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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
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理事挨拶
このたび、全国介護事業者連盟の理事を拝命いたしました、株式会社ツクイの高畠毅と申します。

弊社は、全国に 686 カ所に事業所を構え、主にデイサービス・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住
宅・訪問介護・訪問入浴・訪問看護・居宅介護支援を運営しております。
また、ツクイグループでは人材事業、リース事業、インターネット通販事業等、介護を要しながらその周辺
事業も視野に入れた企業へと進化をしようとしているところです。
私は、石川県金沢市の出身で、大学卒業後に弊社の金沢支店創設時に入社いたしました。
1983 年に創業者が福祉事業部を新設し訪問入浴からスタートした弊社ですが、私のスタートも訪問入浴の介
護職員でした。
今後はこれまでの様々な経験を活かせるよう、業界の課題に真摯に向き合い、会員の皆様と共に一丸となっ
て取り組んで参る所存でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【プロフィール】
高畠

毅（たかばたけ たけし）

株式会社ツクイホールディングス 代表取締役社長
株式会社ツクイ 代表取締役社長
1997 年 株式会社ツクイ 入社
各介護職員を経験後、デイサービスや有料老人ホーム等の統轄担当として管理・経営といった
マネジメントに従事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆日台介護産業交流サミット 2021 を開催いたします（2021 年 9 月 30 日）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/taiwan20210913-1.pdf
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆【WEB セミナーBCP 作成研修～感染症編～のご案内】
主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
日時：2021 年 10 月 26 日（火）【第 1 部】13：30～15：00、【第 2 部】15：30～17：30
参加費用・形式 ：無料・オンライン
内容：【第 1 部】デイサービス・訪問介護事業者向け「感染症 BCP 作成のポイント」
厚労省作成のひな型を中心に重要なポイントなどを解説します。当日は以下の HP から BCP 作成ひな形をご準
備願います。（厚労省 HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_1363
5.html
【第 2 部】入所施設向け「感染症 BCP 作成研修会」
参加者様のメールアドレスに 10 月 25 日にひな型をお送りし、講師と一緒にひな形を埋めていただきながら
作成していただきます。
資料を印刷してお手元にご準備願います。
講演者：株式会社 CoAct 代表取締役

渡嘉敷 唯之

BCP 作成研修の詳細確認と申込は下記よりお願いします。
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/IOIseminer1026.pdf
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆一般社団法人日本デイサービス協会が選ぶ、2022 年デイサービス 5 選の募集についてのプレスリリース
https://www.japandayservice.com/pdfs/20210921.pdf

【日本デイサービス協会が選ぶ、2022 年デイサービス 5 選の募集のご案内】
～デイサービスの好事例を収集し、発信していくきます～
自薦他薦問わず今年の 5 選になりそうなデイサービスの募集を行います。是非ご応募くださいませ。
主催：一般社団法人日本デイサービス協会
開催概要：https://pf.japandayservice.com/grand-prix/
応募期間：10/1～11/30 エントリーシート締め切り：11 月末
◇一次審査：12 月下旬
◇一次審査通過報告：12 月下旬
応募対象：デイサービス事業所
応募期間：2021 年 10 月 1 日～2021 年 11 月 30 日まで
エントリー方法：https://pf.japandayservice.com/grand-prix/entry
エントリーシート：https://pf.japandayservice.com/grand-prix/entrysheet
エントリシートカテゴリー：①自立支援・重度化対応への取組、②介護人材の確保・業務効率化・IOT の取
組み、③地域包括ケアシステムの推進への取組、④感染症や災害への対応力強化の取組 ⑤保険外サービスへ
の取組み
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆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】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 若者世代に介
護の魅力を伝える方法
https://www.youtube.com/watch?v=8P2qfYL2k1A
【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 介護職の地
位向上を目指して介護のリーダー育成手法
https://www.youtube.com/watch?v=RUuLZMhU1as
全国介護事業者連盟×ケアマネジメントオンライン 共催セミナー「生まれ変わる介護保険制度、ケアマネに
求められる役割は」第 1 部①
https://www.youtube.com/watch?v=6fpM6ZxDpHI
全国介護事業者連盟×ケアマネジメントオンライン 共催セミナー「生まれ変わる介護保険制度、ケアマネに
求められる役割は」第 1 部②
https://www.youtube.com/watch?v=XWyyG1dNGdQ
全国介護事業者連盟×ケアマネジメントオンライン 共催セミナー「生まれ変わる介護保険制度、ケアマネに
求められる役割は」第 2 部
https://www.youtube.com/watch?v=QiliUL12kvc
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【全国介護事業者連盟動向】
９月１４日

