
また、この定時総会の終了後すぐ、平成28年度第2回理事会が招集され、選任された役員の互選に基づき会長、理事長

（代表理事）、常務理事（業務執行理事）が下記のとおり選定されました。

総会開催にあたり、斎藤勝利会長からの挨拶（次頁参照）

の後に、来賓として、厚生労働省から、新たに着任されたば

かりの蒲原基道老健局長、三浦明振興課長のご臨席並びに

ご挨拶をいただきました。また、今回の定時総会では役員の

任期満了に伴い、20名の理事、2名の監事がそれぞれ再任さ

れ、新たに下記の4名の理事が選任されました。
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（年3回発行）

平成28年度定時総会開催
当会では６月22日(水)、平成28年度定時総会を開催いたしました。総
会では議案として任期満了に伴う役員の選任の件、平成27年度決算報
告の件の２議案が提出され、いずれも承認されました。また報告事項と
して平成27年度事業報告、平成27年度公益目的支出計画実施報告に
ついて報告されました。

●一般社団法人シルバーサービス振興会とは●
シルバーサービスの質の向上と、その健全な発展を民間の立場で支えるために活動している法人です。
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選任された新役員（五十音順）
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会員向け「月例研究会」の取組み
月例研究会では、シルバーサービス関連のさまざまな分野の最新動向を研究するため、第一線で活躍
されている講師をお招きして最新の情報、研究成果等を講演いただいています。
なお、講演録は当振興会ホームページの会員専用ページを通じて、毎回会員に提供されています。

■第276回　平成28年5月17日
『我が国の介護サービス事業者の国際展開における現状と課題及び今後の展望』
  ～介護サービス事業者等の海外進出の促進に関する調査研究を踏まえて～
講師：藤井 賢一郎 氏（上智大学 総合人間科学部 社会福祉課 准教授）

■第277回　平成28年6月28日
『地域包括ケアシステムと地域マネジメント』
  ～地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスの在り方に関する調査研究を踏まえて～
講師：川越 雅弘 氏（国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部 部長）

■第278回　平成28年7月26日
『地域包括ケアシステムにおける地域医療と医療介護連携』
  ～超高齢社会における「病院から在宅医療」への挑戦～
講師：天本　宏 氏（医療法人財団天翁会 相談役）

