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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 

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

理事長挨拶 

 

新年あけましておめでとうございます。 

 

昨年は大変お世話になりますした。本年もどうぞよろしくお願い致します。 

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/


 

いよいよ、2023年の幕が上がりました。我々、介護・障害福祉業界にとっては、大切な 1年間となります。

2024年度診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定に向けて、3月頃より介護給付費分科会

及び障害者部会を中心に具体的な議論が進められることとなります。秋頃には全体改定率が決定されて、プ

ラス改定となるのか？マイナス改定となるのか？皆さまも大変強い関心を示していることと思います。 

更には、年内中にサービスごとの論点に基づく議論も概ね終了し、各種加算・基準の見直しも概ね決定され

ます。 

 

介事連として、現場主導による報酬改定の実現に向けて最大限の活動を行ってまいります。 

 

そのためにも、2023 年中に介護において 47都道府県支部の設置を必ず実現させるべく更なる組織拡大に向け

た活動を加速致します。 

 

また、新型コロナウイルス感染症と物価高騰による介護・障害福祉現場への影響は深刻な状況が続いていま

す。現場の窮状を政府・与党・厚生労働省に正しく伝え、必要な支援策を講じてもらうように働きかけてま

いります。 

 

全国組織の完遂を見据えて、昨年末より全国事務局会議を開催し、更には 3月より全国支部長会議の開催も

継続的に行っていく予定としております。全国各支部の横の連携、事例・情報の共有も益々活発に進めてい

きます。 

 

令和 5 年 10 月 11日（水）には全国介護事業者連盟 全国大会 2023 を、東京にて開催致します。今のうちか

ら、10 月 11 日は終日予定を確保して頂けると幸いです。 

 

本年が皆様にとって、そして介護・障害福祉業界にとって素晴らしい年となり、介事連が更なる飛躍を遂げ

る 1 年となるように、引き続きどうぞよろしくお願い致します。 

 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

理事長 斉藤正行 

 

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

◆「愛媛県支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2023年 2月 16日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/ehime20230216/ 

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

◆「鹿児島県支部 年次総会・障害福祉事業部会 鹿児島県支部 設立総会」を開催いたします（2023年 2 月 22 日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kagoshima20230222/ 

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

◆「栃木県支部・障害福祉事業部会 栃木県支部 合同設立総会セミナー」を開催いたします（2023年 3 月 3 日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/tochigi20230303/ 

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

◆ケアプランデータ連携システムについて～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：1 月 26 日（木）16：00～17:00 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/ehime20230216/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kagoshima20230222/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/tochigi20230303/


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/2416715266621/WN_D4H0UbaRTMGOu5gbR6o5IA 

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

◆日本デイサービス協会～月 1勉強会（無料）～ 

内容：外国人介護人材を知る！就職希望者とのオンライン交流会 

日時：2023 年 1月 25日(水)18:30～19:45 

お申し込みはこちらからお願いいたします 

https://pf.japandayservice.com/seminar/seminar-2319/ 

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

◆令和４年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）「通所介護（デイサービス）に関す

るアンケート」ご協力のお願い 

・調査対象となりました会員事業所の皆様におかれましては（無作為抽出）、令和４年 12月 19日にアンケ

ート調査票を発出しております。 

ご多用の折恐縮ですが、事業所票は１月 30日（月）頃まで、利用者・家族票は１月 31 日（火）までにご協

力を賜りたくお願い申し上げます。 

【調査実施機関】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

電話：03-3496-3463 ※受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00 

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

◆「短期入所生活介護（ショートステイ）に関するアンケート」・「短期入所生活介護の利用状況に関する

ケアマネジャーアンケート」ご協力のお願い 

・調査対象となりました会員事業所の皆様におかれましては（無作為抽出）、令和４年 12月 19日にアンケ

ート調査票を発出しております。 

ご多用の折恐縮ですが、１月 23 日（月）までにご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

【調査実施機関】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

電話：03-5459-2649 ※受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00 

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

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

朗報！処遇改善加算の一本化が実現へ 

https://www.youtube.com/watch?v=Gixh30GjHJk 

 

介護職員の平均年齢は○○歳！介護人材対策 

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

 

2022年 介護業界の振り返り 

https://www.youtube.com/watch?v=S6dimaAN-SI 

 

2023年介護・障害福祉業界の行方 

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

 

徹底解説！24年介護保険制度の見直し意見書ついにまとまる 

https://www.youtube.com/watch?v=hhq-B-ISRIs 

https://zoom.us/webinar/register/2416715266621/WN_D4H0UbaRTMGOu5gbR6o5IA
https://pf.japandayservice.com/seminar/seminar-2319/
https://www.youtube.com/watch?v=Gixh30GjHJk
https://www.youtube.com/watch?v=ekol_jOudDI
https://www.youtube.com/watch?v=S6dimaAN-SI
https://www.youtube.com/watch?v=gtZeT_epTOw
https://www.youtube.com/watch?v=hhq-B-ISRIs


 

介護・障害福祉 外国人材活用は希望の光 

https://www.youtube.com/watch?v=jb9qE2vUJuQ 

 

介護・障害福祉 新型コロナ第 8波 影響と収束への見通し 

https://www.youtube.com/watch?v=SRHzDTSlqc4 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

１２月２７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』第５回検討委員会に理事長が出席（オンライン） 

