
┌┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

└■ 

─ ┏━━┓ 全国介護事業者連盟メールマガジン 

─ ┃＼／┃ 

─ ┗━━┛ vol.106   

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

※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 京都府支部長挨拶  

 

昨年、令和 4年 9月 16日に設立しました一般社団法人全国介護事業者連盟 障害福祉事業部会 京都府支部の

支部長に任命されました、株式会社サクセスフルエイジング 木下一也と申します。 



 

現在、京都府京都市北区内に訪問介護事業所 2事業所・居宅介護支援事業所 1事業所を運営。ソフトウェア

事業として、日本初のケアマネジャーと介護事業所（訪問介護・訪問看護・デイサービス）をつなぐ新シス

テム『介護支援連携サービス タスケル』を京都市内で展開しております。 

 

令和 4 年 10 月 29日に、京都府支部の介護・障害福祉の同時設立総会を行い、斉藤理事長・中川会長を講師

に迎え、また「ロボット技術の進化による暮らしの変化」をテーマに、大阪大学基礎工学研究所教授（栄誉

教授）/大阪関西万博テーマ事業プロデューサーの石黒浩 様を招いての記念セミナーを開催して、大盛況で

の総会になりました。 

 

現在までの活動としては、京都府支部の障害福祉事業者の生の声をしっかりと厚生労働省や国に働きかけを

行う上で、様々な種別の障害福祉事業者に一般会員に入会していただくために、各幹部が介事連の趣旨や活

動内容などをお伝えして、会員拡大を行っております。 

障害福祉事業部会 京都府支部専用の SNS サイトを活用し、情報発信を行っていきます。また、国の制度の

動向や事業者へのお役立ち情報について、京都府支部としてセミナーを行っていく予定です。 

      

障害福祉分野では介護分野と同様に、3年ごとの報酬改定に伴う書類負担・手続き負担が増加しています。ま

た、福祉人材の人手不足も深刻な状況の中で、日本の素晴らしい福祉の制度が持続可能に、こども達の世代

へとしっかりと繋げられるように、今後、全国介護事業者連盟の活動を通じて障害福祉に関する問題解決に

取り組んでまいります。 

 

何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

木下 一也（きのした かずや） 

京都府京都市山科区出身 

2006年京都福祉専門学校卒業後、介護・福祉業界一筋で今年で 18年目。 

老人保健施設、デイサービス、特別養護老人ホーム、居宅ケアマネジャー、 

介護・障害福祉の訪問介護を経験後、2014 年 8月に法人設立。 

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

◆令和６年度介護報酬改定の要望書について、厚生労働省に提出 

http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/kourouyoubou20230308.pdf 

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

◆「奈良県支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2023年 5月 20日） 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2023/nara20230520/ 

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

◆外国人材活用の制度見直しについて～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：3 月 23 日（木）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/7316763612103/WN_eEYJA-BmSSO7QvvwzZCgoA 

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

◆LIFE の今後とその実践例「2024 年の介護報酬改定はどうなるのか？」【無料セミナー】 

http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/kourouyoubou20230308.pdf
http://kaiziren.or.jp/event/request/2023/nara20230520/
https://zoom.us/webinar/register/7316763612103/WN_eEYJA-BmSSO7QvvwzZCgoA


主 催：芙蓉開発株式会社 

日 時：3 月 15 日（水）16：00～18：00 

講 師：一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長 斉藤正行 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-N_yl6ulz3BDuN65-iv-3T-MWsPCS7OBBVNlKLZAgOF3GA/viewform 

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

◆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！！ 

日 時：3 月 15 日（水）18：30～20：00  

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 

24年介護・障害報酬改定 改定率はどうなる プラス改定？マイナス改定？ 

https://www.youtube.com/watch?v=TzHezgomT0w 

 

介護・福祉の現場 職員間コミュニケーションの秘訣『矢印を自分に向ける』 

https://www.youtube.com/watch?v=LYokDOz_H2c 

 

