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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 

 

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

■      全国介護事業者連盟からのお知らせ 

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

 

千葉県支部長挨拶 

 

全国介護事業者連盟 千葉県支部長を務めております株式会社ドットライン代表取締役の垣本祐作です。 

http://kaiziren.or.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/kaiziren
https://twitter.com/kaiziren/status/1308658754259308546?s=21
https://www.instagram.com/kaiziren/


 

弊社は「地域の『困った』を『ありがとう』に変える。」R?を経営スローガンに掲げて、千葉市を中心に、約

７０事業所を運営しております。 

高齢者支援事業として、［地域包括支援センター１事業所、訪問診療２事業所、訪問看護７事業所、訪問介護

３事業所、居宅介護支援事業所１事業所、通所介護２事業所、短期入所生活介護１事業所］、障害者支援事業

として、［訪問介護８事業所、相談支援事業１事業所、放課後等デイサービス１７事業所、就労移行支援１事

業所、自立訓練１事業所、就労 B 型２事業所、障害者グループホーム２０事業所］、子育て支援事業として、

保育園４事業所運営しております。 

その他、保険外事業として、家政婦紹介、訪問美容、福祉専門不動産事業等も行っております。 

今回、全国介護事業者連盟千葉支部を設立させて頂き、持続可能な介護保険制度とするために尽力させて頂け

たらと考えています。 

今まで、各サービス種別の事業者団体はありましたが、法人・サービス種別の垣根を超えて、全ての事業者に

メリットがあるかたちで各団体と協力のうえ、活動していきたいと思っています。 

私自身、このような活動は初めてであり、興味が全然なかったのですが、斉藤正行理事長の活動と理念を身近

に触れてみて、自分自身だけでなく社会のために必要なことだと実感しました。 

業界全体にとって絶対に必要な活動のため、多くの方々と当連盟の目的を共有して前に進めていきます。 

宜しくお願い致します。 

 

垣本祐作（かきもとゆうさく） 

昭和６０年５月生まれ 千葉県千葉市出身 

日本社会事業大学 社会福祉学部卒。慶應義塾大学法学部（通信課程）入学。 

パソナグループにて、法人営業部として勤務後、ボートレーサー（競艇選手）試験に合格し、ボートレーサー

養成所（108 期養成員）入所。 

退所後、起業。日本初のボートレーサー試験予備校を設立し、合格者８割以上のシェア達成。マーケティング

事業等を経て、2011 年 株式会社ドットライン創業。2014年 訪問介護事業開始。 

社会福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター２級。 

 

詳しくはホームページへ。 

https://www.dotline-jp.com/ 

 

◆【あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の介事連集団扱制度のご案内】  

●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社では、介事連の一般会員事業所ならびに従業員さまの損害保険を対

象とした集団扱の募集を行っています。 

●保険契約時に当連盟の集団扱を選択された場合、一部の商品を除き、一般の保険契約に比べて一括払なら 5％

割安、月払でも分割割増なしでご契約いただけます。 

●自動車保険、火災保険、業務災害補償保険、介護保険・社会福祉事業者総合保険など様々な保険種目で集団

扱を選択できます。 

●介事連の集団扱制度にご興味がある方で、既にあいおいニッセイ同和損害保険株式会社にご契約いただいて

いる方は、継続手続き前に担当の保険代理店・扱者へ集団扱制度についてお問い合わせください。 

同社にご契約いただいていない方は、介事連が対応しますので会員名（法人）、連絡先をご記入の上、本部事

務局（担当：ゆずりは）へメール（yuzuriha@kaiziren.or.jp）にてご照会ください。 

●詳しくは、以下の資料をご確認ください。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/shuudannatukaichirashi.pdf 

https://www.dotline-jp.com/
mailto:yuzuriha@kaiziren.or.jp）にてご照会ください
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/shuudannatukaichirashi.pdf


 

◆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日） 

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 

 

◆ケアマネジャー向けの『在宅の要介護高齢者のためのワクチン接種支援ツール』（株式会社インターネット

インフィニティとの共同作成）を公表いたしました。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/wakutintule20210610.pdf 

 

◆『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/ 

 

 

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/yunityarmu0715.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210624_Healthcare_Webinar_Distribution.pdf
https://kaiziren20210628.peatix.com/
https://oosakahyougoseturitusoukai20210625.peatix.com/
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/wakutintule20210610.pdf
https://jcvcgjyuutaku.peatix.com/


 

一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長斉藤正行 著書「世界に誇れる日本の介護」出版決定！ 

https://www.youtube.com/watch?v=QuwcArVfUTQ&t=10s 

書籍購入はこちらから↓（先行予約） 

https://www.amazon.co.jp/dp/4827212929 

 

新型コロナ健康二次被害とは？ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZV4ICH0vq-k&t=24s 

 

【特別対談】筑波大学久野教授が語る 健康二次被害防止コンソーシアム設立 ソーシャルディスタンスは誤

り！ 

https://www.youtube.com/watch?v=RbUOU4qZEBw&t=28s 

 