斎藤勝利会長からの挨拶（要旨）
○我が国の経済は、緩やかに回復基調をたどっているが、まだまだ国民生活のレベルで

実感できるまでにいたってはいない。

○安倍総理の消費増税の再延期という極めて重大な政治決断に対しては、デフレ脱却に

向け、伸び悩む個人消費を喚起し、経済再生を最優先するといった強い決意の表れと

理解しており、その判断自体は現実的かつ妥当なものであったと考えている。

○しかし、その一方で、社会保障の持続可能性を担保するための安定的な財源として消

費税を位置づけた「社会保障と税の一体改革」の取り組みへの影響が懸念される。

○政府の「ニッポン一億総活躍プラン」において「介護離職ゼロ」に向けた、介護人材の

処遇改善、介護ロボットの活用促進、ICT等を活用した介護分野の生産性向上の推進、

行政が求める帳票等の文書量の半減などについては、介護事業者が抱える経営課題

の克服だけでなく、シルバーサービスの振興の観点からも大きな期待を寄せている。

○当振興会の事業についても、介護キャリア段位制度も確実に成長しているし、政府の方針を受け、介護サービスの生産

性向上に向けた取り組みも開始したところである。

厚生労働省　蒲原基道老健局長からの挨拶（要旨）
○この度の異動で、新たに老健局長に就任した。我が国のシルバーサービスの推進に大

変ご尽力いただいていることに深く感謝の意を表する。

○我が国の高齢化は急速に進展しており、厚生労働省としては、高齢者が介護が必要と

なっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう「地域包括ケアシス

テム」の構築に向け取り組んでいるところであるが、高齢者の多様なニーズに応えてい

くためにも、引き続きシルバーサービスの推進にお力添えいただきたい。

○「ニッポン一億総活躍プラン」における「介護離職ゼロ」に向けた各種施策を推進して

いくためには、国や地方公共団体の力だけでなく、シルバーサービス振興会の皆様を

はじめとした民間サービスを担う方々の理解と協力が不可欠である。
蒲原基道局長



介護キャリア段位制度の取組状況について

平成28年3月、厚生労働省において、介護事業所・施設内におけるOJT（On-the-Job Training）を

通じて介護職員の実践的な職業能力の向上を図りつつ、その能力を評価・認定することにより、介護事業

所等における人材を育成することを目的とした事業「平成28年度介護職員資質向上促進事業」の実施事

業者の公募が実施され、平成28年度も引き続き当会が実施機関として選定されました。

平成28年5月に「運営委員会（委員長：高橋紘士　一般財団法人高齢者住宅財団理事長）」を開催し、

事業計画並びに広報・普及啓発活動についてご意見をいただきました。

また、今年度も毎月「レベル認定委員会（委員長：小山秀夫 兵庫県立大学大学院教授）」を開催し、本

年度に入り、これまでに406名の新たなのレベル認定者が誕生し、これまでの総数（累計）は、平成28年

７月末現在で1,772名となっています。

さらに、平成28年度は、評価者（アセッサー）講習の受講期間を、2期に拡大して受講できるようにする

とともに、開催会場も、これまで開催のなかった県を新たに加えるなど、受講機会を拡大しました。

レベル認定者の総数が1,772名に
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過去の評価者（アセッサー）講習 集合講習の様子



SSS（トリプルエス）認定制度の運営
シルバーサービス振興会では、高齢者の生活環境上の安全・安心機能を守るため、高齢者の利用を想定して

提供される製品やサービス等について、「有効性」、「安全性」、「安心性」の観点から一定の基準を定め、これ

に適合した製品やサービス等についてシルバースマートマークという適合表示を行うことで、高齢者自身による

選択（自己決定）を支援することを目的にSSS（トリプルエス）認定制度を運営することといたしました。

高齢者の生活環境上の安全・安心機能を守るため、高齢者の利用を想定して提供される製品やサービス等

について、「有効性」、「安全性」、「安心性」の観点から一定の基準を定め、これに適合した製品やサービス等

についてシルバースマートマークという適合表示を行います。マークデザインは、Silver（高齢者）をSafety（安

全）・Security（安心）によって支えるという3つのSを表現しています。

平成28年4月、SSS認定制度　第１回認定審査委員会（潮谷義子委員長　学校法人日本社会事業大学理事

長）が開催され、株式会社ドリーム・ブレイン様の「スプレー型オゾン水生成装置「スマートクリリン」」が第１号

として認定されました。

SSS（トリプルエス）認定制度について
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シルバースマートマーク



