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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 

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

徳島県支部長挨拶 

 

全国介護事業者連盟（以下、介事連）徳島県支部 支部長の手束直胤と申します。 

 

令和 4 年 12 月 8日にハイブリッド形式で開催しました徳島県支部設立総会には介事連の理念に賛同された介

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/


護事業者からたくさんの参加者が集いました。 

ご来賓の県選出国会議員や県知事、県議会議長をはじめ県医師会など各職能団体からもあたたかいご祝辞と

激励を賜りました。 

記念講演では、斉藤正行理事長より介事連が掲げる 5大政策方針と業界全体が一致団結して、政府や関係団

体に対して積極的な意見提起を行っている旨を力強く話されました。 

 

当支部におきましても、県や市町村、各職能団体と情報共有や連携を図り、より良い介護サービスを提供し

ていけるよう取り組みます。 

また、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、国際情勢による急速な物価高や光熱水費高騰への支援な

ど、幅広く要望活動も行ってまいります。 

 

今後も、介事連の活動にご賛同とご協力を賜りますよう活動してまいります。 

 

手束 直胤（てづか なおつぐ） 

1967年生まれ 中央大学中退 国会議員秘書を経て 

医療法人有誠会理事長 

社会福祉法人有誠福祉会理事長 

（有）エヌティコーポレーション創業 

（株）ユーセイホールディングス創業 

（株）IBLJ 取締役 

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

◆内閣府 「規制改革推進会議 第５回 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」にヒアリング団体として出席

し、『障害福祉分野における手続きの負担軽減に関する現状の課題と要望事項』について意見提言を行いました 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/naikakufu20230125.pdf 

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

◆「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/ 

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

◆訪問介護＋通所介護の複合型新サービス創設のゆくえ～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：2月 24日（金）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/7916735815417/WN_5AQGx4FhQmmq9T_z6Bey_g 

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

◆「24 年同時改定の方向性を徹底解説～未来の介護のカタチとは？～ 」 

主 催：株式会社ＵＳＥＮ ＷＯＲＫＩＮＧ 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/naikakufu20230125.pdf
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/ehime20230216/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/kagoshima20230222/
http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/tochigi20230303/
https://zoom.us/webinar/register/7916735815417/WN_5AQGx4FhQmmq9T_z6Bey_g


参加費：無料 

日 時：2月 8日（水）18:30～20:00 

開催方法：オンライン  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYNsML2vFR2RIr3Ddn_KLQmE3HqRaOAxMyZC26A3m-5ifWA/viewform 

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

◆「通所+訪問」でどう変わるか 大変革の報酬改定を見据えた経営セミナー 

主 催：株式会社ＬＩＦＵＬＬ ｓｅｎｉｏｒ 

参加費：無料 

日 時：2月 21日（火）13:00～14:30 

開催方法：オンライン 

https://forms.gle/3TZE74q1tuDZ6fzKA 

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

◆日本デイサービス協会が選ぶ 2023 年デイサービス 5選 発表 ※ついに 5選が決まる！！ 

2023年 3月 15日（水）18:30～  

事前観戦登録はこちらからお願いいたします 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_u3cpYS_zQoSH4-wtFmiAZw 

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

◆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 外国人材活用は希望の光 

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

 

介護現場の外国人材 サ高住・住宅型有老で活用可能？？ 

https://www.youtube.com/watch?v=UjUo3vlZOJs 

 

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 

 

YouTuberまちゃぴろ特別対談 介護・福祉は最幸の仕事！ 

https://www.youtube.com/watch?v=CdSQdquyuM4 

 

YouTuberまちゃぴろ特別対談 魅力溢れる介護へ新しい仕掛け 

https://www.youtube.com/watch?v=iz4DolMveqs 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

１月１６日 第 7回介護人材委員会の開催（オンライン） 

１月１６日 障害福祉事業部会 正・副役員会の開催（オンライン） 

１月１７日 九州支部・福岡県支部・熊本県支部・鹿児島県支部幹事会の開催（オンライン） 

１月１７日 東海支部・愛知県支部・三重県支部・障害福祉事業部会 愛知県支部幹事会の開催（愛知県 三重県 オンライン） 

１月１８日 関西支部・大阪府支部・京都府支部・兵庫県支部・障害福祉事業部会 大阪府支部・障害福祉事  

業部会 京都府支部幹事会の開催（大阪府 オンライン） 

１月１９日 北海道支部・障害福祉事業部会 北海道支部幹事会の開催（オンライン） 

１月２０日 第５回外国人材活用推進検討部会の開催（東京都 オンライン） 

１月２３日 東北支部幹事会の開催（宮城県 オンライン） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYNsML2vFR2RIr3Ddn_KLQmE3HqRaOAxMyZC26A3m-5ifWA/viewform
https://forms.gle/3TZE74q1tuDZ6fzKA
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https://www.youtube.com/watch?v=jb9qE2vUJuQ
https://www.youtube.com/watch?v=UjUo3vlZOJs
https://www.youtube.com/watch?v=SRHzDTSlqc4
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https://www.youtube.com/watch?v=iz4DolMveqs


