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 一般社団法人全国介護事業者連盟  

全国介護事業者連盟  

東京都支部・神奈川県支部・千葉県支部・埼玉県支部 設立 
 

2021 年 4 月 1 日付で一都三県支部を設立します 

 

全国介護事業者連盟(本部:東京都千代田区 理事長:斉藤正行)は、2021 年 4 月 1 日付で全国介護事業者連盟「東

京都支部」「神奈川県支部」「千葉県支部」「埼玉県支部」を設立し、本格的な活動を開始致します。  

2019 年 6 月に設立されたブロック支部の「関東支部」に加え、一都三県の各支部を設立することによって、各

地域や自治体ごとの課題やニーズに沿ったきめ細かい活動を展開してまいります。 

 なお、設立総会については下記日程において合同開催を予定しています。 

 

 全国介護事業者連盟 東京都支部・神奈川県支部・千葉県支部・埼玉県支部 設立総会 

 2021 年 6 月 28 日（月）※時間、会場等については調整中 

  

【設立趣旨】  

日本は超高齢社会を迎え、世界でもっとも高齢化率の高い国となりました。生産年齢(労働)人口は減少し、2035

年には高齢化率は 33%を超えると予想され、人口構造は世界でどの国も、いまだ経験したことのない領域へ入り

ます。こうした時代の流れに、日本国民の多くが将来に対する漠然とした不安を抱えている状況にあります。 こ

の国家的課題を乗り越えるためにも、持続可能な社会保障制度の確立が不可欠であります。社会保障制度の一翼

を担う介護保険制度の持続可能性の実現には、介護現場の視点から、実証データやエビデンスを基にした具体的

提案が求められます。現在の介護業界は、各サービス・法人種別ごとの団体が多数存在しており、約 190 万人

と言われる介護職員は各団体に細分化された形で活動を行なっている状況にあります。従来の発想を超えたパラ

ダイムシフトが介護業界に、今こそ求められています。日本国民誰もが安心した老後生活を過ごせる社会を実現

するために、業界全体が一団となる時を迎えています。一般社団法人全国介護事業者連盟は、「介護の産業化」と

「生産性の向上」実現が、持続可能な介護保険制度確立の 2 大テーマであるとの考え方の下に、法人・ サービ

ス種別の垣根を超えた介護事業者による団体として設立いたしました。  

【活動目的】 

持続可能な介護保険制度の実現へ、医療との連携を図り、介護現場視点による制度・政策への提言・情報発信を

行う。  

【5 大政策方針】  

①現場視点によるサービス品質向上を目的とした制度改革の推進  

②科学的介護手法の確立と高齢者自立支援の推進  

③業務効率の向上を目指し、制度のシンプル化、介護現場の ICT 化・ロボット活用の推進  

④介護職の処遇改善・ステータス向上等の人材総合対策の推進 

⑤将来を見据え、海外・アジアの介護産業化の推進  



◆東京都支部の概要 

・住所 ： 東京都港区六本木 1-4-5 アークヒルズサウスタワー 

・設立日： 2021 年 4 月 1 日 

 

支部長 ： 袴田義輝 HITOWA ケアサービス株式会社 代表取締役 

 

副支部長： 小田秀樹  株式会社グッドライフケアホールディングス 代表取締役 

副支部長： 筒井祐智  株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団 代表取締役 

副支部長： 舛水努   株式会社ウェルフューチャー 会長 

副支部長： 松田吉時  株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ 取締役副社長 

 

幹事 ： 赤星良平  株式会社ツインキールズ 代表取締役 

幹事 ： 岩崎智之  株式会社ナチュラルスタンス 代表取締役 

幹事 ： 日下部竜太 株式会社いきいきらいふ 代表取締役 

幹事 ： 白井孝和  ケアパートナー株式会社 代表取締役 

幹事 ： 高丸慶   株式会社ホスピタリティ・ワン 代表取締役 

幹事 ： 高柳幸史  東電パートナーズ株式会社 代表取締役社長 

幹事 ： 橘達也   株式会社ケアギバージャパン 有料老人ホーム事業本部本部長 

幹事 ： 千田聖仁  株式会社グロープ・トレイル 代表取締役 

幹事 ： 長谷部雅人 株式会社 HSM 代表取締役 

幹事 ： 羽田真博  ソフィアメディ株式会社 訪問看護西日本事業本部本部長 

幹事 ： 林岳史   株式会社インターネットインフィニティー 執行役員 

幹事 ： 福島良一  イー・ライフ・グループ株式会社 取締役 

幹事 ： 福原総一郎 アゼリーグループ 社会福祉法人江寿会 理事 

幹事 ： 松長根幸治 株式会社五幸トータルサービス 代表取締役 

幹事 ： 吉澤立志  株式会社スリーベル 常務取締役 

幹事 ： 吉田肇   株式会社マザアス 代表取締役 

幹事 ： 吉元幸次郎 介護ジャパン株式会社 代表取締役 

幹事 ： 龍嶋裕二  株式会社ゴルディロックス 代表取締役 

幹事 ： 渡邉仁   ベストリハ株式会社 代表取締役 

 

幹事・事務局長： 山本晃弘  HITOWA ケアサービス株式会社 執行役員 

 

