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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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理事長挨拶
全国介護事業者連盟の理事長を務めております斉藤正行です。

4 月を迎え、介事連も４期目のスタートとなります。あわせて、令和 3 年度介護報酬改定を迎えることとなり、
全体改定率はプラス 0.7％となりました。
もちろん、コロナ禍における介護事業者の厳しい経営環境を考えると、より大幅なプラス改定を望む声が多い
ことも理解しています。
しかしながら、直接交渉を行ってきた立場の私としては、この数字がそれなりに満足のいく結果であったと感
じています。
財政再建派によるマイナス改定への圧力は、コロナ禍においても例年以上の強さがあり、加えて、今回の 0.7％
が全て基本報酬単位に振り分けられたことは
大きな価値があると思います。
そして、介護報酬改定の中身についても「自立支援」「アウトカム評価」「生産性向上」など当連盟が要望し
てきた項目が多数盛り込まれることとなりました。
また見直し項目が多数であり、今後の更なる大改革にも繋がる改定でもあることから、介護事業者は読み解き
を正しく行い、適切な対応をしていかなければなりません。当連盟としても、様々な情報提供を行ってまいり
ます。
6 月 16 日には定時社員総会を開催する予定としており、第 3 期の事業報告および決算承認、第４期の事業計画
を承認することとなります。
社員総会での決議後に、皆様には改めてご報告させて頂きます。
末筆になりますが、新型コロナウイルス感染症は引き続き全国で拡大しています。いよいよワクチン接種が、
高齢者・介護関係者にも始まることとなります。
当連盟としても新型コロナウイルス感染症対策への活動を強化し、早期の収束に向けて最後のひと踏ん張りを
皆さんと共に行っていきますので、
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
◆【厚生労働省 老健局 担当課による 2021 年度介護報酬改定徹底解説 参加無料】
～施設・入居系サービス、訪問・通所系サービス、居宅介護支援、科学的介護情報システム「LIFE」等、各
サービスとテーマを所管する厚生労働省老健局の担当三課が一挙対応～
●日時：2021 年 4 月 19 日（月）14 時～18 時 定員 500 名（先着順）
●参加費用・形式

：無料・オンライン（ZOOM ウェビナー）

●内容：令和３年度介護報酬改定の５つの重点事項を総合的に解説するとともに、各サービスの改定事項が示
すこれからの介護事業者の生き残り戦略に必要な方向性を示します
▼申込フォーム(参加無料)※当日チャット機能による質問も可能でございます。
http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/seminar210419/
▼講演者・主催者
講演者：厚生労働省老健局

老人保健課・高齢者支援課・認知症施策地域介護推進課

主催：一般社団法人全国介護事業者連盟
◆「自立支援・科学的介護元年の衝撃」

科学的介護情報システム「LIFE」対策オンラインセミナー
講師：斉藤正行（全国介護事業者連盟理事長）
日時：2021 年 5 月 21 日（月）16 時～17 時 30 分
料金：4,000 円
URL: https://jcvcgkagaku.peatix.com/
◆東京都支部・神奈川県支部・千葉県支部・埼玉県支部を設立いたしました（2021 年 4 月 1 日）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/press0401tokyo_2.pdf
◆大阪府支部・兵庫県支部を設立いたしました（2021 年 4 月 1 日）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/press0401osaka.pdf
◆『TEAM EXPO 2025』プログラム/共創パートナーに全国介護事業者連盟が登録されました。
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/TEAM-EXPO2025.pdf
◆自由民主党 『医療介護福祉保育職等の人材の円滑な確保を考える議員連盟 第７回総会』にヒアリング団体
として出席し、介護分野の人材確保・育成・定着、働き方に関する課題と取組について意見提言を行いました。
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/giren0331.pdf
◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル
【特別対談】楠ろあ×斉藤正行 新型コロナウイルス感染予防対談 前編
https://www.youtube.com/watch?v=GajXXLmvgrc
【特別対談】楠ろあ×斉藤正行 新型コロナウイルス感染予防対談 後編
https://www.youtube.com/watch?v=fuyd88l6j0Q
【特別対談】介護コンサルタントが語る介護施設で経営層と介護職の断絶はなぜ起こる？
https://www.youtube.com/watch?v=LyW7cqAkC10
在宅介護事業所へのワクチン優先接種の条件を解説
https://www.youtube.com/watch?v=Avo5aAdKnzk&t=4s
※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動向】
3 月３１日