【特別対談】新型コロナ健康二次被害 認知機能・身体機能の低下を防ぐ 

https://www.youtube.com/watch?v=hH1Qv5AoEUc&t=156s 

 

10分で分かる！褥瘡マネジメント加算 完全解説（令和 3年度介護報酬改定） 

https://www.youtube.com/watch?v=LqL5HwJHEpM 

 

10分で分かる！排せつ支援加算 完全解説（令和 3年度介護報酬改定） 

https://www.youtube.com/watch?v=t9LWaz-O--4 

 

 

【全国介護事業者連盟動向】 

 

6月 4 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） 

6月 4 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） 

6月 4 日 北海道支部幹事会の開催（オンライン） 

6月 5 日 社会福祉法人慶生会の機関紙『KEISEI』における企画で、自由民主党 渡嘉敷奈緒美 衆議院議員お

よび永井正史副理事長と理事長が対談（大阪府） 

6月 8 日 新潟県支部幹事会の開催（オンライン） 

6月 9 日 監事監査の実施（東京都） 

6月 9 日 第 9回常任理事会の開催（オンライン） 

6月 10 日 自由民主党『地域包括ケアシステム・介護推進議員連盟』の総会に理事長が参加（東京都） 

6月 10 日 日本デイサービス協会理事会に理事長が参加（オンライン） 

6月 11 日 四国支部設立準備会の開催（香川県） 

 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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成長戦略会議（第 11 回）内閣官房 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai11/siryou1-1.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=QuwcArVfUTQ&t=10s
https://www.amazon.co.jp/dp/4827212929
https://www.youtube.com/watch?v=ZV4ICH0vq-k&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=RbUOU4qZEBw&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=hH1Qv5AoEUc&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=LqL5HwJHEpM
https://www.youtube.com/watch?v=t9LWaz-O--4
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai11/siryou1-1.pdf


 

女性非正規雇用者の就業安定化図る 成長戦略実行計画案 「多様な就業形態導入を」 

内閣官房が 6月 2日発表した「成長戦略実行計画案」の中で、兼業・副業などの新しい働き方の促進がうたわ

れました。 

具体的には、企業に対し①兼業・副業・短時間正社員・選択的週休三日制など、多様な就労形態導入、②女性、

外国人、中途採用者など多様性を包摂する組織への変革、③子育て世代の収入の向上・安定のため人事評価制

度の見直し、を促すとしています。 

また、コロナウイルス禍で、特に 20 代～40 代の非正規雇用労働者の失業が増えていると言われています。女

性が非正規雇用を選択する理由は「都合の良い時間に働ける」「家事・育児・介護と両立しやすい」が多く、

時間的制約が正規雇用就労を難しくしている事情が伺えます。 

これを受けて、非正規雇用者が時間的制約の少ない職種の正規雇用職に失業なく移行できるシステムを検討し

ます。 

介護は非正規雇用の女性就業者の割合が多い業界です。彼女らが正規雇用で働ければ、長期就業に繋がるなど

事業所側にも多くのメリットがあります。 

そのためにも正規雇用者の多様な働き方が可能な体制を整えていきましょう。 

 

介護保険最新情報 Vol.985（令和３年８月からの介護保険制度の見直しに係る周知への協力依頼について） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000786281.pdf 

 

介護保険最新情報 Vol.986（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の

第一号保険料の令和３年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて（その２）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000787744.pdf 

 

介護保険最新情報 Vol.987（新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた医師・看護師等の兼業に関する取

扱いについて（依頼）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000787896.pdf 

 

介護保険最新情報 Vol.988（介護現場におけるハラスメント事例集について（周知）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000789552.pdf 

 

介護保険最新情報 Vol.989（「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正につ

いて」の正誤について） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000789773.pdf 

 

介護保険最新情報 Vol.990（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 23報）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000789820.pdf 

 

介護保険最新情報 Vol.991（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」の送

付について） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000789955.pdf 

 

令和 3 年第 8回経済財政諮問会議 

https://www.mhlw.go.jp/content/000786281.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000787744.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000787896.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000789552.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000789773.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000789820.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000789955.pdf


https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0609/agenda.html 

 

「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=l2_Fs_VOFttC354FY 

 

令和２年(2020)人口動態統計月報年計（概数）の概況 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=oVnr5KTwqjX2Nm4zY 

 

介護保険事業状況報告（暫定）（令和 3年 3月分） 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Z58rNhWEH8BaZ4T1Y 

 

医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/9ae82e19642d1ebf65928b70f986a1cc.pdf 

 

社会福祉施設等が派遣労働者を受け入れる際の留意点について 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/kouroushou0609.pdf 

 

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

■       介護ニュース 
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骨太方針、介護分野は控えめな表現に 利用者負担増などに触れず 政府原案 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-10.html 

 

介護関連上場企業決算 コロナ禍に対応し業績伸ばす 

https://www.care-news.jp/news/kQGjd 

 

介護の特定技能外国人 １年で 30倍に増加３月末で 1705人 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3918 

 

