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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/
・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は、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
・介護ニュース
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■

全国介護事業者連盟からのお知らせ
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全国介護事業者連盟の理事長を務める斉藤正行です。
本日、10 月 12 日（月）１４：４０より菅内閣総理大臣にお会いしてまいりました！！

会員企業の皆様、コロナ禍の中、日々介護現場において感染拡大防止に努めて頂いていること感謝申し上げま
す。
いよいよ介護給付費分科会における次期（来年 4 月）介護報酬改定に向けた議論が本格化してまいりました。
介護給付費分科会では
7 月・8 月はサービス分類ごとの前回改定の検証、
9 月は分野横断テーマの論点整理、
10 月より、いよいよサービス分類ごとの具体的な論点整理が始まっています。
12 月中には概ね改定の方向性は定まることとなります。
そのための意見提言のタイミングは、今まさに大詰めを迎えています。
・8 月 3 日、「第 181 回社会保障審議会介護給付費分科会」令和 3 年度介護報酬改定に関する
関係団体ヒアリングにて、意見提言を行いました。（下記を参照ください）
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000655190.pdf
・9 月 30 日、「地域の介護と福祉を考える参議院議員の会」における関係団体ヒアリングにて、
意見提言を行いました。（下記を参照ください）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/giren20201005.pdf
・10 月 6 日、田村憲久厚生労働大臣に「令和 3 年度介護報酬改定に向けた要望事項」を提出致しました。
（下記を参照ください）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/20201006174428209.pdf
・10 月 12 日、菅義偉内閣総理大臣を表敬訪問致しました。
提出致しました要望書は、いずれも当連盟で設置している４つの委員会の委員の皆様とすり合わせた要望事項
の中から、特に重要なポイントに絞って提言しております。
今後は、より詳細なサービス分類ごとの要望書のとりまとめを進めてまいります。
10 月中には、会員の皆様方にも要望（案）をお示しさせて頂き、皆様からのご意見も頂戴した上で、最終要望
書のとりまとめを行い、厚生労働省老健局長へ提出する予定としております。
我々介護事業者において、来年度以降の 3 年間の経営基盤を決定する大切な時期であるとの認識のもと、引き
続き皆様から現場の声を集約するとともに、要望活動に全力で邁進してまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
一般社団法人全国介護事業者連盟
理事長 斉藤正行
◆『令和３年度介護報酬改定に向けた要望事項』を厚生労働大臣に提出いたしました。

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/20201006174428209.pdf
◆自由民主党 『地域の介護と福祉を考える参議院議員の会』にヒアリング団体として出席し、令和 3 年度介
護報酬改定に向けた要望を行いました。
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/giren20201005.pdf
◆全国介護事業者連盟公式チャンネル
【介護事業者向け！】次期介護報酬改定３つのポイント
https://www.youtube.com/watch?v=9ojSHxRXEF0
【独断は危険！】親の介護が必要になってしまったら
https://www.youtube.com/watch?v=CfVDBeu10VU&t=77s
※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。
◆一般社団法人全国介護事業者連盟の会員を対象とした損害保険募集制度を創設しました。
http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/aioipanfu202010.pdf
◆高齢者施設の感染症対策＆新型コロナウイルス感染症対策」WEB セミナー開催のご案内（あいおいニッセイ
同和損害保険株式会社との共同開催）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/0df4a298715611019f9633ba399d2fdb.pdf
【全国介護事業者連盟動向】
９月２９日 経済産業省 サービス産業×生産性研究会へのヒアリング出席（東京）
９月２９日 九州支部幹事会（福岡）
９月３０日『地域の介護と福祉を考える参議院議員の会』にヒアリング団体として出席（東京）
１０月 ２日 東京都福祉保健局との打ち合わせ（東京）
１０月 ６日 田村憲久 厚生労働大臣への次期介護報酬改定に向けた要望書提出（東京）
１０月６-９日顧問の国会議員への次期介護報酬改定に向けた要望書提出（東京）
１０月 ８日 第 3 回施設、宿泊サービス在り方委員会（東京）
１０月 ８日 常任理事会（東京 WEB 会議）
１０月１２日 菅義偉 内閣総理大臣への表敬訪問（東京）
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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 186 回社会保障審議会介護給付費分科会（web 会議）資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13726.html
ICT 導入で夜勤職員配置加算要件緩和 届出率低調で大幅テコ入れの可能性
第 186 回社会保障審議会介護給付費分科会が 9 月 30 日開催され、介護人材の確保や処遇改善、介護現場の革
新の在り方などについて意見交換がなされました。

