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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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神奈川県支部長挨拶

この度、令和 3 年 4 月 1 日より全国介護事業者連盟 神奈川支部 支部長に任命されました社会福祉法人一燈会
の山室淳と申します。
私ども一燈会グループは、神奈川県西部において特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護関連事業
を約 30 事業、生活介護や就労 B 型などの障害関連事業を 7 事業、クリニックなどの医療関連事業を 4 事業、
その他にも訪問美容、厨房委託、人材紹介など医療・福祉施設の運営サポート事業を 8 事業運営しております。
そして近年では、F リーグ ディビジョン１に所属するスポーツクラブとの連携による、スポーツと福祉の新た
な価値の創造や、農業と障害事業の連携による地域ブランディングの推進に取り組み「生きがいあふれる街づ
くり」に挑戦しております。
今回、多くの皆様のご尽力により全国介護事業者連盟

神奈川県支部が設立されました。

持続可能な介護保険制度の実現と、次期介護報酬改定に対して希望が持てる改定となるように、神奈川県支部
として取り組んでまいります。
5 月から新型コロナウイルスワクチン接種がはじまり、少しずつ介護現場では安堵感が広がりつつありますが、
まだまだ予断を許さない状況が続いております。
少しでも早くコロナ禍による不安感・疲弊感が解消されることを願いつつ、当連盟の活動を通じて介護に関連
する課題解決の一助となれるよう取り組んでまいりますので、何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
山室

淳（やまむろ あつし）

社会福祉法人一燈会 理事長
医療法人 あじさい会 理事
株式会社 ケア・ドゥ 代表取締役社長
協同組合 FIT サポートネットワーク

代表理事

湘南ベルマーレフットサルクラブ 取締役（CTO）
全国介護事業者政治連盟 理事
一般社団法人全国介護事業者連盟 神奈川県支部 支部長
◆主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
◆【自然災害・感染症 BCP 作成のポイント

参加無料】

●日時：2021 年 7 月 13 日（火）14 時～15 時 45 分
●参加費用・形式

定員なし

：無料・オンライン

●内容：義務化の他にも予測されるリスクに対しての備えが足りずに被害が悪化した際の安全配慮義務違反に
よる訴訟など、福祉事業所のリスクマネジメントの重要性が増しています。
今回は自然災害、感染症 BCP に共通する７つのポイントについて事例等を交えお伝えします。BCP 策定済の事
業所もこれからＢＣＰ策定する事業所のどちらも実践に繋げられる内容をお伝えします。
▼講演者
講演者：株式会社 CoAct 代表取締役

渡嘉敷 唯之

▼申込フォーム(参加無料)
https://is.gd/0713AD
※ご参加には「e-mail アドレス」が必要となります。申込後、当日参加用のＵＲＬが記載されたメールが届き
ましたら登録完了となります。
※セミナー当日は、開催時間の 30 分前から接続可能です。
※「申込コード」欄へは「KJR」とご入力ください。

▼セミナー参加方法、当日の接続方法
http://adchihousousei.sakura.ne.jp/WEBEX_sannka.pdf
※本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「ＷＥＢＥＸ」に依存します。
接続ができない場合は以下の「Webex Meetings Suite

システム最小要件」でＰＣなどの設定や通信環境の

ご確認をお願いいたします。
https://help.webex.com/ja-jp/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
◆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
◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル
2024 年医療・介護同時改定は大改革！財務省による社会保障改革案
https://www.youtube.com/watch?v=-OZyus-miZw&t=314s
【特別対談】東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 高野龍昭准教授 × 斉藤正行 令和 3 年度介護報酬
改定の総括『寄り添う介護』と『科学的介護』LIFE
https://www.youtube.com/watch?v=aOVB1r4t_I0
【全国介護事業者連盟動向】
６月１６日

