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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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四国支部長挨拶
一般社団法人全国介護事業者連盟 理事・四国支部 支部長の森永常夫です。
今年 9 月 3 日、全国介護事業者連盟の四国支部が設立されました。また、11 月 24 日には四国支部設立総会が

開催されます。四国支部設立にあたり、平素から当連盟の活動をご支援頂いた方々に御礼申し上げます。
当社、株式会社ケア・ステーションは 2003 年に人口が 10 万人程度の香川県丸亀市からスタートしました。
自分たちでお客さまを呼んでこなければ利用してもらえない環境で、地方の限られた資源で知恵を練り、介
護保険外でも相談窓口となれるよう同業他社はもとより、あらゆる業態と関わっております。
現在は、異業種との連携に注力することで様々な士業と連携し、ワンストップで全てを解決する仕組みが構
築されています。またそれにより、介護保険に頼らない「脱・介護保険」という新たな事業が生まれ、地方
発のケア・ステーションが四国から全国へ、そして海外事業へと足元を固めながらビジネス展開ができてい
ます。
コロナ禍では、全国介護事業者連盟による先手の活動と情報発信から私たち事業者は幾度となく助けられま
した。今年の介護報酬改定では、コロナ禍の影響で本来の審議が十分にできず、多くの論点が先送りされて
います。2024 年度改定は激変が予想され、相応の心構えと準備が必要です。
斉藤正行理事長は、「アフターコロナ」は社会保障費の抑制を図る力が強まり、国の財政が更に悪化したこ
とを踏まえると、2015 年度（▲2.27%）を上回る大幅なマイナスもあり得るとみています。
全国介護事業者連盟の会員様と共に手と手を繋ぐ事で新たな価値を生み出しながら、先を見据えた体制作り
をしていきましょう。
今後も理事、そして会員の皆様と共に、支部を盛り上げ、勢力を一段と拡大し、制度改正・報酬改定をめぐ
る議論への影響力を高めるために会員さまと盛り上げてまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
＜プロフィール＞
一般社団法人全国介護事業者連盟 理事・四国支部 支部長
株式会社ケア・ステーション 取締役 森永 常夫
昭和 44 年（1969 年）香川県出身 52 歳
平成 15 年（2003 年）株式会社ケア・ステーション 代表 藤田 浩司 介護事業開設
平成 22 年（2010 年）入社

代表取締役は前勤務先（大京穴吹工務店）の上司

デイサービス・グループホーム・訪問介護事業所・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・
調剤事業・保育事業・コンサルタント事業を四国（香川県と愛媛県）に展開。
平成 30 年(2018 年)株式会社ユーミーケア 代表取締役就任。同年有限会社たちばな 代表取締役就任。（愛媛
県グループ会社）他、医療、健康器具用品の企画・開発及び卸事業、海外事業を展開。
--------------------------------------------------------------------------------◆『公的価格の見直しによる介護従事者に対する処遇改善に関する要望書』を内閣総理大臣補佐官および厚
生労働省 老健局長に提出いたしました。
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/20211112160338391.pdf
--------------------------------------------------------------------------------◆「四国支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2021 年 11 月 24 日）
http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/shikoku211124/

--------------------------------------------------------------------------------◆「九州支部 設立記念総会」を開催いたします（2021 年 11 月 29 日）
http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/kyusyu211129/
--------------------------------------------------------------------------------◆「東北支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2021 年 12 月 7 日）
http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/tohoku211207/
--------------------------------------------------------------------------------◆「改正個人情報保護法について介護事業者が押さえておくべきポイント」セミナー案内
主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
日時：2021 年 11 月 24 日（水）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お申込みは下記よりお願いします。
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/aioiseminer1124.pdf
--------------------------------------------------------------------------------◆関連連団体（日本デイサービス協会）
【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、発信していきます～
開催概要：https://pf.japandayservice.com/grand-prix/
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
--------------------------------------------------------------------------------◆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・障害福祉に関する介事連からの重要なお知らせ
https://www.youtube.com/watch?v=-tlGb1YK3s4&t=25s
岸田新政権の公約『公的価格の見直しによる介護・福祉従事者の処遇改善』の論点
https://www.youtube.com/watch?v=0NzE5oHfxYE&t=22s
【特別対談】プリファ中川社長が語る 介護と障害福祉 制度と事業 その特性について
https://www.youtube.com/watch?v=mbySu36ckKc&t=65s
【特別対談】プリファ中川社長が語る 障害福祉事業の運営における最も大切なこと サービス分類と障害特
性への理解
https://www.youtube.com/watch?v=gzaVuN-Mf3M
--------------------------------------------------------------------------------【全国介護事業者連盟動向】
１０月２５日 九州支部幹事会の開催（オンライン）
１０月２５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
１０月２６日 京都府支部設立準備会の開催（京都府）
１０月２９日 第 14 回常任理事会の開催（オンライン）
１０月２９日 内閣官房 健康・医療戦略室との意見交換（東京都）
１１月 ２日 新潟県支部幹事会の開催（オンライン）

