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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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埼玉県支部長挨拶

全国介護事業者連盟 理事及び埼玉県支部 支部長の株式会社グレートフル代表取締役

岩﨑英治と申します。

まず初めに、私たちのグループを紹介させて頂きます。
私たちのグループでは地域の方の健康と幸せに貢献する事を理念に掲げ、埼玉県を中心に通所介護 8 事業所、
居宅介護支援 5 事業所、訪問介護 5 事業所、訪問看護 1 事業所、就労移行支援事業 1 事業所、調剤薬局事業３
９店舗、フィットネスジム 3 店舗を運営させて頂いております。
今回、全国介護事業者連盟埼玉県支部を設立させていただき、全国介護事業者連盟の活動目的である『持続可
能な介護保険制度の実現支援に向け、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』を埼玉県支部においてもしっかり共有し、埼玉県内の介護事業者および他の介護保険関係団体と連
携を図り、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活動していきたいと考えています。
新型コロナウイルス感染症の影響で積極的な活動は困難でありますが、今後は感染予防に最大の注意を払いな
がら、埼玉県支部の活動を実施していきます。
これからも、関係各位の多大なるご支援・ご協力をお願いいたします。
岩﨑英治(いわさきえいじ)
昭和５０年 7 月生まれ 埼玉県出身
海外留学後、有料老人ホーム勤務を経て、成長期の大手介護事業会社において、現場スタッフから始まり、事
業所マネージャー、スーパーバイザーを務める。その後、事業本部長としてグループホーム、有料老人ホーム
等の事業開設から運営管理を行う。また、関連グループの医療機関において事務局長を務め、医療・介護のト
ータル的なノウハウを得て独立、現在に至る。
株式会社グレートフル 代表取締役社長
ハートバンク株式会社 代表取締役社長
メディカルアシスト株式会社
株式会社鈴木薬局

取締役社長

取締役社長

埼玉県在宅福祉事業者協議会

理事

一般社団法人全国介護事業者連盟 理事
一般社団法人全国介護事業者連盟 埼玉県支部 支部長

◆【BCP 作成キット NEO 配布について 無料】
●申込期間：６月１日（火）～３０日（水）
●内容：今回の介護報酬改定にて義務化された「ＢＣＰの策定」に関連し、必要事項を記入するだけで簡単に
ＢＣＰを作成できる「BCP 作成キット NEO」を、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が作成しました。
希望される会員の皆様に対し、同社の保険代理店が１法人につき１セットずつ冊子を無料で持参します。
希望される会員のご担当者様は、①会員名（法人名）および担当者氏名・役職、②連絡先電話番号（ご担当者
様ご本人につながる電話番号をご記載ください）をご記入の上、（yuzuriha@kaiziren.or.jp）へメールにてお
申込みください。
申込期間終了後、7 月以降にあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の保険代理店から会員のご担当者様へご
連絡を差し上げ、「BCP 作成キット NEO」を持参します。
また、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社から会員の皆様へお電話にてご案内することもありますので、
ご承知おきください。

◆ユニ・チャーム株式会社 主催 『体感型オンラインセミナー～感染予防に配慮した新しい排泄ケア～』を開
催いたします（2021 年 7 月 15 日）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/yunityarmu0715.pdf
◆タイ王国大使館 主催『タイのヘルスケア産業における投資機会と支援策』WEB セミナー 開催のご案内（2021
年 6 月 24）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210624_Healthcare_Webinar_Distribution.pdf
◆【東京都支部・神奈川県支部・埼玉県支部・千葉県支部 設立総会・セミナーのご案内】
～全国介護事業者連盟の一都三県支部の設立を記念して設立総会と『科学的介護』『AI・DX がもたらす介護の
未来』を語るセミナーの同時開催～
●日時：2021 年 6 月 28 日（月）14：00～16：30 定員 500 名
●参加費用・形式：3,000 円・オンライン（ZOOM ウェビナー）『世界に誇れる日本の介護』の書籍代込み
●記念セミナー：「介護事業会社における DX、AI の実践と課題」
▼講演者・主催者
講演者：濵岡邦雅様 セントケア・ホールディングス（株）取締役執行役員 CIO 兼（株）シーディーアイ代表
取締役社長
主催：一般社団法人全国介護事業者連盟
▼セミナーの詳細確認と申し込みは下記よりお願いします。
https://kaiziren20210628.peatix.com/
◆「大阪府支部・兵庫県支部 設立総会」を開催いたします（2021 年 6 月 25 日）
●日時：２０２１年６月２５日（金）１４：００～１６：００（受付１３：３０～）
●会場：シェラトン都ホテル大阪
●記念セミナー：「アフターコロナの社会保障」
●会費：1 人 １，０００円（税込・世界に誇れる日本の介護』の書籍代込み）
●参加者数想定：５００名程度（会場・オンラインのどちらか参加方法をお選びください）
▼セミナーの詳細確認と申し込みは下記よりお願いします。
https://oosakahyougoseturitusoukai20210625.peatix.com
◆『集合住宅（住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅）の規制強化と生残りに向けた対策』
講師：斉藤正行（全国介護事業者連盟理事長）
日時：２０２１年６月２１日(月) １６：００～１８：００
料金：4,000 円
URL: https://jcvcgjyuutaku.peatix.com/
◆【コロナ禍の介護・福祉従事者支援プロジェクト】
人