2018 年度の介護報酬改定では特養とショートステイに対して「見守り機器の導入により効果的に介護が提供で
きる(入所者数の 15％以上に見守り機器を導入、など)場合には、夜勤職員配置加算の算定要件が緩和される」
という見直しが行われました。
しかし、実際にその届出を行っている事業所は全体の 7.1％に留まっていること、「要件を満たすための機器
の導入コスト負担」が届出を行わない原因のひとつになっているということが、厚生労働省が実施したアンケ
ート調査で明らかになっています。
これを受けて厚生労働省は、見守りセンサーとインカムなどの ICT 機器との併用などの実証実験の効果を踏ま
えながら、①他サービスへの評価の拡大②インセンティブの方策、について検討する余地があるとの考え方を
示しました。
第 187 回社会保障審議会介護給付費分科会（web 会議）資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13957.html
「人口動態統計月報（概数）」令和２年５月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=I9oA-mOV3N1Kxx-xY
「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=-wIhVSKVIpAgI3lpY
令和２年第 14 回経済財政諮問会議
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/1006/agenda.html
介護現場における感染対策の手引き（第１版）等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000678650.pdf
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の参考様式の取り扱いについて
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/20201002100848517.pdf
第 1 回規制改革推進会議 議長・座長会合
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-07.html
介護現場における感染対策の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf
財政制度分科会（令和 2 年 10 月 8 日開催）資料
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20201008.html
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴う対応について（周知依頼）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/20201008165426114.pdf
令和２年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施等について（協力依頼）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/20201008164959407.pdf

「介護サービスにおける感染対策相談窓口の設置について」の周知について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/20201008164544672.pdf
介護現場における感染対策の手引き（第１版）等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000678650.pdf
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介護ニュース
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BI 活用に疑問の声

社会保障審議会介護給付費分科会

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20200923_02_1/
ケアプラン、データで連携へ

厚労省概算要求 システム構築費を要求

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3753
介護保険は新たなフェーズに

厚労省土生老健局長

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3748
介護の緊急ショート、受け皿拡大へ

グループホームや小多機の要件を緩和

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-10.html
グループホームのケアマネ、複数ユニット兼務可能に

来年度から基準緩和へ

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-10-2.html
【介護報酬改定】小多機、訪問回数少ないと報酬減

厚労省案 メリハリ評価で機能強化

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-10-3.html
小多機の基本報酬、要介護度ごとの格差縮小へ 厚労省 経営改善へバランス再考
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-12.html
介護保険の自己負担、利用者の金融資産も反映すべき

財務省が提言

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-09.html
介護事業者の休廃業が急増

コロナ禍が追い打ち 倒産も最多ペース

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-08-2.html
災害時、避難と福祉を連結

政府、介護施設の対策強化を検討 防災リーダー育成も

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-08.html
デジタル規制改革、介護も対象 押印の効率化や Web 会議の活用など焦点
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-07.html

特定処遇改善加算、算定率伸び悩む

直近の今年 3 月は微増の 59.4%

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-06.html
利用者によるハラスメント、対策強化を検討 厚労省、次期介護報酬改定で
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-05.html
厚労省、介護職向け「感染対策の手引き」を新たに公表 スマホで見やすいマニュアルも
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-02-3.html
新型コロナ問題における在宅介護サービスの実態調査報告
https://drive.google.com/file/d/1wOgdVvD3gAibbwUv2X8VT-xNtP7W309Y/view
「介護が“やりがい搾取”にならないように」 審議会で厚労省にクギ
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-02.html
介護の勤務表、統一的な様式を公表

