご入力ください。 

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

◆2024 年度 介護保険法改正の展望～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：11 月 29 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_IuDIR3SDSIaIU92MNVcvKA 

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

◆日本デイサービス協会が選ぶ、2023 年デイサービス 5選エントリー申し込みフォーム 

https://pf.japandayservice.com/grand-prix/ 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

徹底解説 介護保険法改正どうなる 利用者 1 割負担が 2割に？ 

https://www.youtube.com/watch?v=H3Q5NmJqxpk 

 

『ABEMA Prime』出演の裏話と伝えきれなかったこと 

https://www.youtube.com/watch?v=xqp8QTM2aoQ 

 

4つ目の処遇改善加算創設か？介護・障害福祉の処遇改善のゆくえを徹底解説 

https://www.youtube.com/watch?v=3nFob1anHUk 

 

障害者支援法改正案が閣議決定 障害福祉事業の大変革の始まり 

https://www.youtube.com/watch?v=6H7Ej6XAJ1w 

 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

１０月３１日 第 26回常任理事会の開催（東京都 オンライン） 

１１月 １日 愛媛県支部の設立 

１１月 ２日 東海支部・愛知県支部・障害福祉事業部会 愛知県支部幹事会の開催（オンライン） 

https://forms.gle/8S3JVKihUYupKtVn8
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/ioiSDGs.pdf
https://ad-sdgs.com/entries
https://zoom.us/webinar/register/WN_IuDIR3SDSIaIU92MNVcvKA
https://pf.japandayservice.com/grand-prix/
https://www.youtube.com/watch?v=H3Q5NmJqxpk
https://www.youtube.com/watch?v=xqp8QTM2aoQ
https://www.youtube.com/watch?v=3nFob1anHUk
https://www.youtube.com/watch?v=6H7Ej6XAJ1w


１１月 ４日 大阪府支部 年次総会・障害福祉事業部会 大阪府支部 設立総会の開催（大阪府） 

１１月 ５日 石川県支部 設立総会・セミナーの開催（石川県） 

１１月 ７日 第 4回介護人材の円滑な確保検討部会の開催（東京都 オンライン） 

１１月 ７日 九州支部・福岡県支部・熊本県支部・鹿児島県支部・障害福祉事業部会 鹿児島県支部幹事会    

の合同開催（オンライン） 

１１月 ７日 関東支部・東京都支部・神奈川県支部・千葉県支部・埼玉県支部幹事会の開催（東京都 神 

奈川県 千葉県 埼玉県 オンライン） 

１１月 ８日 新潟県介護事業者連盟幹事会の開催（オンライン） 

１１月 ８日 北海道支部幹事会の開催（オンライン） 

１１月 ９日 厚生労働省『医療・介護・保育分野における職業紹介適正事業者認定事業』情報連絡会に村 

上事務局長が出席（オンライン） 

１１月 ９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） 

１１月１１日 第 7回科学的介護推進委員会の開催（東京都 オンライン） 
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■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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第 100 回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html 

 

財政制度分科会（令和 4年 11月 7日開催）資料一覧 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-

of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html 

 

厚生労働省『令和 4年度 第 1回 適正な有料職業紹介事業者の認定につい て』（ご案内） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/kourounintei202211.pdf 

 

第８回全世代型社会保障構築会議 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html 
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■       介護・障害福祉ニュース 
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うつ病など精神障害の労災は 40 代がピーク〈過労死等防止対策白書〉 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28559 

 

国会図書館の蔵書デジタル化推進 障害者が業務の担い手に 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28563 

 

財務省、介護施設の給付見直しを主張 老健や介護医療院の室料を利用者負担に 2024 年度の実施を要請 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3371/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
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http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/kourounintei202211.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28559
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28563
https://www.joint-kaigo.com/articles/3371/


 

財政審、介護の利用者負担引き上げを重ねて要請 会長代理「経過措置を入れつつ実現を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3323/ 

 

好事例通じ「つながり」創出 サービスの可能性探求 日本デイサービス協会 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20221019_10_2/ 

 

高齢者の介護保険料、高所得者で引き上げ検討 厚労省 応能負担を強化へ＝介護保険部会 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3174/ 

 

財政審、介護の利用者負担引き上げを重ねて要請 会長代理「経過措置を入れつつ実現を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3323/ 

 

“要介護 1 と 2の保険外し”、財務省が一部見送りを容認 「段階的にでも実施すべき」と提言 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3305/ 

 

介護保険を 40 歳未満にも拡大を 残る待望論 有識者の賛否分かれる＝介護保険部会 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3263/ 
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■    編集後記 
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オムツ交換業務なしで応募者増加 「給与安くてもいいから」という層に上手く訴求 

 

ある介護事業所で「給与額は少し低いが、排泄介助・オムツ交換業務無し」の条件で介護職を募集したとこ

ろ、多くの応募があったそうです。 

もちろん、この事業所の業務からオムツ交換がなくなったわけではありません。 

それを免除することで「介護現場で働きたいが、他人の排泄物に触れるのは嫌だ」という人を呼び込むこと

ができました。 

その分、特定の職員が集中してオムツ交換を担当する形になりますが、オムツ交換無しの職員の給与を安く

抑えた分を手当てとして上乗せして対応しています。 

介護職が利用者の介護をするのは当たり前ですが、全ての業務を得意とし、好んででやっているわけではあ

りません。 

苦手な業務を「仕事だから」と強いるのは、今の時代、特に若い世代には受け入れられないかもしれませ

ん。 

キャリアパス制度の一環として、同じ等級の職員であっても、具体的な職務の内容や給与額を職員自身が選

択できる仕組みが求められるのではないでしょうか。 
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【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。 
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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

