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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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石川県支部長挨拶 

 

石川県支部初代支部長を拝命いたしました、株式会社スパーテル代表取締役 橋本昌子でございます。 

てまりグループとして、有料老人ホーム、小規模多機能、リハビリ型デイサービス、訪問介護、訪問看護事

業、薬局と合わせて２５の事業所を運営しております。 

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/


 

石川県支部は、２０２２年９月１６日に全国で３０番目の支部として誕生いたしました。 

 

介護は、その人がどんな状態になっても生き方に寄り添い、自分らしく生きていただく支援です。しかし地

域には、介護を取り巻く様々な課題があります。 

必要な介護が受けられない介護難民、高齢者が高齢者を介護する老老介護、介護する人もされる人も認知症

である認認介護、高齢者の虐待問題や成年後見人トラブル、ヤングケアラーの問題。深刻な地域の課題がた

くさん寄せられています。 

 

介護職の待遇や、イメージがもっとよくなって、みんなから尊敬される存在になり、使命感をもった介護人

材を多く育てるために、私たちの声を国に届け、社会保障制度を持続可能なものにして、介護事業を維持・

発展させましょう。 

 

地域住民が安心して住み続けられる地域をつくるためにも、介護事業がしっかりと運営できる環境づくりに

尽力する所存です。 

皆様には、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

橋本 昌子（はしもと まさこ）  

株式会社スパーテル 代表取締役  

有料老人ホーム ひなの家・有料老人ホーム ひなの家彩・リハビリ型デイサービス 

てまりフィットネス 小規模多機能ホーム  ひなの家押野・ひなの家訪問看護 

もものはな訪問介護・訪問介護てらす・てまり薬局 

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

◆「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/ 

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

◆「全国介護事業者連盟 愛知県支部・障害福祉事業部会 愛知県支部 交流親睦会」を開催いたします 

（2022 年 12 月 15日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/aichi1215/ 

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

◆入所施設/通所事業所向け BCP作成研修会～感染症～ 

内容：あいおいニッセイ同和損保が提供する BCPの作成キットを用いた BCP 作成オンライン研修会を行いま

す。作成キットは 12月 22日（木）に申込者のメールへ配布します。 

日時：12月 23日（金）入所施設所向け 10:00～12:00/通所事業所向け 13:30～15:30 

参加費用・形式：無料・オンライン（先着 1,000名様まで） 

▼詳細内容・お申し込みは下記をご覧ください。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/aioiseminer1223.pdf 

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

◆2024 年度同時報酬改定～今後の動向と生き残り戦略～ 

主催：株式会社ＥＭシステムズ 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kagawa1207/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/tokushima1208/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/aichi1215/
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/aioiseminer1223.pdf


日時：12 月 20 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://bit.ly/3NXJQ84 

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

◆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(11 月 30 日迄） 

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 

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 

 

新型コロナ第 8波への警戒 介護・福祉業界への緊急メッセージ 

https://www.youtube.com/watch?v=5MJCR24AA5o 

 

徹底解説 在宅介護の DX推進の要 ケアプランデータ連携システム 

https://www.youtube.com/watch?v=ppNOVJHRI5Q&t=331s 

 

9分で分かる！訪問介護＋通所介護 複合型新サービスの創設 徹底解説 

https://www.youtube.com/watch?v=QtCGwU9e60M 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

１１月１４日 全国大会 in沖縄 2022の開催（沖縄県） 

１１月１５日 愛媛県支部幹事会の開催（オンライン） 

１１月１５日 厚生労働省『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３回検    

討会に理事長が出席（オンライン） 

１１月１７日 厚生労働省『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３回検討委員会に理事長が出席（オンライン） 

１１月２２日 厚生労働省『障害児通所支援に関する検討会』第 5 回検討委員会に障害福祉事業部会 杉野貴 

彦役員・事務局長が代理出席（オンライン） 

１１月２２日 第 6回介護人材委員会の開催（東京都 オンライン） 

１１月２２日 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） 

１１月２２日 栃木県支部・障害福祉事業部会 栃木県支部幹事会の合同開催（オンライン） 

１１月２４日 広島県支部幹事会の開催（広島県） 

１１月２５日 厚生労働省『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』第２回検討委    

員会に理事長が出席（オンライン） 

１１月２５日 自由民主党 『介護福祉議員連盟』にヒアリング団体として出席（東京都） 

１１月２５日 第４回外国人材活用推進検討部会の開催（東京都 オンライン） 

１１月２６日 北海道支部 年次総会・障害福祉事業部会 北海道支部 設立総会の合同開催（北海道） 
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■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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https://bit.ly/3NXJQ84
https://pf.japandayservice.com/grand-prix/
https://www.youtube.com/watch?v=6H7Ej6XAJ1w
https://www.youtube.com/watch?v=5MJCR24AA5o
https://www.youtube.com/watch?v=ppNOVJHRI5Q&t=331s
https://www.youtube.com/watch?v=QtCGwU9e60M