定時社員総会の開催（オンライン）

６月１６日

第 25 回理事会の開催（オンライン）

６月１６日

全国介護事業者政治連盟役員会の開催（オンライン）

６月１７日

高齢者住宅新聞社主催

６月１８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１９日

一般社団法人柔道整復師協会の理事会に理事長が参加（オンライン）

６月２２日

東海支部幹事会の開催（オンライン）

６月２２日

ベストリハ株式会社主催セミナー 『ICT により介護報酬改定に対応したデイサービスの運営方

『介護業界最新動向オンラインセミナー』で理事長が講演（東京都）

法』で理事長が講演（オンライン）
６月２３日

九州支部オンライン情報交換会の開催

６月２４日

群馬県支部幹事会の開催（オンライン）

６月２５日

大阪府支部・兵庫県支部設立総会の開催（オンライン）

◆関連団体
日本デイサービス協会が入浴介助加算Ⅱの算定に関する指針を発表しました。
https://www.japandayservice.com/pdfs/20210617.pdf
入浴介助加算Ⅱの算定状況調査結果
https://www.japandayservice.com/pdfs/20210616.pdf
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厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
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「骨太方針 2021」閣議決定 「現役世代の負担上昇抑制」など盛り込む
6 月 18 日、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（骨太方針 2021）が閣議決定されました。その中から
介護関連の記述を見てみましょう。
１、新型コロナウイルス関連の雇用調整助成金の特例措置等は、情勢を見極めながら段階的に縮減する一方で、
介護・障害福祉等への円滑な労働移動を積極的に推進する。
２、社会福祉法人の「社会福祉充実財産」を地域公益事業に積極的に振り向ける方策を講ずる。福祉サービス
の利用状況、所得等の情報をリアルタイムに把握し、様々な支援を適時適切に提供する仕組みの実現工程を次
期デジタル・ガバメント実行計画で具体化する。
３、ヤングケアラーの早期発見・把握、相談支援の推進、社会的認知度の向上などに取組む。
４、来年度から団塊の世代が 75 歳以上に入り始めることを見据え、持続可能な全世代型社会保障の実現に向
けた取組みを進める。給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、保険料限度額の引上げ
など能力に応じた負担の在り方なども検討を進める。
５、都道府県単位の介護給付費適正化計画の在り方の見直しを含めたパッケージを国として示し、市町村別に
その評価指標に基づき取組状況を見える化する。
経済財政運営と改革の基本方針 2021（骨太方針）
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2021/decision0618.html
介護保険最新情報 Vol.992（「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業（令和２年度老
人保健健康増進等事業）」の「手引き」について（情報提供）【その１】）
https://www.mhlw.go.jp/content/000796362.pdf
「人口動態統計速報」令和 3 年 4 月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8wifczpjk-ZU4YZhY
令和 3 年度に実施する新たな介護人材確保対策事業の実施について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/kouroushou0615.pdf
介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について（再周知）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/kouroushou0621.pdf
介護保険最新情報 Vol.992（「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業（令和２年度老
人保健健康増進等事業）」の「手引き」について（情報提供）【その１】）
https://www.mhlw.go.jp/content/000796362.pdf
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介護ニュース
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混乱必至？ ケアマネ法定研修オンライン化 厚労省実施手引き作成 却って負担増の懸念も
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=696

自立支援促進加算

全入所者が離床を想定 取組の詳細を事務連絡

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3928
厚労省、適切なケアマネジメント手法の手引きを公表!! 活用呼びかけ
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-23-2.html
政府、今年度の骨太方針を閣議決定

科学的介護・栄養の推進を明記

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-19.html
厚労省、介護職の週休 3 日制でモデル事業開始へ 兼業・副業の受け入れも
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-18-2.html
介護事業の新設法人が増加

都市部の市場拡大を睨み参入も

東京商工リサーチ

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-18.html
多くのケアマネが無償で保険外対応

要介護者のニーズを幅広くカバー 国調査

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-22-3.html
他業界から介護への転職で 20 万円 今年度からスタート 厚労省が事業を周知
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-06-17-2.html
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■

賛助会員広告 【一般財団法人 日本礼儀作法協会】
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■人財不足の対策はお任せください! 自社内の教育センターを強化しませんか？
＜当協会の特徴＞
①日本語 N3、日本のマナー、介護職業教育
②貴社の人財不足解消・人財教育・退職対策支援
③外国人従業員のミスマッチ防止対策
賛助会員に参加いたしました、一般財団法人 日本礼儀作法協会でございます。
当協会は海外へ日本式の教育３点セット、日本語、日本のマナー、職業専門講座を
輸出し、ベトナムの大学・短大・専門学校と提携、人財育成のための教育事業を
２０１７年５月から行っております。当協会で受講した学生はインターシップ生および
就労ビザで日本における活躍の実績があります。その実績を踏まえて教育研修センターを
通して、国内介護の教育不備など対策を支援にて人財不足解消、教育研修および職員の
雇用安定を支援いたします。
当協会の特徴ある教育事業にお問い合わせがございましたら以下のメールアドレス、
お電話までご連絡いただければ幸いです。

＜お問い合わせはこちら＞
一般財団法人 日本礼儀作法協会 www.reigi-sahou.com
担当：金田 直之
TEL：03-5643-6566（受付時間：10:00～18:30 土日祝除く）
Mail: info@reigi-sahou.com
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■

編集後記
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ワクチン接種進み、旅行・レジャー産業景気回復の兆し 介護業界の人材獲得が厳しくなる懸念も
国内での新型コロナワクチン接種が急ピッチで進んでいることを受け、旅行やレジャー、外食などの業界では、
利用者回復の兆しがみられるそうです。
高齢者施設でも、利用者・スタッフ双方の接種が進んだことで、大きな声を出すカラオケや、外から講師を招
いての集団アクティビティを復活させたところも出てきており、徐々にではありますがコロナ前の生活が戻り
つつあります。
しかし、一方で旅行・レジャー・外食業界が利用者回復を見越して人材確保に力を入れることも考えられ、従
業員の獲得競争が激しくなることが予想されます。
この 1 年半ほどの間、介護業界では人材採用が比較的容易な状況にあり、「求人コストがかからなかった分、
経営状況が良かった」という事業者も少なくありませんでした。「生活がコロナ前に戻る」ことは「人材採用
もコロナ前の厳しい状況に戻る」ことでもあります。
今から、それに備えて人材採用戦略・コストなどを改めて見直しおきましょう。
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
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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