事務局次長： 近藤心也  株式会社アイルート 代表取締役 

事務局次長： 菅原大輔  有限会社ユアーズ 専務取締役 

 

監査 ： 川口大輔  QLC プロデュース株式会社 執行役員 

監査 ： 山崎祥司  株式会社 K's Holding 代表取締役 

監査 ： 吉田聡   一期一笑 在宅ケアグループ 代表 

 

 

 



◆神奈川県支部の概要 

・住所 ： 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 45-1 シクルード 402 

・設立日： 2021 年 4 月 1 日 

 

支部長 ： 山室淳   社会福祉法人一燈会 理事長 

 

副支部長： 井戸和宏  株式会社ＩＤＯ 代表取締役 

副支部長： 高田大輔  社会福祉法人横浜来夢会 理事長 

副支部長： 田島徹   ルミナス株式会社 代表取締役 

 

幹事 ： 石田輝樹  株式会社リカバリータイムズ 代表取締役 

幹事 ： 金澤敬祐  社会福祉法人敬寿会 副理事長 

幹事 ： 嘉山仁   株式会社スマイル 常務取締役 

幹事 ： 小林幸広  有限会社太陽 取締役 

幹事 ： 佐藤雅樹  株式会社若武者ケア 代表取締役 

幹事 ： 三戸究允  株式会社 PRESENSE 代表取締役社長 

幹事 ： 菅原健介  株式会社ぐるんとびー 代表取締役 

幹事 ： 田中勉   株式会社エイチ・エス・エー 代表取締役 

幹事 ： 俵隆典   株式会社日本ライフケア 代表取締役 

幹事 ： 廣瀬里美  医療法人社団廣風会 常任理事 

 

事務局長： 大島幸徳  キュアケアジャパン株式会社 代表取締役 

 

監査 ： 下嶋将範 株式会社ウェルフューチャー 新領域創造部部長 

監査 ： 廣仲信太郎 株式会社 HSM 取締役副社長 

 

相談役： 篠原正治 社会福祉法人横浜長寿会 理事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆埼玉県支部の概要 

・住所 ： 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-3-1 茂木ビル 2F 

・設立日： 2021 年 4 月 1 日 

 

支部長： 岩﨑英治  株式会社グレートフル 代表取締役 

 

副支部長：大塚洋幸  株式会社礎 代表取締役 

副支部長：堀越太志  ケアサポート株式会社 代表取締役 

副支部長：三浦祐一  社会福祉法人天佑 理事長 

 

幹事 ： 礒部孝浩  株式会社 Care Nation 代表取締役 

幹事 ： 井上直人  株式会社クリエ 代表取締役 

幹事 ： 小林千洋  有限会社アートライフ 代表取締役 

幹事 ： 根岸節子  社会福祉法人隼人会 理事長 

幹事 ： 野澤道雄  社会福祉法人光彩会 副理事長 

幹事 ： 原紀    株式会社介護 NEXT 事業本部次長 

幹事 ： 古本洋   社会福祉法人一心会 理事長 

幹事 ： 間柴新作  社会福祉法人輝陽樹会 理事長 

幹事 ： 松田嘉雄  メディカル・ケア・サービス株式会社 取締役 

 

事務局長： 中山顕一 株式会社メディカルアシスト 介護事業部部長 

 

監査： 太田智史 株式会社日本ヒューマンサポート 専務取締役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆千葉県支部の概要 

・住所 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト 29 階 

・設立日： 2021 年 4 月 1 日 

 

支部長： 垣本祐作 株式会社ドットライン 代表取締役 

 

副支部長： 後藤浩一郎 社会福祉法人マーナー・オーク・ガーデンズ 理事 

副支部長： 山下哲司  リハコンテンツ株式会社 代表取締役 

 

幹事 ： 飯田道明 株式会社アルテディア 代表取締役 

幹事 ： 石塚浩一 社会福祉法人和心会 理事長 

幹事 ： 磯谷教征 株式会社エルダーテイメント・ジャパン 執行役員 

幹事 ： 立川大輔 株式会社株式会社 EMIKA 代表取締役 

幹事 ： 津金澤寛 株式会社オールプロジェクト 代表取締役 

幹事 ： 十川正啓 有限会社メディカルマーチン 代表取締役 

幹事 ： 松浦哲也 株式会社 Sky Connect 代表取締役 

幹事 ： 村本豊  社会福祉法人千歳会 事務局長 

幹事 ： 依田和孝 株式会社在宅支援総合ケアーサービス 代表取締役 

 

事務局長：中尾亮太 株式会社当直連携基盤 代表取締役 

 

監査 ： 鷲見隆仁 医療法人社団福寿会 理事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆一般社団法人全国介護事業者連盟の団体概要 

・住所 ： 東京都千代田区麹町 4-1-4 西脇ビル 404 

・設立日： 2018 年 6 月 11 日 

・一般会員数：1067 法人 8977 事業所 ※2021 年 3 月末時点 

 

 

◆報道関係者お問合せ先 

一般社団法人全国介護事業者連盟 （担当：村上） 

電話 03-5215-5063 ファックス 03-5215-5064 

メール info@kaiziren.or.jp 


