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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の理事を務めております、アサヒサンクリーン株式会社の浅井孝行と申します。
弊社は 1974 年 11 月に設立し、1977 年 10 月、専用車両 2 台と 8 名の社員で、高齢者や重度障がい者の方への
「巡回入浴サービス業」
（現在の訪問入浴事業に繋がる）をスタート致しました。
現在では、訪問入浴事業を軸に、福祉用具貸与事業、施設介護事業の 3 つを事業の柱とし、東北支店、埼玉支
店、東京支店、千葉支店、横浜支店、静岡支店、名古屋支店、京都支店、大阪支店、広島支店、福岡支店にて
介護サービスを提供させて頂いております。
皆さまご承知の通り、入浴介助はスタッフへの身体的負担の大きな介助であり、かつ訪問での入浴介助の場合、
浴槽他各種設備の搬入出という負担もかかります。
2006 年からは名古屋に本社を構える東山グループに入り、この負担を軽減するために当時 27kg であった浴槽
の軽量化に取り組み、自社開発の軽量で耐久性の強い素材にする事で 2010 年には 11kg までの軽量化が実現し
ております。
また、移乗時の業務負荷軽減の為「マッスルスーツ（装着型筋力補助装置）」を東京理科大学との共同開発によ
り、全入浴車両（当時 600 台）に配備致しました。
現在は、脱・抱え介助実現に向け、
「マルチ担架シート」
「スライダーボード」を自社開発。その他、記録業務
負荷軽減のため、
「電子カルテ」を 2018 年に導入しております。
お客様に対しては、洗体時の負担軽減のため、2011 年に「マイクロバブル発生機」を全入浴車両へ導入致しま
した。
上記の様に、「訪問入浴事業」においては様々な経験をさせて頂きました。
これらの経験を活かし、全国介護事業者連盟 理事の方々、そして会員の皆様と共に力を合わせることで、下記
「5 大政策方針」の実現に微力ながら尽力して参ります。
何卒、宜しくお願い致します。
1.現場視点によるサービス品質向上を目的とした制度改革の推進
2.科学的介護手法の確立と高齢者自立支援の推進
3.業務効率の向上を目指し、制度のシンプル化、介護現場の ICT 化、ロボット活用の推進
4.介護職の処遇改善・ステータス向上等の人材総合対策の推進
5.将来を見据え、海外・アジアの介護産業化の推進
＜プロフィール＞
浅井孝行（あさい

たかゆき）

1968 年 愛知県岩倉市生まれ
1992 年 東山株式会社（物流業）入社
2000 年 株式会社ラ・プラス（特定施設入居者生活介護・デイサービス）転籍
2013 年 サンネットワークリブ株式会社（福祉用具レンタル卸）転籍 取締役就任
2017 年 同社代表取締役社長 就任
2018 年 アサヒサンクリーン株式会社転籍 常務取締役 就任
2021 年 同社 代表取締役社長 就任
------------------------------------------------------------------------------------------------「四国支部 設立総会・記念講演」開催案内

主催：一般社団法人全国介護事業者連盟 四国支部
日時：2021 年 11 月 24 日（水）16：00～18：30
参加費用・形式：無料・オンライン
▼詳細確認と申し込みは下記よりお願いします。
http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/shikoku211124/
------------------------------------------------------------------------------------------------ホメ育による「介護業界の人事評価システム再考セミナー」開催案内
主催：一般社団法人日本医療介護経営支援機構
日時：2021 年 10 月 31 日（日）14：00～16：30
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://nikksk.org/%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%86%
8d%e8%80%83%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/
------------------------------------------------------------------------------------------------「日本型教育・しつけを身につけた外国人の採用」セミナー開催案内
主催：一般社団法人日本礼儀作法協会
日時：2021 年 11 月 6 日（土）14：00～16：00
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://nikksk.org/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e9%9b%87%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%
ae%e4%bd%9c%e6%b3%95%e8%ac%9b%e5%ba%a7/
------------------------------------------------------------------------------------------------◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル
【介護事業者向け】24 年同時改定はどうなる？介護報酬改定検証がスタート
https://www.youtube.com/watch?v=10jpgJdHFeg
【介護事業者向け】2021 年 12 月末期限 コロナ特例措置（報酬 0.1％上乗せ）に代わる補助金が創設
https://www.youtube.com/watch?v=7zd2jW9rU6c&t=18s
【介護事業者向け】介護福祉事業における『生産性向上』は職員負担軽減が必要
https://www.youtube.com/watch?v=M0psvNClJeo&t=459s
【介護事業者向け】介護福祉事業における『生産性向上』 現場で実践するための方法
https://www.youtube.com/watch?v=JFiVB4vgXDI
------------------------------------------------------------------------------------------------【全国介護事業者連盟動向】
９月２７日

