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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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
沖縄県支部長挨拶
全国介護事業者連盟 沖縄県支部 支部長を務めております、りゅうせきケアプロの玉城祐一です。

7 月に沖縄県支部を設立し、9 月 24 日に設立総会を開催することができました。沖縄では 5 月～9 月末まで、
緊急事態宣言が続きました。そのような中、リモート形式で無事総会を終了することができましたのも、介
事連本部・役職員の皆様、沖縄県の関係者をはじめ、多くの方々のご支援の賜物と感謝申し上げます。
当社は 2010 年に㈱りゅうせきエネプロの一部門として、リハビリ特化型のデイサービス事業を開始しまし
た。その後、訪問看護、ケアプランセンター、地域包括支援センターと少しずつ事業を拡大してまいりまし
た。2018 年に有料老人ホームを譲受、2019 年に現在の社名に変更し、介護専業の会社となりました。2017 年
に設立した社会福祉法人彩生会は関連法人で特別養護老人ホームなどの事業を展開しております。
全国介護事業者連盟との関わりは、2020 年 5 月のことでした。コロナ禍で、マスク不足や売上減少に苦し
む、介護事業者のアンケートがマスコミに掲載されましたが、憶えていらっしゃいますか？
介事連の一連の活動の成果が、介護事業者向けのかかり増し経費につながっていると思います。素晴らしい
活動を拝見していたところ、11 月に本部の役員から、沖縄県の介護事業者にお声がけをいただきました。
2021 年 3 月に設立準備会を立上げ、7 月 1 日に沖縄県支部を設立することができました。沖縄県本島全域に
加え、宮古島からも幹事に就任いただき、法人・サービス種別の垣根を越えた役員体制でスタートできまし
た。
8 月に、こんなことがありました。医師会通達で「医療機関、介護事業所でワクチン２回接種した社員が濃厚
接触になった場合、PCR 陰性なら、通常の２週間の待機期間を待たず、業務復帰してかまわない」ということ
です。しかし 2 転 3 転、規制緩和されませんでした。人員がひっ迫する介護業界で、皆さんの声を集め行動
する必要があると、改めて活動の重要さを認識した次第です。
9 月の設立総会に参加した会員から、政府の要人からのご挨拶に驚いた声や、全国介護事業者政治連盟 久野
義博会長の熱いご挨拶、斉藤正行理事長の分かりやすい講演の感想が多くでました。介事連への期待の高さ
を感じております。沖縄県支部の今年度の活動は、会員拡大と研修を予定しております。県内には介護事業
者が 1,361 法人あり、5,442 か所の事業所が設置されております。その約 10％、100 社を目標に会員拡大して
まいりますので、引き続きご支援宜しくお願いいたします。
沖縄県支部として、熱い議論を重ねたいと思います！
＜プロフィール＞
玉城

祐一

株式会社りゅうせきケアプロ

代表取締役社長

社会福祉法人彩生会 常務理事
1990 年琉球石油株式会社（現・㈱りゅうせき）入社。産業用燃料、潤滑油の営業、石油製品の仕入、中長期
部門戦略の立案等経験。1997 年人材派遣会社の取締役として多くのコールセンター企業の人材採用に関わ
る。2001 年 iDC 事業、コンタクトセンター事業の創業メンバーとして立上げに関わる。りゅうせきに戻り、
事業開発本部長として、ＦＣビジネスの誘致、Ｍ＆Ａ業務を担当。その中で介護事業とのご縁をいただく。
推しは、大谷翔平選手、藤井聡太 3 冠
------------------------------------------------------------------------------------------------◆「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/
------------------------------------------------------------------------------------------------◆「九州支部 設立記念総会」開催案内
主催：一般社団法人全国介護事業者連盟 九州支部
日時：2021 年 11 月 29 日（月）15：00～17：00
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/kyusyu211129/
------------------------------------------------------------------------------------------------◆「東北支部 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 東北支部
日時：2021 年 12 月 7 日（火）14：00～16：00
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/tohoku211207/
------------------------------------------------------------------------------------------------◆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・福祉事業所に就職すると 20 万円 介護人材確保支援対策を解説
https://www.youtube.com/watch?v=s9BFjX-nJcg
【特別対談】スターコンサル糠谷代表が語る 介護事業者の生き残りに不可欠な「大規模化戦略」
https://www.youtube.com/watch?v=WFgtCtFjk9E
【特別対談】スターコンサル糠谷代表が語る 介護事業者におけるダイバーシティ人材戦略
https://www.youtube.com/watch?v=xVN3GBqvUs0

