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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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理事挨拶 

 

全国介護事業者連盟 理事を務めております、株式会社インターネットインフィニティーの別宮圭一と申しま



す。 

 

当社は「健康な未来」という経営理念のもと、「創意革新と挑戦による、超高齢社会における課題解決」を企業

行動指針（ミッション）と位置付け、高齢者の健康寿命を延伸する社会の実現に向け、リアルでの介護事業と

WEB 事業を軸とし、テクノロジーを起点に介護現場の生産性を高める等、リアルと WEB 双方の機能が活用でき

ることを強みとした事業を行っています。 

 

実は、私が 2001年に創業した当社は、介護事業ではなくシステム開発事業会社でした。 

システム開発事業を通じて取引のあった企業が介護事業者であり、恥ずかしながら私自身はそこで初めて介護

現場を見学いたしました。 

初めて見た介護現場は驚きしかなく、親切丁寧に高齢者のご面倒をみられている介護スタッフの方々の姿を拝

見して大変感動したことを覚えています。そして、同時に現場業務における ICT 化の遅れ、生産性の厳しさを

感じました。 

 

偶然に出会った介護業界ですが、介護現場の驚きを忘れることができず、自分もやってみたいと思うようにな

りました。もう私は居ても立ってもいられず、すぐに介護の資格取得に動き、そして東京都中央区日本橋にて、

訪問介護事業をスタートさせたのです。 

 

当時 30 歳だった素人が東京の中心部で訪問介護事業を始めるのですから、皆さまご想像のとおり大変苦労を

したのは言うまでもありません。しかし、私にとっては毎日の経験が目新しく新鮮でとてもやりがいのある仕

事となります。 

介護事業開始直後の年末年始では、ヘルパーの訪問シフトをどうしても組むことができず、私自身が訪問ヘル

パーとして寝たきりのご利用者宅へ伺い、実践では初めての排泄介助など身体介護を行いました。大変緊張し

ながら正月の三日間を過ごしたこと、今でもはっきりと覚えています。 

 

介護は素晴らしい仕事である一方、課題も多い業界である、というのが皆さまの共通認識ではないでしょうか。 

私たちは、介護現場、経営の現場で様々な課題を解決しながらも、中長期的には超高齢社会における重要課題

として、社会保障制度を持続可能なものにしていく必要があります。 

 

介事連として、法人、サービスの枠を超えて介護事業者が一丸となり、変化の多い時代を乗り越えて、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、積極的な各種取り組みを進めていきたいと考え

ています。とりわけ、実証データやエビデンスに基づく科学的介護の推進については現在の取り組みを加速さ

せ、持続可能な社会保障制度の確立に向けて、具体的な提案を行っていきます。 

 

理事の皆さま、そして会員の皆さまと力を合わせて、精一杯活動して参る所存でございます。 

何卒ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

＜プロフィール＞ 

株式会社インターネットインフィニティー 代表取締役社長 別宮 圭一 

株式会社アスキー、サイトデザイン株式会社勤務を経て、2001 年 5月、有限会社インターネットインフィニテ

ィー（現、当社）を設立 取締役社長。 

在宅介護事業、レコードブック事業、仕事と介護の両立支援事業、WEB 事業などを展開し、2017年 3月、東京

証券取引所 マザーズ市場に新規上場。 



 

 

◆【介護福祉事業者のためのマネジメント力向上セミナーのご案内】 

●主催：一般社団法人全国介護事業者連盟 

●共催：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会 

●日時：2021 年 9月 17日（金）16：00～18：30  

●参加費用・形式：無料・オンライン 

▼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。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/iryoukikakuseminar20210812.pdf 

 

◆人材採用関連費用（特に職業紹介の利用にかかる費用）の定量把握にむけたご協力のお願い 

現在の介護職員数は全国で 211 万人にとなっていますが、第８期介護保険事業計画によると、2040年度にはプ

ラス 69万人が必要であると試算されており介護業界全体として人材不足の課題に直面している状況下にあり、

さらには、介護事業者にとって人材確保のためのコストが非常に負担となっていることも大きな課題の一つと

捉えております。 

そこで、全国介護事業者連盟では関係団体と共同で、人材採用関連費用（特に職業紹介の利用にかかる費用）

の定量把握にむけた 

アンケート調査を実施いたしますので、ご多忙の折恐縮ではございますが、ご協力賜りますようお願い申し上

げます。 

下記 URLよりアクセスいただき、アンケート調査にご協力お願い申し上げます。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/jinzai2021-8-12-9-52-19.pdf 

※アンケート締め切り：2021年 9月 24日（金）17時まで 

 