利用者負担２割、２０２４年度から ９期計画にらみ検討を要請 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=693 

 

LIFEの加算を追加で解説！ 厚労省、介護報酬改定の Q&A 第 10弾を公表 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-09-3.html 

 

介護の初任者研修を無料で 東京都、希望者の受け付け開始！ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-04.html 

 

介護人材確保へ兼業・副業の実践を支援 政府 成長戦略案 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-03.html 

 

認知症基本法の超党派議連が発足 尾辻会長「共生社会を政治主導で実現」 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0609/agenda.html
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=l2_Fs_VOFttC354FY
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=oVnr5KTwqjX2Nm4zY
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Z58rNhWEH8BaZ4T1Y
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/9ae82e19642d1ebf65928b70f986a1cc.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/kouroushou0609.pdf
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-10.html
https://www.care-news.jp/news/kQGjd
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3918
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=693
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-09-3.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-04.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-03.html


https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-02-3.html 

 

高額介護サービス費、8月から見直しへ 施設の食費の自己負担も 厚労省通知 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-31.html 

 

短時間入浴デイ特化 中重度者向けにシフト  

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210526_05_1/ 

 

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

■     賛助会員広告 【株式会社ベター・プレイス】  

 

【離職が減りコストが下がる「はぐくみ基金」退職金積立のご案内】 

 

平素より大変お世話になっております。新型コロナ禍の最前線で戦う皆様に心より感謝申し上げます。       

賛助会員の株式会社ベター・プレイスと申します。                                           

                                           

私どもは「ビジネスを通じて、子育て世代と子どもたちが希望を持てる社会をつくる。」という企業理念のも

と、おもに福祉業界向けに、「はぐくみ基金」をはじめとした「職員の安心を高めるサービス」と、業務効率

との改善やコスト削減を支援する「法人の持続性を高めるサービス」を提供しています。 

 

福祉はぐくみ企業年金基金（以降、「はぐくみ基金」）は、2018 年に発足した新しい年金制度（確定給付企業

年金）です。                                           

2018年 4月設立後、わずか 3年で加入事業所数 476、加入者数が約 13倍（約 22,000 人）になるなど、大きな

反響を得ております。                                    

                                           

================================================================================================= 

■「はぐくみ基金」詳細はこちら                              

 URL:https://bpcom.jp/lp/hagukumi-kikin/                                     

■「はぐくみ基金」退職金積立のメリット                             

 その１｜退職金制度を実質元手ゼロで構築可能                                

 その２｜経営者・役員も加入 OK                                          

 その３｜離職率改善。導入企業で 4.5ポイント改善の実績※                                       

 その４｜優れたコスト削減効果。節税・法定福利費節減および無駄な採用コスト・教育コストを削減 

  ※弊社調べ                               

■資料のご請求はこちら                               

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/de7a997e690f1cd8778962d8d149fb98db1a4c13dcb9c3929755

fa6721a7c0f3 

================================================================================================= 

                                           

＜お問い合わせ先＞                                      

株式会社ベター・プレイス 担当：佐藤                                 

TEL：03-5227-8222(平日 9:00～18:00 年末年始・祝日を除く）                                 

Mail: inside@bpcom.jp                                 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-02-3.html
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-05-31.html
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210526_05_1/
https://bpcom.jp/lp/hagukumi-kikin/
https://form.kintoneapp.com/public/form/show/de7a997e690f1cd8778962d8d149fb98db1a4c13dcb9c3929755fa6721a7c0f3
https://form.kintoneapp.com/public/form/show/de7a997e690f1cd8778962d8d149fb98db1a4c13dcb9c3929755fa6721a7c0f3
mailto:inside@bpcom.jp
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■    編集後記 

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

 

神戸市 ヤングケアラーの相談窓口開設 「居場所づくり」で交流・情報交換も 

神戸市は 6 月 1日、20代以下で家族などを介護している「こども・若者ケアラー」のための相談窓口を開設し

ました。 

国は 18 歳以下のケアラーを「ヤングケアラー」とし、今年春に、その実態把握と支援に向けたプロジェクトチ

ームを立ち上げましたが、具体的な相談窓口の設置は神戸市が全国初となります。 

相談に応じて適切な公的なサービス利用に繋げるほか、将来的にはケアラーの「居場所」設置・運営にも取り

組んでいくそうです。 

ケアラーが若い場合、介護のために通学・進学、就職、結婚を諦めるなど、人生に大きな影響を与えることが

あります。また知識・情報不足のために、行政や地域・団体の支援の活用、介護サービス利用ができないなど、

ケアラーの負担が大きい傾向がみられます。 

特に近年は結婚・出産年齢が高くなっていることから、子どもが 10代のときに親は 50代後半以上というケー

スも増えており、自分が若いうちに、親が病気や加齢などで介護が必要になる可能性は高くなっています。 

誰にでも起こり得る身近な問題としてサポート体制を整えていく必要があるでしょう。 

 

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 

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

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 

http://kaiziren.or.jp/
mailto:info@kaiziren.or.jp