北海道支部幹事会の開催（オンライン）

3 月３１日

自由民主党 『医療介護福祉保育職等の人材の円滑な確保を考える議員連盟 第 7 回総会』におけ

る団体ヒアリングに理事長が参加（東京）
4月

６日

新潟県支部幹事会の開催（オンライン）

4月

６日

第 7 回常任理事会の開催（オンライン）

4月

８日

日本デイサービス協会理事会に参加（オンライン）
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厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
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介護保険最新情報 Vol.963（新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取
扱いについて（第 20 報））
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/vol963.pdf
通所系事業所内でのワクチン接種 介護保険サービスとして報酬算定可能
厚生労働省は 4 月 5 日、通所系サービス事業所が事業所内で利用者に対して新型コロナウイルスワクチンを接
種した場合の介護報酬の取り扱いについて、介護保険最新情報として都道府県・政令市・中核市に発出しまし
た。
予防接種は本来ならば保険外サービスの取り扱いとなりますが、新型コロナワクチン接種は公益性が高い物で
あることから特例的に取り扱い、「居宅サービス計画に位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定できる」
としました。
また、接種実施日にサービスを利用する予定が無い利用者への接種については、「介護支援専門員が事前に当
該利用者に説明し、同意を得た上で、予め居宅サービス計画に予防接種を位置づける」ことを条件に、介護保
険サービスとして提供されているものとして扱えます。
この場合、実際のサービス提供時間に対応する介護報酬の算定が可能です。例えば通所介護で 3 時間未満とな
った場合には、「2 時間以上 3 時間未満」の報酬が適用されます。
介護保険最新情報 Vol.965（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５））
https://www.mhlw.go.jp/content/000767887.pdf
介護保険最新情報 Vol.964(令和３年４月からの「科学的介護情報システム（LIFE）」の稼働等について）
https://www.mhlw.go.jp/content/000765409.pdf
介護保険最新情報 Vol.962（介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正
する省令の施行について（通知））
https://www.mhlw.go.jp/content/000764626.pdf
介護保険最新情報 Vol.959（居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/2021-4-1-11-15-18.pdf
介護保険最新情報 Vol.956（指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サー ビス事業所、指定地
域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定に関す
る様式例について（その２））
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.956.pdf
介護保険最新情報 Vol.951（「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（その３））
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.951.pdf

介護保険最新情報 Vol.952（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）」
の送付について）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf
介護保険最新情報 Vol.955（「社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委
員会」中間とりまとめを踏まえた対応について（その２））
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.955.pdf
不妊治療を受けやすい職場環境整備の支援及び働く女性の母性健康管理に関する周知への御協力について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/funin0406.pdf
居宅サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000176600.pdf
「人口動態統計月報（概数）」令和２年 11 月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U6tt6i01ejhKCR3BY
令和３年４月６日付幹部名簿
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/kanbumeibo/index.html
介護保険事業状況報告（暫定）（令和 3 年 1 月分）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k2u_OJJwWCM-bq0BY
財政制度分科会（令和 3 年 4 月 7 日開催）資料一覧
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/proceedings/material/20210407zaiseia.html
厚生労働省

老健局職員の会食事案について

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/2021-4-2-9-36-34.pdf
介護事業所等における在籍型出向の活用及び改正高年齢者雇用安定法の周知について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/2021-4-2-10-19-18.pdf
内閣官房 年度当初の研修での留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210323.pdf
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■

介護ニュース
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土生老健局長 〝ＬＩＦＥ〟活用を強調 入浴介助加算「大浴場でも算定可」
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3875

第 5 弾出ました！

厚労省、介護報酬改定の新 Q&A 公表 LIFE 関連情報も

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-10.html
その職業紹介業者、もしかして悪質？ 厚労省が介護向けチェックシート公表
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-09-2.html
サービス提供体制強化加算の新区分、勤続年数の数え方は？