【特別対談】『デジタルタトゥー』介護・福祉業界 風評対策について 

https://www.youtube.com/watch?v=doWVSC8D2uA 

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

【全国介護事業者連盟動向】 

３月 １日 第 30 回常任理事会の開催（東京都 オンライン） 

３月 １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』第２回情報連絡会   

に事務局長が出席（オンライン） 

３月 １日 京都府支部幹事会の開催（京都府） 

３月 ２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 7回検討 

委員会に理事長が出席（オンライン） 

３月 ２日 『令和 6年度介護報酬改定における通所サービスの在り方に関する要望事項（通所介護・地域 

密着型通所介護・認知症対応型通所介護）』・『令和 6年度介護報酬改定における訪問サービ 

スの在り方に関する要望事項（訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護）』を厚生労働省老健局 認 

知症施策・地域介護推進課に提出（東京都） 

３月 ３日 栃木県支部・障害福祉事業部会 栃木県支部 設立総会セミナーの開催（栃木県 オンライン） 

３月 ７日 新潟県介護事業者連盟幹事会の開催（オンライン） 

３月 ８日 厚生労働省『介護分野の文書の簡素化・標準化・ICT 化に向けた調査研究事業』第 3回検討委員 

会に理事長が出席（東京都） 

３月 ８日 厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課に『令和 6年度介護報酬改定等における居宅介 

護・福祉用具の在り方に関する要望事項（居宅介護支援・介護予防支援・福祉用具貸与・福祉 

用具販売）』・『令和 6年度介護報酬改定等における施設・居住系サービスの在り方に関する 

要望事項（特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護､ 

サービス付き高齢者向け住宅等の集合住宅、介護老人保健施設）』を厚生労働省老健局 高齢者 

支援課に提出（東京都） 

３月 ８日 広島県支部幹事会の開催（広島県） 

３月 ８日 『物価等の高騰を踏まえた追加経済対策における介護分野へのさらなる支援について』自由民

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-N_yl6ulz3BDuN65-iv-3T-MWsPCS7OBBVNlKLZAgOF3GA/viewform
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_u3cpYS_zQoSH4-wtFmiAZw
https://www.youtube.com/watch?v=TzHezgomT0w
https://www.youtube.com/watch?v=LYokDOz_H2c
https://www.youtube.com/watch?v=doWVSC8D2uA


主党 「介護福祉議員連盟」および「地域の介護と福祉を考える参議院議員の会」に要望書を提出（東京都） 

３月 ９日 臨時社員総会・第 42回理事会の開催（東京都 オンライン） 

３月 ９日 岩手県支部・宮城県支部・秋田県支部・静岡県支部・島根県支部の設立 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

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

第 26回社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会（Web 会議）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31436.html 

 

第 106 回社会保障審議会介護保険部会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html 

 

「人口動態統計月報（概数）」令和４年 10月分 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=L8u3t_jweqDtxn-9Y 

 

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基

本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について Vol.1132 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064933.pdf 

 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について Vol.1133 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064941.pdf 

 

総合事業の充実に向けた検討会（仮称）の設置について（報告） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001063193.pdf 

 

令和 5 年度 介護納付金の算定について（報告） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001063192.pdf 

 

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

■       介護・障害福祉ニュース 

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

 

「デイサービス 5選」、今月 15 日に発表 “変革の時代”に模範となる通所介護の姿とは？ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/7076/ 

 

介護人材の紹介料・派遣料が高い… 審議会で悲鳴 「立ち行かなくなる」「真剣に検討を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/7115/ 

 

厚労省、処遇改善加算の申請書類の新様式を公表 事務負担軽減へ入力内容を削減 

https://www.joint-kaigo.com/articles/7044/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31436.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=L8u3t_jweqDtxn-9Y
https://www.mhlw.go.jp/content/001064933.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001064941.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001063193.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001063192.pdf
https://www.joint-kaigo.com/articles/7076/
https://www.joint-kaigo.com/articles/7115/
https://www.joint-kaigo.com/articles/7044/