care for careworker プロジェクト実行委員会（発起

秋本可愛）

新型コロナウイルスの感染が拡がる中、高齢者や障害者の暮らしを支えている全国の介護・福祉に従事してい
る”ケアワーカー”を支援するプロジェクト「#ケアワーカーをケアしよう」のご案内です。
いつも誰かのために頑張りすぎなケアワーカーに少しでも心安らぐ時間を届けたいと、民間企業や多くの支援
者が集い、全国のケアワーカーへ支援品を届けるプロジェクトがスタートしています。KOSE のハンドケア・肌
ケア商品や、おうち時間を楽しむための漫画ポイントなどがもらえるので、ぜひお申し込みください。

#ケアワーカーをケアしよう公式サイトはこちら
https://careforcareworker.jp/
【現在募集中の支援品】
■KOSE ハンドケア・肌ケア商品プレゼント！
https://careforcareworker.jp/kose/
※申し込み締め切りは、5 月 31 日(月)まで
■ベアーズ家事代行サービス スポットプラン
https://careforcareworker.jp/bears/
※申し込み締め切りは、5 月 31 日(月)まで
■めちゃコミックの 1000 ポイントプレゼント！
https://careforcareworker.jp/mechacomic/
◆OnlineCircus Japan Festival 2021
2021 年 6 月 6 日（日）13:00 ? 16:00
オンラインサーカスショーとラスベガスへの挑戦権をかけたオンラインコンテストの模様をコロナ禍で面会
制限されている医療施設、介護施設、児童施設の皆様へ無料で生配信する企画です！
視聴を希望される場合は下記 URL からアクセスいただき、「視聴施設登録フォーム」からお申込みください。
「視聴施設登録フォーム」
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZghx7dZKyG81Y0E5m3FqRbBQJfehE4WP9d14gmBlVymCmgw/viewfo
rm
ホームページ
https://onlinecircus.jp/20210606-gift/

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル
一般社団法人全国介護事業者連盟の取り組みについて
https://www.youtube.com/watch?v=J1lbtepafnA&t=99s
12 分で分かる！生活機能向上連携加算完全解説（令和 3 年度介護報酬改定）
https://www.youtube.com/watch?v=SSG0d9DIJEs&t=23s
9 分で分かる！居宅介護支援 逓減制の見直し 完全解説（令和 3 年度介護報酬改定）
https://www.youtube.com/watch?v=vhnzXFEDLKQ

【全国介護事業者連盟動向】
5 月 17 日 沖縄県支部設立準備会の開催（沖縄県）
5 月 18 日 九州支部幹事会の開催（オンライン）
5 月 18 日 公益社団法人全国有料老人ホーム協会との意見交換（東京都）
5 月 20 日 九州支部 2021 年度オンラインセミナー（オンライン）
5 月 21 日 高齢者住宅新聞社 主催『第 4 回住まい×介護×医療サミット』で理事長が講演（オンライン）

5 月 21 日 一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会との意見交換（東京都）
5 月 21 日 一般社団法人全国介護付きホーム協会との意見交換（オンライン）
5 月 25 日 群馬県支部幹事会の開催（オンライン）
5 月 25 日 FUTURE CARE CLUB（FCC）５月定例会で理事長が講演（東京都）
5 月 27 日 群馬県支部『地元議員の皆様との勉強会』の開催（オンライン）
5 月 28 日 東北支部設立準備会（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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令和３年５月２１日財政制度等審議会 財政健全化に向けた建議
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/report/zaiseia20210521/index.html
財政制度審議会 財政健全化に向けた建議

介護保険給付範囲見直し等に言及

財務省の財政制度審議会は 5 月 21 日、「財政健全化に向けた建議」を取りまとめました。
この中で「新型コロナが『高齢化と現役世代の減少という構造的課題』に直面する中で発生したことで、将来
世代の負担はさらに増加する」としており、社会保障制度の持続可能性を確保するためにも、受益と負担の不
均衡を是正するなど財政健全化に向けや改革が急務であること、そして団塊の世代が後期高齢者になり始める
2022 年度以降に財政改革の取り組みを強化していく必要があることについて言及しています。
介護・障害福祉については「介護保険給付範囲の見直し」（利用者負担の更なる見直し・ケアマネジメントの
利用者負担の導入など）、「経営状況の『見える化』の実現」（介護サービス事業者の事業報告書等の報告・
公表の義務化）、「利用者のニーズなど地域の実態を踏まえた事業所の指定」の 3 点について、実施の必要性
を訴えています。
令和 3 年第 7 回経済財政諮問会議
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0525/agenda.html
介護保険最新情報 Vol.978（高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活
用することができる制度等について）
https://www.mhlw.go.jp/content/000781139.pdf
介護保険最新情報 Vol.979（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 22 報））
https://www.mhlw.go.jp/content/000782233.pdf
介護保険最新情報 Vol.980（厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域
の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域及び厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する告示の公布について）
https://www.mhlw.go.jp/content/000782449.pdf
介護保険最新情報 Vol.981（高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策）