厚労省 活用を呼びかけ

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-01-3.html
厚労省、介護現場の押印・署名を効率化へ

重要事項説明書やケアプランなど焦点

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-01-2.html
介護のサービスコード、20 年で 14.3 倍に増 算定なし加算 100 種類超 厚労省 簡素化検討
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-01.html
介護職になれば 20 万円 2 年働けば返済免除 厚労省、人材確保へ新施策
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-09-30.html
介護保険料の滞納で資産差し押さえ、最多の 1.9 万人

厚労省調査

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-09-29-2.html
介護給付費、コロナで増減見込めず

厚労省「変動要素が多い」

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-09-28-2.html
厚労省、情報公表システム改修へ 介護の書類減へ機能を拡充
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-09-28.html
厚労省、事業所間のケアプラン共有を効率化へ 新システム構築 来年度から
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-09-26-2.html
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■

賛助会員広告 【株式会社フジテックス】
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＜＜ 初期導入コスト 0 円！！ レンタル LED 電気代を初月から大幅コストダウン ＞＞
LED に切り替えたい、だけどお金がかかるイメージ...と悩まれている方に、
今回のメールでは、LED 照明レンタルプランをご案内いたします。
●

工事代金含め初期コストゼロ！

●

初年度から大幅な電気代のコストダウン可能！

●

独自のブルーライトカット、ノイズカットの技術により、日本医療協会からも認証。

●

特注品含め、1 万点以上の照明ラインアップをご用意。

▼ご興味のある方は、まずは下記 URL より、料金シミュレーションをご依頼くださいませ。
https://forms.gle/xL62sYgQ6y8jBMMV6
◆ 2021 年より水銀灯の製造、輸出、輸入が禁止になります。◆
今後水銀灯の調達が難しくなることから、このタイミングで全面的に
LED への切り替えをご検討されているお客様が増えております。
コストダウンといったメリット以外でも、環境保全を目的とした LED への切り替えを
ぜひご検討くださいませ。
▼お問合せ、料金?シミューレーション依頼用 URL
https://forms.gle/xL62sYgQ6y8jBMMV6
▼提案会社について
この度新しく賛助会員に入会いたしました、フジテックスと申します。
総合商社として、介護業界のお役にたちたいという思いから今回入会をさせていただく運びとなりました。
まずは他の業界のお客様に好評いただいておりました、照明を LED に無料で交換でき、
電気代を大幅に削減できるご提案をご案内させていただきます。
ご興味ございましたら、ぜひお気軽にお問合せいただければと存じます。
お問合せ先：㈱フジテックス

道脇（みちわき）

TEL：03-5155-2030 Mail:y-michiwaki@fjtex.co.jp
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■

編集後記
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〇新内閣で進む「脱ハンコ」の動き
介護業務の文書量削減にも期待
菅内閣が発足後、官公庁を中心に「脱ハンコ」の動きが進んでいます。

印鑑を押す習慣は世界でも日本だけに残ると言われており、その長い伝統など考えると一概に否定されるべき
ものではないでしょう。
しかし「印鑑を押すためだけに出社」「上司の印鑑を押してもらうために残業」「1 カ所印鑑がないために書
類を受け付けてくれず、改めて出直す」などという事態は、無駄な働き方や長時間労働を見直そうという昨今
の流れに完全に逆行しており、それを改善しようという考えはごく自然なものと言えそうです。
介護サービス事業も、保険者への各種届出・申請など、書類を作成することが非常に多く、印鑑を押す回数も
相当なものになります。これまで「印鑑・書類」にこだわってきた行政側から、こうした動きが出たことは、
介護事業者にとっても業務負担の軽減などの面で非常にメリットが大きいと思われます。
「脱ハンコ」が結果的にどこまで文書量自体の削減に繋がるか注目されます。
メルマガ編集担当
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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