株式会社高齢者住宅新聞社 主催セミナー『食事で変わる、介護が変わる』で理事長が講演（オン

ライン）
９月２８日

全国介護事業者連盟群馬県支部にて勉強会の開催（オンライン）

９月２９日

厚生労働省 老健事業『介護分野の生産性向上に向けた ICT の更なる導入促進に関する調査研究

事業』に委員として松田吉時（生産性向上推進委員会 副委員長）が参加（オンライン）
９月２９日

第 13 回常任理事会の開催（東京都 オンライン）

９月２９日

四国支部幹事会の開催（オンライン）

９月３０日

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会との意見交換（東京都）

９月３０日

第 5 回日台介護産業交流サミットの開催（オンライン）

１０月１日

高知県ホームヘルパー連絡協議会 荒川泰士会長との意見交換（オンライン）

１０月５日

新潟県支部幹事会の開催（オンライン）

１０月７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）

１０月７日

東海支部常任幹事会の開催（愛知県）

１０月８日

一般社団法人茨城県介護福祉士会 森久紀会長との意見交換（東京都）
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厚生労働省ニュース/内閣府ニュース

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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７月分）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o1hRTPWtpiGDcTwxY
介護保険最新情報 Vol.1013（令和３年度介護職員処遇改善加算等研修会の実施に係る周知について（依頼）
）
https://www.mhlw.go.jp/content/000838743.pdf
「人口動態統計月報（概数）
」令和３年５月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=S7C0RCcHIRoLS57ZY
介護保険最新情報 Vol.1010（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）に関するお問い合わせの受付体制について）
https://www.mhlw.go.jp/content/000836305.pdf
介護人材確保に向けた支援策の周知について
http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/kouroushou0930.pdf
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

介護ニュース
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岸田首相、介護職らの賃上げへ「公的価格検討委員会」の新設を表明
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-08-2.html
後藤厚労相「責任の重さを痛感」 新型コロナ対策や全世代型社会保障などに注力
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-05-2.html
岸田首相、就任会見でも介護職の賃上げを明言 「公的価格を抜本的に見直す」
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-05.html

処遇改善加算の下位区分は今年度で廃止。厚労省、上位移行への研修会を開始
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-02.html
科学的介護の LIFE、問い合わせ受付体制を変更 サイト専用フォームに統一
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-09-28-3.html
ツクイ 慶大発ベンチャーと提携 介護 DX 促進へ
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210908_02_1/
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■

賛助会員広告【株式会社ツクイキャピタル】
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【福祉車両特選中古車「まるごとセカンドリース」のご案内】
賛助会員の株式会社ツクイキャピタルと申します。
弊社はツクイのグループ企業として「リースで福祉を支える」をスローガンに、オートリースを専門に取り扱
うリース事業を展開し、
安心・安全な車両管理サポートを通して、福祉業界に貢献できる企業を目指しております。
こんなお悩みありませんか?
⇒ 新型コロナウイルスの影響により「新車の納期が間に合わない! !」
⇒ 先行き不透明な状況から「修理費用等の変動費を固定化したい!!」
⇒ 中古車も検討したいが「故障時の対応が不安!!」
今回は、福祉車両特選中古車「まるごとセカンドリース」をご案内させていただきます。
■「まるごとセカンドリース」３つの特長!!!
その１｜最短 1 カ月でご納車できます
その２｜架装部修理もリース料に含まれています
その３｜車いす送迎車の架装が充実しています
■ 会員企業様特別商品
使用年数４年・平均走行距離 5 万キロ未満のリース満了車をご用意
☆日産キャラバンチェアキャブ 車イス 2 名仕様 (定員 10 名) <アラウンドビューモニター・自動ブレーキ･ル
ーフサイドウィンドウ付き>
☆トヨタハイエースウェルキャブ B 車いす 2 名仕様 (定員 10 名) <ルーフサイドウィンドウ付き>
■ツクイキャピタル「まるごとリース」の詳細はこちら
URL:https://youtu.be/TS1tXRA-cIM
＜詳細はお気軽にお問い合わせください＞

株式会社ツクイキャピタル

営業部

TEL：03-6809-6291(受付時間 9:00～17:00 土日祝除く)
Mail : info＠tsukuicap.co.jp
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■

編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緊急事態宣言解除で戻りつつある日常生活 職場の「自粛ルール」に職員はどこまで我慢できるか
10 月より新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言などが全て解除されました。
行楽地の人出が増加するなど「日常」が戻りつつあります。一方で、マスク着用や手指消毒、密を避けるなど
の取り組みは依然として励行されており、
「日常生活の復活」と「感染防止」のバランスをどうとるのか悩まし
いところです。
介護業界は、他業界に比べてまだ「感染防止」のウエイトが多いでしょう。
従業員に「家族以外との会食禁止」
「旅行は会社に報告」などのルールを設けている企業もあると思います。
しかし「緊急事態宣言解除」
「ワクチン接種進む」
「新規陽性者激減」という現状では、今まではそれに従って
きた従業員からも「他の人は飲みに行けるのに、なぜ自分たちはいつまでもダメなのか」という不満の声が出
るでしょう。
「地元の都道府県の新規陽性者数が○人以下ならば、会食可」といった具体的な数値要件を設けて対応するな
ど、適度にガス抜きを図ることも必要な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
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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