オンライン）

１１月 ４日 三重県支部設立準備会の開催（三重県）
１１月 ５日 四国支部幹事会の開催（オンライン）
１１月 ９日 関東支部・東京都支部・神奈川県支部・千葉県支部幹事会の開催（東京都・神奈川県・千葉
県

オンライン）

１１月１０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）
１１月１０日

GLG 主催セミナー『介護施設経営/介護職員人材業界の動向』について理事長が講演（オンラ

イン）
１１月１０日 白澤ケアサービス研究会 主催勉強会『コロナ禍でのデイサービス生き残り戦略』について理
事長が講演（オンライン）
１１月１１日 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課との意見交換（東京都）
１１月１１日 令和 4 年度予算について東京都副知事によるヒアリングに理事長、袴田義輝東京都支部長が
参加（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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全世代型社会保障構築会議（第１回）・公的価格評価検討委員会（第１回）合同会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai1/gijisidai.html
2019 年社会保障に関する意識調査結果について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174288_00005.html
規制改革推進会議

第４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/211025/agenda.html
高齢者施設等における面会について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000853139.pdf
「人口動態統計月報（概数）」令和３年６月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=zzRrqNC_yDClT6tdY
介護保険事業状況報告（暫定）（令和３年 8 月分）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0yhz1hHObYmDfGFBY
令和 2 年度

介護給付費等実態統計の概況(令和 2 年 5 月審査分?令和 3 年 4 月審査分)

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=LdaHgIev7Nfvkx-_Y
「人口動態統計速報」令和３年８月分
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=TbaWUybJ4fHLghHfY
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介護ニュース
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介護職の賃上げ、財源は被保険者年齢の 30 歳への引き下げで 介事連 処遇改善加算の再考も
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-11-12-3.html
介護現場の実態調査への協力を!! 厚労省、重ねて要請 次の報酬改定にも影響
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-11-12-2.html
【まとめ】全世代型社会保障と公的価格の新会議、初会合でどんな意見が出たのか
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-11-11-3.html
介護施設での面会、ワクチン接種や陰性証明で対面実施の検討を 厚労省
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-11-10-3.html
新型コロナ対応「かかり増し経費」

補助上限公表

https://www.care-news.jp/news/FCLB1
介護職の賃上げ、経済対策で年度内にも実現 政府 処遇改善加算の見直しも論点
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-11-10.html
LIFE 加算の算定、特養は約 5 割 小規模通所介護は 3 割強

老施協調査

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-11-05.html
通所介護の費用額、初の減少

コロナ禍が影響 通所リハやショートも

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-11-02-2.html
「フレイル予防がより重要に」 厚労省・地域介護推進課長、85 歳以上の急増睨む
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-26.html
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■

賛助会員広告【株式会社 soeasy】
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【育成効果バツグンのスマホ動画マニュアル”soeasy buddy”のご紹介】
突然ですが、こんな悩みはございませんか？
・新しく入社したスタッフがなかなか定着しない
・先輩スタッフが後輩を育成する余裕がない
・社内コミュニケーションを活発にしたい
soeasy buddy でそんなお悩みが解決できるかもしれません！
https://pr.soeasybuddy.com/kaigo

◆Point1
操作は簡単！スマホで撮影した動画をアプリにアップロードするだけでマニュアルが完成！
新人スタッフが動画を見ながらどんどん成長していきます！
◆Point2
見たいマニュアルをいつでも・どこでも確認できる！
わからないこと・不安なことは自分のペースで何度も見直せる！
◆Point3
SNS 機能もあるので、違うフロアや事業所の取り組みもタイムリーに共有可能！
情報共有スピードが格段にアップします！
＜詳細はお気軽にお問い合わせください＞
株式会社 soeasy 担当：小林
TEL：050-5444-6225
Mail : kobayashi.tomoaki@soeasy.tokyo
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■

編集後記
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無差別大量殺害未遂事件発生 介護事業所で取り得る対策は？
先月末、東京の電車内で無差別大量殺人未遂事件が起きました。これを受けてネットなどでは「車内に警備
員」「乗務員の武器携帯や逮捕術の訓練」「乗客の手荷物検査」などの対応策を求める意見が出ました。し
かし、「費用対効果」「非現実的」「利便性低下」などの理由で実現は難しそうです
介護関係者の中には神奈川県の障害者施設での大量殺人事件を思い出した人も多かったと思います。あのと
きも同様な意見がありました。しかし、やはり同じような理由でいつの間に聞かれなくなりました。
コロナの影響で、失業して自暴自棄になっていたり、心身のバランスを崩したりしている人が少なくありま
せん。今後、同様の事件が介護事業所で起こる可能性は否定できません。「警備強化」「自身での犯人確
保」が難しい以上、現実的に取り得る対策は「利用者のスムーズな避難」「警察への通報と時間稼ぎ」程度
でしょう。今回の事件を機に、不審者侵入時のマニュアル作成・見直しなどしてみてはいかがでしょうか。
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