１月２５日 広島県支部幹事会の開催（広島県） 

１月２５日 厚生労働省『障害児通所支援に関する検討会』第 8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２６日 関東支部・東京都支部・神奈川県支部・埼玉県支部・千葉県支部幹事会の開催（東京都 オンライン） 

１月２６日 栃木県支部・障害福祉事業部会 栃木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 

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

第８回「障害児通所支援に関する検討会（オンライン開催）」 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=N9NvzsfabiyojjulY 

 

令和５年第２回経済財政諮問会議 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2023/0124/agenda.html 

 

介護給付費等実態統計月報（令和４年１０月審査分） 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8xeuwYouCcO6fkNhY 

 

「人口動態統計速報」令和４年 11月分 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M9do1MyctAEjlvKhY 

 

第 213 回社会保障審議会介護給付費分科会（web会議） 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=BeEpBjL1PLTVXkKXY 

 

令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会について（案） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001037653.pdf 

 

厚生労働省 介護現場における生産性向上推進フォーラムについて（ご案内） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/kourouforamu_09.pdf 

 

内閣府 規制改革推進会議 第５回 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230125/medical05_agenda.html 

 

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

■       介護・障害福祉ニュース 

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

認知症施策、見直しも 「共生と予防」が推進のカギ 社保審・介護保険部会 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20221214_12_2/ 

 

処遇改善加算の様式を簡素化 事業所ごとの記載不要に 厚労省 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=771 
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https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001037653.pdf
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ポストコロナ、介護の外国人材の受け入れも活発化へ 来たるべき転換期に備えよ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5963/ 

 

現実味を帯びる介護保険制度の軽度者改革 総合事業の本来の目的に立ち返った議論を 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5893/ 

 

無資格の介護職員に認知症研修を義務化 2024年度から完全施行 厚労省、進捗を調査へ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5768/ 

 

今年は医療・介護・障害の「トリプル改定」の議論が本格化 厚労省、分野横断的な意見交換会を開催へ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5636/ 

 

厚労省、処遇改善加算の申請書類を簡素化 今年度から 記載項目を削減 介護の事務負担軽減を目指す 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5623/ 

 

介護職員の「特定処遇改善加算」、算定率 7割超に “ベースアップ補助金”も約 7 割＝厚労省 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5597/ 

 

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

■   賛助会員広告【株式会社ケアコネクトジャパン】 

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

賛助会員の(株)ケアコネクトジャパンでございます。 

 

■会社概要＆CAREKARTEについて 

弊社は介護記録に特化したシステム CAREKARTEの開発、販売をしている介護システム専門メーカーです。 

介護記録の業務省力化につながる無料 WEB セミナーの情報をお届けします！ 

 

■サービス提供責任者さま必見！特定事業所加算に対応できる新・記録システム登場！ 

ヘルパーが現場で一人、困ったときにすぐに相談したいと思ってもサ責や同僚に中々連絡がつかない…そん

な場面はありませんか？ 

そんな「現場で孤独に戦うヘルパーをサポート」する新・記録システムのご紹介です。 

https://www.carekarte.jp/seminar/7939/ 

 

■介護業界のトップを走るリーダーの方々に介護経営の極意を語っていただく Webセミナー 

・離職率 33%から「0」へ！7年間の道のり  

 登壇者：特別養護老人ホームマナハウス 施設長 小金丸 誠 様 

 https://www.carekarte.jp/seminar/6279/ 

 

・「楽しい！」と思える仕掛けで、コロナ禍でも稼働率 85％を達成したデイサービスの施策 

 登壇者：サンビレッジ岐阜シティタワー・リハビリサロン施設長 川瀬由起子 様 

 https://www.carekarte.jp/seminar/6328/ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/5963/
https://www.joint-kaigo.com/articles/5893/
https://www.joint-kaigo.com/articles/5768/
https://www.joint-kaigo.com/articles/5636/
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他、セミナー一覧はこちら！ 

https://www.carekarte.jp/seminar/ 

 

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

■    編集後記 

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

ICT導入で職場のコミュニケーション活性化 働きがいアップなど様々なメリットが 

 

「ICTに現場が消極的」との声が介護業界ではよく聞かれます。「職員間の会話が減るのでは」などの懸念が

理由の一つのようです。 

こうした中、ある高齢者施設が「見守りシステム導入で職場のコミュニケーションなどに変化があるか」の

検証実験を昨年 6月から 9 ヵ月間実施しています。 

今月中間経過が発表されました。「職場でのコミュニケーション」では、20 の質問を職員に実施。導入後は

「役割や立場を超えて柔軟に協力し合える」などの質問で、「そう思う」の回答が増加しました。 

また、「職員の働きがい」では 15の質問を実施。「今の仕事は、自分の成長に繋がっている」などで肯定的

意見が増えました。 

施設では「客観的データを元に介護を行った結果、情報共有やオープンな議論が進み、『チーム介護』に変

わりつつある。 

また、データで利用者の QOL改善を実感でき、働きがいに繋がった」と考察しています。 

こうしたメリットを上手く伝えることが、ICT導入促進の鍵になりそうです。 
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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 
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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 
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