◆レギュラー他出演♪■□「よしもと介護レク～オンライン～」デモ視聴のお知らせ□■ 

あるある探検隊でおなじみ、レギュラー他の芸人が、「よしもと介護レク～オンライン～」のデモンストレーシ

ョンを行います。よしもと有名芸人による、その他のコーナーも自由に視聴できます。ぜひご視聴ください！ 

●日時：2021 年 9月 30日（木）11:30～11:45（時間が前後する場合がございます） 

●出演：レギュラー、よしもとお笑い介護ブ！メンバー 

●料金：視聴無料・申込不要  ※途中入室、途中退出自由です 

●内容：「よしもと介護レク～オンライン」のご紹介・デモンストレーション 

 ※参加型ではありません 

●視聴方法：下記配信視聴用の URL よりアクセスください。 

https://us02web.zoom.us/j/88575923971?pwd=YzE5YnNhSGVXdjJKc1QvY2FkbHdkdz09 

パスコード：848430  

※同日 11:00～14:45 で行われる吉本興業主催「月刊よしもとオンラインイベント 9月号」の一部として、実施

いたします。本デモ以外の時間も、自由にご視聴可能です 

（出演者：西川のりお・上方よしお、ザ・ぼんち、NON STYLE 井上、尼神インター誠子他） 

※よしもと介護レク～オンライン～ 

エブリ・プラス、吉本興業、NTT 東日本、ＢＣＣ、介事連は、オンラインによる介護レクリエーションサービ

スを 2021年 9月 22日より提供開始します。 

 

 

◆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】小濱介護経営事務所 代表 小濱道博氏 × 斉藤正行 小濱道博先生が語る 介護サービス種別の統

廃合が 24年同時改定から始まる 

https://www.youtube.com/watch?v=vqkKlOIxFWA&t=17s 

 

【介護事業者向け】デイサービス『入浴介助加算Ⅱ』算定の秘訣（ケアマネ交渉編） 

https://www.youtube.com/watch?v=W99R64HBxWU&t=20s 

 

科学的情報システム『LIFE』のフィードバックが始まる。 

https://www.youtube.com/watch?v=l77JJhDvQYY&t=15s 

 

科学的介護情報システム『LIFE』フィードバックデータの活用方法を徹底解説 

https://www.youtube.com/watch?v=uv2k_s_lIQs 

 

【特別対談】株式会社 Blanket 代表取締役 秋本可愛 × 斉藤正行 Blanket 秋本可愛代表が語る コロナ禍で介

護人材採用は大きな変化が必要 

https://www.youtube.com/watch?v=IuH2uXSrbrg 

 

 

【全国介護事業者連盟動向】 

８月３０日 厚生労働省 老健事業『介護分野の文書の簡素化・標準化・ICT 化に関する調査研究事業』に委員

として理事長が参加（オンライン） 

８月３０日 一般社団法人日本介護協会理事会に理事長が参加（オンライン） 

８月３０日 一般社団法人日本介護協会主催 『「世界に誇れる日本の介護」出版記念特別パネルディスカッシ

ョン』にて理事長が登壇（オンライン） 

８月３１日 厚生労働省 令和３年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査『文書負担軽減や手続

きの効率化による介護現場の業務負担軽減に関する調査研究事業』に委員として理事長が参加（オンライン） 

９月 ３日 厚生労働省 老健事業『認知症グループホームの令和３年度介護報酬改定の施行後の状況に関す

る調査研究事業』に委員として参加（オンライン） 

９月 ３日 第 27 回理事会の開催（東京 オンライン） 

９月 ３日 東北支部・四国支部の設立 

      ⇒  http://kaiziren.or.jp/wp/wp-

content/uploads/2021/09/presstouhokusikoku20210910.pdf 

９月 ６日 一般社団法人日本在宅介護協会東京・北関東支部幹事会に理事長が参加（オンライン） 

９月 ６日 関東支部・東京都支部・神奈川県支部・埼玉県支部・千葉県支部幹事会の開催（東京 オンライ

ン） 

９月 ７日 新潟県支部幹事会の開催（オンライン） 

９月 ８日 『基本報酬の特例措置（0.1%の上乗せ）にかかる要望書』を厚生労働省 老健局長に提出（東京） 

      ⇒ http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/tokureisoti20210908.pdf 

９月 ９日 一般社団法人日本デイサービス協会理事会に理事長が参加（東京） 

９月１０日 関西支部・大阪府支部・兵庫県支部幹事会の開催（オンライン） 

９月１１日 三重県支部設立準備ミーティングの開催（三重県） 

 



 

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

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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社会保障費用統計（旧社会保障給付費） 

http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/security.asp 

 