 

第 103 回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html 

 

第 102 回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html 

 

第 101 回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html 

 

第４回全世代型社会保障構築本部 

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202211/24zensedai.html 

 

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

■       介護・障害福祉ニュース 

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

 

小豆島でオリーブ栽培の B 型事業所 工賃向上と地域振興に（香川） 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28692 

 

政府、介護人材確保の総合政策パッケージを年内に策定 岸田首相が指示 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3927/ 

 

「訪問＋通所」の新介護サービス創設、競争激化は必至か 国の狙いと今後の注目点はこれだ＝斉藤正行 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3833/ 

 

【高野龍昭】2024年度改正、“手詰まり”の介護保険 人口減と厳しい経済情勢で立ち往生 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3791/ 

 

SOMPOケア、子ども食堂を本格展開 全ての介護付きホームで運営開始へ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3706/ 

 

「訪問＋通所」の新介護サービスは地域を救うか 最大の課題は訪問の人材確保＝結城康博 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3746/ 

 

【科学的介護】厚労省「LIFEのフィードバックを改善していく」 ケアプラン情報も活用へ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3716/ 

 

特養の要介護 1と 2の「特例入所」、柔軟な運用も可能 厚労省が制度の趣旨を再周知へ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3583/ 

 

要介護認定の審査会、オンライン開催を可能に 厚労省提案 負担減へコロナ特例を恒久化 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3670/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202211/24zensedai.html
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/28692
https://www.joint-kaigo.com/articles/3927/
https://www.joint-kaigo.com/articles/3833/
https://www.joint-kaigo.com/articles/3791/
https://www.joint-kaigo.com/articles/3706/
https://www.joint-kaigo.com/articles/3746/
https://www.joint-kaigo.com/articles/3716/
https://www.joint-kaigo.com/articles/3583/
https://www.joint-kaigo.com/articles/3670/


 

介護事業所に財務諸表の公表を義務付け 厚労省方針 経営状況の見える化へ 2024 年度から 

https://www.joint-kaigo.com/articles/3565/ 

 

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

■   賛助会員広告【株式会社ツカモトコーポレーション】 

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

『介護業界応援プロジェクト』介護施設等経営者向けオンラインセミナ-のご案内です！ 

 

日時：2022 年 12月 12日(月) 14 時 00 分～15時 30 分 

主催：(株)ツカモトコーポレーション 介護業界応援プロジェクト事務局 

講師：社会福祉法人千歳会理事長 左敬真氏 

配信：Zoom ウェビナー 

 

▼第 1 部：14時 05分～15時 05分 

社会福祉法人生き残り戦略 『人の集まらない施設に未来はない』 

～千歳会 V 字回復のデータからみる社会福祉法人の未来像～ 

 

▼第 2 部：15時 05分～15時 25分 

データを活用した科学的介護の実践例紹介 

～千歳会グループちとせ小町による取組み例～ 

 

お申込みはこちらから↓↓ 

https://www.tsukamoto-solution.com/post/seminar2 

 

無料で聴講可能です。 

介護経営に役立つ情報ですので、介護事業者・医療法人の方は是非ご参加ください！ 

 

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

■    編集後記 

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

24年より「訪問+通所」サービス開始 普及のカギは「仕組みに関する正しい理解」 

 

2024年度から新たに「訪問＋通所サービス」が創設されることになりました。 

これまで通所系事業者からは「利用者は施設にいる時間より、自宅で過ごす時間の方がずっと長い。 

自宅にいる間に何か起こらないか心配」という声が上がっていました。 

新サービスは、これまでの「訪問」「通所」単独では難しかったニーズに対応できるもの、 

また介護人材をより効果的に活用するものとして期待されます。 

その一方で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など歴史の浅い介護保険サービスは、 

なかなか普及が進んでいないという現実があります。 

この原因として「自治体やケアマネジャーのサービスに対する理解が十分ではない」などといった点が指摘

されています。 

今回の新サービスが普及をするかどうかは、事業者だけでなく、自治体・利用者など、関わる人全てが積極

https://www.joint-kaigo.com/articles/3565/
https://www.tsukamoto-solution.com/post/seminar2


的に学び、 

有効的な活用方法などについて正しく理解することがポイントになるのではないでしょうか。 

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

【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/
mailto:info@kaiziren.or.jp