 

【高野龍昭】LIFEを活用しない施設・事業所は取り残される 法案にみる介護データ活用の政府の“本気度” 

https://www.joint-kaigo.com/articles/6996/ 

 

見守り支援機器、介護施設の 3割が導入済み 緩やかに活用進む 厚労省調査 

https://www.joint-kaigo.com/articles/7101/ 

 

厚労省、介護保険の総合事業の充実へ具体策検討 来月から 担い手確保など焦点 

https://www.joint-kaigo.com/articles/6952/ 

 

現役世代の介護保険料、来年度は平均で月 6216円 過去最高に 

https://www.joint-kaigo.com/articles/6944/ 

 

【斉藤正行】通所介護は飽和状態か？ 来たる 2極化の時代に事業者が必ずすべきこと 

https://www.joint-kaigo.com/articles/6906/ 

 

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

■    賛助会員広告【株式会社 DEECH】 

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

 

介護職の求人なら、DEECH の次世代ポスティングで！ 

「パート・アルバイトの募集をしているが、採用媒体での反応が鈍くなってきた」 

とお悩みではありませんか？ 

当社の次世代ポスティングは、システムを活用してターゲットが多くいるエリアを見える化して配布エリア

設定をするので、無駄がありません。 

システムの内容を 1分の動画で紹介しています。他社の 1歩先を行く求人手法を提案・サポートいたしま

す。 

↓ 

ポスティング・新聞折込の発注工数が 1/2 に 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_rvCdXMdiA&t=6s 

ターゲットを地図上で見える化 商圏分析機能 

https://www.youtube.com/watch?v=6V88GySy6ZY 

店舗広告に役立つセミナーを毎週開催しています。詳細はこちら↓ 

https://deech.co.jp/seminar/ 

 

◆お問い合わせ先◆ 

〒160-0023  

東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 8F 

株式会社 DEECH 

Tel:03-6421-7840 

mail:in-mkt@deech.co.jp 

★エリアマーケティング戦略を簡単・便利・低コストで 

https://www.joint-kaigo.com/articles/6996/
https://www.joint-kaigo.com/articles/7101/
https://www.joint-kaigo.com/articles/6952/
https://www.joint-kaigo.com/articles/6944/
https://www.joint-kaigo.com/articles/6906/
https://www.youtube.com/watch?v=Y_rvCdXMdiA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=6V88GySy6ZY
https://deech.co.jp/seminar/


実施できるシステム「DEECH」 

URL:https://deech.co.jp/deech/ 

 

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

■    編集後記 

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

制服を廃止したらサービスが丁寧に？「私服を汚したくない」との意識が強く 

 

現場のスタッフは制服を着用することが一般的です。制服には「誰がスタッフか一目で区別できる」「職種

や保有資格を区別できる」「法人や事業所の PRになる」「スタッフの服飾費負担を軽減できる」 

などの利点があります。 

しかし、一方で「どうしても『施設っぽさ』が出てしまう」「制服のデザイン等が嫌で入社を敬遠する人が

いる」などの問題点もあります。 

最近では、これらの点を総合的に判断して、制服のあり方を見直す事業者もいます。 

ある介護事業者も、最近制服を廃止しました。その結果「サービスの提供が丁寧になった」という効果が見

られたそうです。 

「私服だと、『汚したら嫌だ』という意識がスタッフに生じ、食べこぼしなどがないように利用者のペース

に合わせた食事介助を行います」と社長は語ります。 

業務の効率化という点では多少劣ることになるかもしれませんが、こうした観点から制服のあり方を検証し

てみることも面白いかもしれません。 

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

【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 

https://deech.co.jp/deech/
http://kaiziren.or.jp/
mailto:info@kaiziren.or.jp