【特別対談】スターコンサル糠谷代表が語る 2024 年同時改定への生き残り戦略介護事業者の DX（デジタル
トランスフォーメーション）推進
https://www.youtube.com/watch?v=moCBUuOWRBc
------------------------------------------------------------------------------------------------【全国介護事業者連盟動向】
１０月１２日 岡山県支部設立準備会の開催（オンライン）
１０月１３日 厚生労働省 老人保健課との意見交換（東京都）
１０月１４日 東北支部幹事会の開催（オンライン）
１０月１５日 障害福祉サービス事業部会の立ち上げ準備会の開催（東京都

オンライン）

１０月１９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）
１０月２１日 日経クロスヘルスＥＸＰＯ2021『2021 介護報酬改定「LIFE」と「BCP」への対応』セミナーで
理事長が講演（オンライン）
１０月２１日 理事長、久野義博関東支部長、岩﨑英治埼玉県支部長・野澤道雄埼玉県支部幹事が埼玉県知
事を表敬訪問（埼玉県）
１０月２１日 高齢者住まい事業者団体連合会との意見交換（オンライン）
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厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
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財政制度分科会資料
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/proceedings/material/20211011zaiseia.html
規制改革推進会議

第３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/211008/agenda.html
介護保険最新情報 Vol.1014（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（令和３年度調
査）への協力依頼について）
https://www.mhlw.go.jp/content/000838743.pdf
技能実習介護の日本語能力要件を満たす新たな試験の周知について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/kouroushou1014.pdf
地域医療介護総合確保基金における新たなかかり増し経費支援の現時点の概要
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/kouroushou1022.pdf
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■

介護ニュース
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マイナンバーカードの保険証利用、20 日から本格開始 今後は介護保険でも
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-20-3.html
今後の社会課題は高齢者の困りごとの対応

田中滋氏

生活支援の強化を提言

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-19-2.html
新しい資本主義実現会議、年内に中間報告

介護職の賃上げも論点

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-15-2.html
介護現場の実態調査、今月から開始

報酬改定にも影響 厚労省が協力を要請

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-12-2.html
伸びない介護保険適用福祉用具 対前年比 99・５％どまりに
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=4001
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■

編集後記
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高級ホテル内に自費デイサービス開設 コロナが産み出す介護事業の新たなカタチ
先日、大阪の高級ホテル内に宿泊者専用の自費リハビリデイサービスが開設されました。利用者はホテルに
滞在しながらここに通い、ほぼ毎日集中的にリハビリを受けます。デイ事業者側では「3 ヵ月間で歩行機能を
回復」を目標として掲げています。
新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が急減し、現在はホテル・旅館などの宿泊者数は回復基調にあり
ます。しかし、今後第 6 波がやってくる可能性もあり、状況は予断を許しません。こうした中で長期宿泊者
の獲得はホテル側にとってもありがたい話であり、今後も同様のケースが出て来ることが考えられます。
新型コロナは、介護をはじめ国内の多くの産業に多大なダメージを与えましたが、一方で今回紹介したよう
な新たなビジネス誕生のきっかけにもなっています。従来では全く考えられなかった企業と介護のコラボレ
ーションなど、これまで以上に柔軟な発想や決断力が経営者には求められる時代になったと言えそうです。
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