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社・SOMPO ケア株式会社プロデュース

『Future Care Lab in Japan』の見学会に理事長および久野義博副理事長が参加（東京都）
９月１５・１６日
９月１５日

職域接種（モデルナワクチン）を 4 団体共同で実施（大阪府）

北海道支部幹事会の開催（オンライン）

９月１６日

東北支部幹事会の開催（オンライン）

９月１７日

厚生労働省 老健事業『通所系サービス・短期入所系サービスの新型コロナウイルス感染症の影

響に関する調査研究事業』に委員として永井正史副理事長が参加（オンライン）
９月１７日

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会 共催『介護福祉事業経営者のためのマネジメント

力向上セミナー』の開催（オンライン）
９月２１日

厚生労働省 『介護現場（在宅系サービス）における持続的な生産性向上の取組を支援・拡大す

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２２日

「よしもとお笑い介護レク～オンライン～」のサービス提供開始に伴い、無料キックオフイベ

ント（オール巨人リモートコンサート）を 4 社共同で開催
９月２２日

一般財団法人機械振興協会経済研究所 主催 介護業界のＤＸ無料オンラインセミナー『IT 導入

補助金、介護ロボット、ICT 活用事例と課題を改めて考える』で理事長が講演
９月２２日

全国介護事業者政治連盟役員会の開催（東京都

オンライン）

９月２４日

沖縄県支部設立総会の開催（沖縄県 オンライン）

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

厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
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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
LIFE の更なる活用を促進

訪問系サービス対象にモデル事業

9 月 10 日、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・研究委員会が開催され、LIFE を活
用した取組状況の把握および訪問系サービス・居宅介護支援事業所における LIFE の活用可能性に関する調査
研究を実施することが示されました。
LIFE に関連した加算を算定している事業所のうち約 5000 と、今年 9 月までに LIFE システムへの登録がない
事業所から約 2500 を無作為抽出してアンケートを実施します。またその回答者のうち、効果的なフィードバ
ック票を実施している約 25 ヵ所、LIFE の活用に課題を感じている約 25 ヵ所事にヒアリング調査を行いま
す。
さらに訪問介護、訪問看護それぞれ 10 カ所、LIFE にデータ提出を行っている利用者を担当するケアマネジャ
ーがいる居宅介護支援事業所約 10 カ所を目途にモデル事業所を募集し、LIFE へのアカウント・データ登録
や、フィードバック票を活用したケアの質向上に向けた取り組みを実施してもらいます。
国ではこうした調査を通じて、更なる LIFE の活用に向けた課題の検討などを進めていく考えです。
規制改革推進会議

第１回 医療・介護ワーキング・グループ資料

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/iryou/20210910/agenda.html
第 203 回社会保障審議会介護給付費分科会（web 会議）資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21231.html
介護保険事業状況報告（暫定）（令和３年６月分）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=s0inXim_T5nwCCMhY

介護保険最新情報 Vol.1009（居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について（周知））
https://www.mhlw.go.jp/content/000835001.pdf
介護保険最新情報 Vol.1008（令和３年度地域支援事業実施要綱の改正点について）
https://www.mhlw.go.jp/content/000834622.pdf
介護保険最新情報 Vol.1007（感染対策のための実地での研修に係る令和３年度における第三次募集につい
て）
https://www.mhlw.go.jp/content/000834233.pdf
介護保険最新情報 Vol.1006（「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の
三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について（通知））
https://www.mhlw.go.jp/content/000832234.pdf
「人口動態統計速報」令和３年７月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-jzEvl9toH3vdKBY
令和２年（2020）

人口動態統計（確定数）の概況

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=g3iXbhmPf6nAOBIRY
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の高齢者施設等における
活用について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/kouroushou0917.pdf
「令和３年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」の講師派遣研修のご案内について【派遣先
募集】
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/f175a10c4941858a298f57f7871ae5d1.pdf
「令和３年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業」の「～ケアマネジャー向け～家族介護者の
仕事と介護の両立支援研修」（モデル研修）の開催について【受講者募集】
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/d8c34a5001ec86fcdcf417f5c088cfc6.pdf
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