19年度の社会保障給付費は約 124兆円 介護は 10.7 兆円で前年度比 3.3％増加 

国立社会保障・人口問題研究所は 8月 31日、2019 年度の社会保障費用（旧社会保障給付費）を発表しました。 

社会保障費用の総額は約 123兆 9241億円（ILO基準）であり、前年度比で 2.1％増、対 GDP比は前年比 0.34 ポ

イント増の 22.14％となりました。 

高齢者人口の増加・高齢化率の上昇に伴い過去最多を記録しています。 

部門別では、「医療」が約 40兆 7200 億円、「年金」が約 55兆 4500 億円、「福祉その他」が約 27兆 7500億円と

なっています。 

「介護」は「福祉その他」に含まれ、約 10 兆 7400 億円です。介護は、額そのものは少ないですが、対前年度

伸び率では医療の 2.5％、年金の 0.4％を上回る 3.3％となっており、今後も高い伸び率を示すことが予想され

ています。 

こうした中で、今後、国が介護給付費の抑制を図ることは十分に予想されます。 

介護事業者としては、それに備え、無駄のない経営体質の構築などの対策を講じる必要性があると言えそうで

す。 

 

第 23回社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会（Web 会議）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21002.html 

 

「人口動態統計月報（概数）」令和３年４月分 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=mWKHwZ5BTtdxjjcLY 

 

社会的重要インフラ自衛的燃料備蓄事業の周知依頼について 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/kouroushou.pdf 
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■       介護ニュース 
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ワクチン接種で行動制限緩和、介護施設の面会は「これからの議論」 政府 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-10.html 

 

介護報酬 0.1%増のコロナ特例、今月打ち切りに「待った」 介護団体が相次ぎ要望 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-08-2.html 

 

過去最大の 33.9兆円 厚労省 22年度予算概算要求 介護保険総費用 13兆円に 



http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=705 

 

【介護報酬改定】LIFEの意義とデータ利活用／斉藤正行氏 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210728_04_1/ 

 

社会保障給付費、過去最高の 124兆円 2019 年度 介護は 3.3%増 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-08-31-2.html 

 

介護の給付費、膨張続く 足元の実績で 10兆円 来年度は 12兆円超の見込み 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-08-31.html 

 

介護の生産性向上、予算増目指す 厚労省概算要求 科学的介護の推進も 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-08-27.html 
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■   賛助会員広告【株式会社プラッツ】 
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≪ コストパフォーマンスに優れた介護ベッドメーカー「プラッツ」 ≫ 

 

株式会社プラッツは「高品質」「高機能」「低価格」のものづくりで、コストパフォーマンスに優れた医療・介

護用ベッドをご提供します。 

 

【 超低床介護用ベッド「ラフィオ」 】 

https://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/ 

最低床面高 15cmからの垂直昇降機能で、利用者の転落による事故の防止、省スペースでの設置が可能です。 

独自の背上げ機構「ハイバックサポート機能」で、ベッド上での誤嚥リスクの低減、褥瘡予防のサポートなど、

介護環境の改善に貢献できるハイスペックモデルです。 

 

【 コストパフォーマンスに優れた介護施設用ベッド「レイスト」 】 

https://www.platz-ltd.co.jp/product/reist/ 

従来機の基本的な機能を踏襲しつつデザインを一新、さらなるコストパフォーマンスの向上を実現した、プラ

ッツの新しいスタンダードモデルです。 

 

【 株式会社プラッツ YouTube（仮） 】 

「ミオレットⅢ 早組み立て選手権」 

https://youtu.be/7L2dxANHcBw 

「サイドテーブルにおもり 100kgのせてみた！」 

https://youtu.be/zv9datMF7QE 

「ゼロソアで生タマゴの上に座ってみた！」 

https://youtu.be/37wRvZ_-4o8 

プラッツでは動画の視聴回数に応じて、社会貢献活動の資金とする取り組みを行っております。 



今後も皆さまが楽しめるような動画を企画してまいりますので、ご視聴いただけましたら幸いです。 

 

[ お問い合わせはこちら ] 

https://www.platz-ltd.co.jp/inquiry/ 

 

 

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

■    編集後記 
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「コロナ不況で介護業界に」は一段落 他業界からの流入 2年ぶりの低水準 

 

福祉系人材サービス会社の調査によると、同社の派遣登録者のうち、前職が福祉関係以外だった人の割合は、

昨年 4 月は 60.3％であったのに対し、今年 7月は 49.4％にまで低下しました。 

前職が福祉業界者以外の登録者が半数を下回るのは 23 ヵ月ぶりのことです。 

昨年 4 月は、新型コロナの感染拡大で初の緊急事態宣言が発令されていた時期であり、飲食店・物販店が軒並

み休業となり、失業した人や勤務時間が減少した人などが、職を求めて福祉業界に流れて来ていました。 

現在もコロナ禍であることには変わりはありませんが、以前に比べ休業していない店舗も増えており、福祉業

界への人材流入は落ち着いたといえるのではないでしょうか。 

 コロナ禍で福祉業界には「人材確保が楽になる」といった安心感が漂っていましたが、 

そうした期待は、今後は禁物といえそうです。危機感を持ってしっかりとした人材確保・育成戦略を練ってい

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 