厚労省通知

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-09.html
財政審、社会保障費抑制の議論開始

介護保険の見直しも俎上に

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-07-3.html
総合事業、対象者を弾力化

要介護者の継続利用も可

今月から

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-07-2.html
通所介護事業所でワクチン接種＝介護報酬を算定可

送迎の扱いは？ 厚労省通知

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-07.html
「LIFE 早期申請なら 14 日までに」

厚労省通知 法人内の情報共有も要請

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-05-3.html
【介護報酬改定】処遇改善加算、職場環境要件が変わります！

Q&A に新解釈も

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-05.html
無資格の介護職への研修義務化、免除されるのはどんな人？

厚労省通知

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-04.html
田村厚労相「二度と起こさない」 宴会問題で介護現場へ異例の謝罪文
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-02-2.html
厚労省、全国統一的な勤務表の様式を公表

事務負担減へ活用呼びかけ

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-04-01-2.html
LIFE 関連加算、利用者情報の提供に本人同意は必要？ 厚労省通知
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-30-3.html
介護報酬の LIFE 加算、利用者急変で情報提供できない場合は？ 厚労省通知
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-30-2.html
これが本丸！ 介護報酬改定の Q&A 第 3 弾を公表 厚労省
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-29.html
利用者の同意、押印の代わりにメールでも可 厚労省

介護職の負担減へ通知

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-27.html
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■

賛助会員広告 【株式会社ツクイキャピタル】
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【福祉車両のお悩みを解決する「まるごとリース」のご案内】
昨今の社会情勢による介護事業者の皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。
賛助会員の株式会社ツクイキャピタルです。
私どもツクイキャピタルはツクイのグループ企業として「リースで福祉を支える」をスローガンに
オートリースを専門に取り扱うリース事業を展開し、安心・安全な車両管理サポートを通して、福祉業界に貢
献できる企業を目指しております。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、先行き不透明な状況から、"突発的な車両架装修理などの変動費"を
リース料で固定化、
"送迎中の事故削減"などの課題解決に対し、多くの介護事業者様から好評をいただいております。
今回は、福祉車両 3,000 台以上を管理している弊社から 福祉車両「まるごとリース」をご案内させていただき
ます。
■「まるごとリース」詳細はこちら
URL:https://youtu.be/TS1tXRA-cIM
■「まるごとリース」３つの特長!!!
その１｜架装部修理・車いす送迎車の常時代車提供・タイヤ保管付きメンテナンス
その２｜自動ブレーキ・AI ドライブレコーダー搭載車
その３｜毎月のドライブレコーダー映像分析・改善コンサル
■ 会員企業様特別商品
☆高年式・少走行距離・充実装備のリース満了車を「まるごとセカンドリース」として順次ご案内
※リース期間内は安心のフルメンテナンス対応
＜お問い合わせはこちら＞
株式会社ツクイキャピタル

営業部

TEL：03-6809-6291(受付時間 9:00～17:30 土日祝除く)
Mail: info@tsukuicap.co.jp
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
高齢者へのワクチン接種いよいよ開始 「優先接種権もらえる」と特殊詐欺横行の可能性も
今週から高齢者への新型コロナワクチンウイルス接種が始まります。しかし一度に全員には接種できないため、
ある自治体では 85 歳以上を優先にしたり、別の自治体では先着順予約制にしたりと苦心しています。

ある自治体ではネットで予約を受け付けたため、ネットに不慣れな高齢者は予約が困難などの問題も生じてい
るそうです。今後、こうした状況に便乗して「お金を払えば優先接種権を得られる」などと騙す特殊詐欺が行
われる可能性もあります。
その被害に遭わない様に、訪問ヘルパーなど日頃高齢者に接する人たちが注視する必要があります。
また、
「ワクチンを接種したから」とマスク不着用で出歩き、他の方々とトラブルになる可能性もありますし、
外出が増えれば交通事故などのリスクも増えます。
新型コロナ拡大抑制について「外出自粛」など国民の努力以外の施策が動き出したのは大きな安心材料ではあ
りますが、接種がある程度行き渡るまでは、今の行動様式を続ける必要もあるでしょう。
メルマガ編集担当
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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