介護ニュース
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介護報酬のコロナ特例、今月末で打ち切りに 補助金へ切り替え 厚労相表明
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-24.html
給付費 過去最高９兆３千億円 居宅サービス受給者３年振りに増加
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3988

ＬＩＦＥ加算 特養の半数が算定 ＩＣＴ関連は低調
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3986
認知症は身近な存在に 話した・話したい９割 ＳＯＭＰＯ ＨＤ意識調査
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3985
ヘルパー離職率 15.6%に急上昇 コロナ対策の難しさ影響か
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=707
訪問介護・ケアマネでＬＩＦＥのモデル調査 介護報酬改定検証
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3983
厚労省、新ケアプラン検証の詳細を通知 対象なら要介護度別に 1 件以上届け出
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-23.html
介護予防の通いの場、2025 年に高齢者参加率 8%へ 厚労省

実施要綱に目標明記

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-22-2.html
新型コロナ禍の「ICT 導入」事業所 4 割超

介護労働安定センター調査

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210818_02_2/
介護報酬のコロナ特例、詰めの調整

厚労相「方法を議論する」延長や代替策も

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-21.html
地域の事業所が書類を共同処理 介護報酬の専門委で有識者が事務負担減へ提案
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-13-2.html
LIFE 活用、来月にも実態調査 訪問介護や居宅介護支援の加算創設も検討
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-13.html
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
「デイ最大手」の矜持 ツクイホールディングス 高畠毅社長
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/2021080411_999_1/
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

賛助会員広告【一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会】
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「介護福祉経営士 全国会議 2021」開催のご案内
介護福祉事業にまつわるさまざまな課題の解決法を見つけ出すために、介護福祉経営士が結集！ 2025 年を

乗り越える秘策を徹底討論する全国会議です!!
■詳細・お申込みはこちら
http://www.nkfk.jp/conference2021/
◆「介護福祉経営士」とは……
介護福祉分野のマネジメントに関する課題を解決する能力、知識、ノウハウを持つ人材です。介護福祉経営
の基本的知識を修得し、研究会等を通して実践力やノウハウを磨き、人的ネットワークを築いています。
■日時：2021 年 11 月 16 日（火）14：00～16：00
■会場：オンライン（Web ライブ中継）による開催（アーカイブ有）
■参加費：一般 3,000 円、介護福祉経営士等 2,000 円（ともに税込）
■出演者
〈司会進行〉神内秀之介氏（ふくしのよろずや神内商店合同会社代表／介護福祉経営士 1 級）
皆川敬氏（サニーウインググループ代表／介護福祉経営士 1 級）
井口健一郎氏（社会福祉法人小田原福祉会理事／介護福祉経営士 2 級）
溝口寛之氏（Plus Fukushi 株式会社代表取締役社長、株式会社ひまわりウェルフェア HD 代表取締役社長／介
護福祉経営士 2 級）
上原亮氏（株式会社いちまん会代表取締役／介護福祉経営士 1 級）
■お問い合わせ
一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会
メールフォーム http://www.nkfk.jp/otoiawase.html
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

編集後記
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100 歳以上の高齢者は 8 万 6510 人 3 年後には 10 万人を超えるペースで増加
厚生労働省は 9 月 14 日、住民基本台帳に基づく 100 歳以上の高齢者数が前年比 6060 人増の 8 万 6510 人で過
去最多となった、と発表しました。
また 100 歳以上の人口に占める女性の割合は 88.4％で、こちらも老人福祉法が制定された 1953 年以降最も高
い数値となっています。
53 年に 100 歳以上人口は 153 人でしたが、81 年に 1000 人を、98 年に 1 万人を突破しています。今後も同様
の増え方をすると考えると、3 年後には 10 万人を超える見込みで、100 歳以上の高齢者は決して珍しくない
存在となりそうです。
長寿は大変に喜ばしいことですが、その一方で、いわゆる「リタイア後」の生活が長期化することでの老後
資金の不安、子どもや親類に先立たれることで独居高齢者が増加するなどの不安などが今後深刻化していく
ことも考えられます。
長寿化の実態に私たちの意識や社会の仕組みが追い付いていないケースも少なくありません。「100 歳は当た
り前」ぐらいの気持ちが求められるのではないでしょうか？
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