http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/Vol.981.pdf
介護保険最新情報 Vol.982（「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律」の公布について（通知））
https://www.mhlw.go.jp/content/000785038.pdf
介護給付費等実態統計月報（令和３年２月審査分）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=g3v53mZqgSyYXbsRY
令和元年（2019）人口動態統計（報告書）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=G-NhRv7yGbQAxSCJY
「人口動態統計速報」令和 3 年 3 月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=m2PkX4b_cg1kvMwJY
令和３年５月２０日付幹部名簿
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/kanbumeibo/index.html
第８期介護保険事業計画期間における介護保険の第１号保険料及びサービス見込み量等について
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=L9dC0NtD51HGclG9Y
基本的対処方針の改正等を踏まえた、職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡充について、経済団体
などに協力を依頼しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18659.html
高齢者施設の従事者等への定期的な検査の積極的な受検について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/kouroushou0517.pdf
認知症伴走型支援事業の積極的な活用について
http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/kouroushou0514.pdf
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■

介護ニュース
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【骨太方針】医療・介護、団塊世代の後期高齢者入りを念頭に改革

政府が骨子案

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-26-2.html
【まとめ】財務省の審議会が報告書

介護分野では何を求めたのか？

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-24-2.html
介護の利用者負担、原則 2 割に 財政審が報告書

ケアプラン有料化も

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-21-4.html

「来年度からが正念場。社会保障の歳出改革を」 自民、財政健全化へ提言
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-21-2.html
自民、財政健全化へ週内に報告書 次期介護報酬改定に影響も
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-19.html
８期介護保険料 全国平均６０１４円 厚労省集計 ６千円以上の保険者４割
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3907
厚労省、小多機の利用定員の基準を弾力化

自治体の柔軟な判断も可能に

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-27-2.html
厚労省、認知症の"伴走型支援"で新事業 GH や小多機の拠点整備に補助
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-27.html
ケアプラン有料化、2024 年度から導入を

財務省、時期を明記して提言

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-24.html
新型コロナの介護施設での療養、1 人あたり最大 15 万円を追加支援

厚労省

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-22.html
ケアマネ事業所 ＩＣＴツール活用少なく

ケアマネ業務負担軽減で報告書

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=692
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

賛助会員広告 【株式会社 Clotho 】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 Clotho（クロト）がご提案する『クロデオ』
施設・店舗オープン時の内装工事・設備設置・初期備品等、（株）Clotho がワンストップでご提供いたします。
施設・店舗オープンには細々とした業務が発生してきます。例えば介護施設の開設等では、
『どこに工事を頼めばいいかわからない』
『介護施設の改修には、介護業界を知っている業者にお願いしたい』
というご希望や、物件契約後の改修工事の依頼、見積もり等々のやり取り、そして休む間もなく什器等備品の
選定、見積もりから購入手配等、諸々の問合せだけでも大忙しですが、その窓口を（株）Clotho 1 本にするこ
とで、手間の削減が可能です。＊1
また、介護施設の場合には、消防設備の設置も必要となる場合が多くなりますが、その際もすべて対応可能で
す。
資金調達についても、工事をまるっとクレジット組むことで毎月定額の返済だけですので、施工前にまとまっ
た資金の調達も不要となります。＊2

＊1

弊社への発注した案件のみのご対応となります。

＊2

事前にクレジット審査がございますので、ご要望にお応え出来かねる場合もあります。

是非、お気軽にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
株式会社 Clotho
TEL：03-6240-2055
Mail：takahashi@team-clotho.com
HP：http://www.team-clotho.com
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

編集後記
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第 8 期介護保険料全国平均

6000 円越え 制度創設時の 2 倍以上に

5 月 14 日、厚生労働省は第 8 期の月額介護保険料の全国平均が 6014 円と発表しました。
介護保険制度開始時の 2000 年度の平均は 2911 円でしたので 2 倍以上に増加しています。
保険者別では、最も高い所は 9800 円、最も低いところは 3300 円となっており、3 倍近い開きがあります。
高齢者をはじめとする被保険者にとっては「介護保険料の負担を減らすために、どこに住むか」も今後の選択
肢の一つになって来るような状況です。
高齢者人口の割合が増える続ける中で、今後、介護保険制度財政の好転は考えにくく、この先、保険料や自己
負担額の引き上げ、保険適用サービスの削減など、利用者にとって不都合な制度変更が行われる可能性は十分
に予想されます。
サービスの利用控えで結果的に要介護度や認知症が進んでしまうなどの問題も懸念されます。
介護事業者にも、機能訓練などでの重度化の抑止や、必要以上のサービスを提供するケアプランを作成しない
など、介護保険制度の維持のための取り組みが求められるでしょう。
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