 １月 ６日 第 28回常任理事会の開催（オンライン） 

 １月 ７日 石川県支部幹事会の開催（石川県 オンライン） 

 １月１０日 新潟県介護事業者連盟幹事会の開催（オンライン） 

 １月１１日 厚生労働省『障害児通所支援に関する検討会』第 7 回検討委員会に障害福祉事業部会 中川亮 

会長が出席（オンライン） 

 １月１２日 岡山県支部幹事会の開催（岡山県 オンライン） 

 １月１２日 群馬県支部幹事会の開催（群馬県 オンライン） 

 １月１２日 愛媛県支部幹事会の開催（オンライン） 

 １月１３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） 

 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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第７回「障害児通所支援に関する検討会（オンライン開催）」資料 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=iW29BXTKFeozyNcbY 

 

令和３年社会福祉施設等調査の概況 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=n3umwHx2M4cTti8NY 

 

第６回 全世代型社会保障構築本部 議事次第 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai6/gijisidai.html 

 

「人口動態統計月報（概数）」令和４年８月分 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=_xvIYzShf9P-JgptY 

 

2022年 11月 24日 第 102 回社会保障審議会介護保険部会 議事録 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=i2-2lds_cciMPWEZY 

 

令和３年介護サービス施設・事業所調査の概況 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eujcMnadCUJisBY 

 

介護給付費等実態統計月報（令和４年９月審査分） 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=n3uYyWA5cvKwQnkNY 

https://www.youtube.com/watch?v=jb9qE2vUJuQ
https://www.youtube.com/watch?v=SRHzDTSlqc4
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=iW29BXTKFeozyNcbY
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=n3umwHx2M4cTti8NY
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai6/gijisidai.html
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=_xvIYzShf9P-JgptY
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=i2-2lds_cciMPWEZY
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eujcMnadCUJisBY
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=n3uYyWA5cvKwQnkNY


 

第 213 回社会保障審議会介護給付費分科会資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html 

 

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

■       介護・障害福祉ニュース 
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介護費、来年度予算で 12 兆円超 政府 高齢者の負担増を検討 今年夏に結論へ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5474/ 

 

ケアプランデータ連携システム、来月から試験運用開始 厚労省 利用料負担は介護給付費からの差引で 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5398/ 

 

介護現場の生産性向上、全国にワンストップ相談窓口を整備 厚労省 事業者を一体的に支援 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5384/ 

 

厚労省、介護事業所の実地指導の「自己点検シート」を改正 今年度の報酬改定など反映 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5319/ 

 

【必読】次の介護保険制度の見直し、おさえておきたい 7つのニュース 2024 年度の超重要改正まとめ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5088/ 

 

平坦ではない処遇改善加算の一本化への道 “理想形”をめぐる論点は何か 

https://www.joint-kaigo.com/articles/4986/ 

 

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

■       賛助会員広告 【AGメディカル株式会社】 

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

【介護事業者様の保険収入を活用したファイナンススキームのご提案】 

  

感染症終息は未だ見えませんが、先行して手許金を少しでも確保することが急務とお考えの会員様も多いの

ではないでしょうか。 

そこで、キャッシュフロー改善に最適な仕組みづくりとして弊社の介護報酬担保ローンをご案内させて頂き

ます。 

https://www.agmedical.co.jp/borrow/products/welfare/lp/?af=017&id=k017&utm_source=kaijiren 

  

■４つのメリット！ 

その１｜契約時の事務手数料なし！ 

その２｜ファクタリングと違い必ず終了する！ 

その３｜赤字決算でも他社利用中でも介護給付費の最大４か月分の融資がご検討可能！ 

その４｜創業間もない事業者様でもご検討可能！ 

ご相談のみも大歓迎、ご気軽にご連絡ください。 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/5474/
https://www.joint-kaigo.com/articles/5398/
https://www.joint-kaigo.com/articles/5384/
https://www.joint-kaigo.com/articles/5319/
https://www.joint-kaigo.com/articles/5088/
https://www.joint-kaigo.com/articles/4986/
https://www.agmedical.co.jp/borrow/products/welfare/lp/?af=017&id=k017&utm_source=kaijiren


【お問い合わせ】 

TEL：03-3456-2102 

(受付時間 9:30～18:00 土日祝休) 担当：金子 

Mail：medical@agmedical.co.jp 

 

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

■    編集後記 

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

介護事業者倒産数 22年は過去最多 コロナ補助などの効果薄れも原因か 

 

大手信用調査機関の東京商工リサーチは 1月 11日「2022年の介護事業者の倒産件数が 143件で介護保険制度

開始以降最多を記録した」と発表しました。 

倒産原因としては間接的なものも含めて新型コロナが多く、通所介護などの利用控えによる売上げ減、感染

対策コストの増加などが経営に影響を与えました。 

また、2021 年はコロナの影響を受けた事業者への各種補助や融資策が奏功し、倒産件数は大幅に減少しまし

たが、昨年はそれらの取り組みの効果が薄れたところに、物価高などが直撃した形となったことも倒産の増

加につながったと思われます。 

物価高の一因となっていた円安は、最近はやや落ち着きを見せていますが、食材などは今年に入ってからも

値上げを実施・表明するメーカーが出るなど、介護事業者にとって厳しい経営環境はまだまだ続くと思われ

ます。 

サービス品質を下げない範囲内で運営コストの見直しを図るなどの対策が求められるでしょう。 

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

【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。 

 

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