シルバーマーク認定事業所（平成28年6月1日現在）

■新規

訪問介護

●（株）社会福祉総合研究所

ロイヤル綾瀬訪問介護ステーション ･･･（神奈川県）

ロイヤル熊本飛田訪問介護ステーション･･（熊本県）

ロイヤル鵠沼訪問介護ステーション ･･･（神奈川県）

ロイヤル小田原訪問介護ステーション･･（神奈川県）

福祉用具貸与

●フランスベッド（株）

メディカル横浜中央営業所 ･･･････････（神奈川県）

メディカル福岡西営業所 ･･･････････････（福岡県）

■更新

訪問介護

●（株）社会福祉総合研究所

ロイヤル御殿山訪問介護ステーション ･･･（大阪府）

ロイヤル佐倉訪問介護ステーション ･････（千葉県）

ロイヤル八幡訪問介護ステーション ･････（京都府）

ロイヤルレジデンス川島 ･･･････････････（埼玉県）

ケアサポート・ロイヤル ･･･････････････（埼玉県）

ロイヤル博多訪問介護ステーション ･････（福岡県）

●（株）エルフ

（株）エルフ　ヘルパーステーション西神戸 ･･･（兵庫県）

●（有）ハヤシ

（有）ハヤシ ･･･････････････････････････（奈良県）

福祉用具貸与

●（株）ロングライフ

（株）ロングライフ那珂営業所 ･･･････････（茨城県）

（株）ロングライフ土浦営業所 ･･･････････（茨城県）

（株）ロングライフ ･････････････････････（茨城県）

（株）ロングライフ結城営業所 ･･･････････（茨城県）

●（株）東基

株式会社東基 ･････････････････････････（東京都）

●（株）ニシワキ

（株）ニシワキ ･････････････････････････（愛知県）

●トヨタカローラ滋賀（株）

介護福祉用具相談室 ･･･････････････････（滋賀県）

●ケアライフ・メディカルサプライ（株）

指定居宅レンタルサービス　ケアライフ ･･（大阪府）

■新規

●（株）インフォゲート

豊通オールライフさいたまレンタルセンター ･･（埼玉県）

●滋賀近交運輸倉庫（株）

豊通オールライフ大阪レンタルセンター ･･･（大阪府）

●豊通物流（株）

豊通オールライフ兵庫レンタルセンター ･･･（兵庫県）

●（株）日本ケアサプライ

福山営業所 ･･･････････････････････････（広島県）

■更新

●（株）アンミン

（株）アンミン ･････････････････････････（山形県）

●近鉄スマイルサプライ（株）

用具部 ･･･････････････････････････････（大阪府）

●（株）クリーン新潟

（株）クリーン新潟 ･････････････････････（新潟県）

●ケア・フリー静岡（株）

ケア・フリー静岡（株）･････････････････（静岡県）

●ソネット（株）

ソネット（株）･････････････････････････（群馬県）

●（有）ダイユウ

ダイユウ大阪営業所 ･･･････････････････（大阪府）

●（株）トーフク

（株）トーフク ･････････････････････････（宮崎県）

●トヨタカローラ滋賀（株）

介護福祉用具相談室 ･･･････････････････（滋賀県）

●（株）ニチイケアネット

ニチイケアネット関東物流センター ･････（千葉県）

ニチイケアネット関西物流センター ･････（大阪府）

ニチイケアネット中国物流センター ･････（広島県）

ニチイケアネット沖縄物流センター ･････（沖縄県）

●日建リース工業（株）

郡山流通センター ･････････････････････（福島県）

高松流通センター ･････････････････････（香川県）

沖縄介護センター ･････････････････････（沖縄県）

仙台介護センター ･････････････････････（宮城県）

静岡流通センター ･････････････････････（静岡県）

●（株）日本ケアサプライ

水戸営業所 ･･･････････････････････････（茨城県）

つくば営業所 ･････････････････････････（茨城県）

栃木営業所 ･･･････････････････････････（栃木県）

群馬営業所 ･･･････････････････････････（群馬県）

東京営業所 ･･･････････････････････････（東京都）

新潟営業所 ･･･････････････････････････（新潟県）

富山営業所 ･･･････････････････････････（富山県）

石川営業所 ･･･････････････････････････（石川県）

福井営業所 ･･･････････････････････････（福井県）

岐阜営業所 ･･･････････････････････････（岐阜県）

名古屋営業所 ･････････････････････････（愛知県）

三重営業所 ･･･････････････････････････（三重県）

鳥取営業所 ･･･････････････････････････（鳥取県）

広島営業所 ･･･････････････････････････（広島県）

周南営業所 ･･･････････････････････････（山口県）

徳島営業所 ･･･････････････････････････（徳島県）

愛媛営業所 ･･･････････････････････････（愛媛県）

●（株）はーとらいふ

はーとらいふクリーンセンター ･････････（栃木県）

●パナソニックエイジフリー（株）

埼玉レンタルセンター ･････････････････（埼玉県）

東京レンタルセンター ･････････････････（東京都）

大阪レンタルセンター ･････････････････（大阪府）

●（株）ヒガシトゥエンティワン

関西レンタルセンター　ナンバーワン ･･･（大阪府）

●フランスベッド（株）

枚方サービスセンター ･････････････････（大阪府）

群馬サービスセンター ･････････････････（群馬県）

千葉サービスセンター ･････････････････（千葉県）

●ベルメディカルケア（株）

メンテナンスセンター ･････････････････（静岡県）

●（株）松永製作所

（株）松永製作所 ･･･････････････････････（岐阜県）

●（株）宮岡

リプロセンター川口事業所 ･････････････（埼玉県）

●（株）ヤマシタコーポレーション

南関東衛生管理センター ･････････････（神奈川県）

北陸衛生管理センター ･････････････････（石川県）

静岡衛生管理センター ･････････････････（静岡県）

●大和総業（株）

大和総業（株）･････････････････････････（栃木県）

●（株）ルート２１

中部商品センター ･････････････････････（愛知県）

関西商品センター ･････････････････････（大阪府）

●（株）ロングライフ

（株）ロングライフ ･････････････････････（茨城県）

訪問介護／45事業所　　訪問入浴介護／24事業所　　福祉用具貸与／226事業所  　 福祉用具販売／46事業所

福祉用具の消毒工程管理認定事業所（平成28年6月1日現在）
214事業所

介護保険における住宅改修の工程管理認定事業所（平成28年4月1日現在）
114事業所

シルバーマーク新規・更新一覧（6月認定）

福祉用具消毒工程管理認定新規・更新一覧（6月認定）
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シルバーサービス振興会では、シルバーサービスに従事する方の資質の向上は極めて重要と考え、シルバー

サービス従事者向けの研修として、各種研修を実施しています。

また、パソコンとインターネットを使用したeラーニング研修も行っております。

※各研修のスケジュールについては振興会ホームページ「研修のご案内」の各ページをご確認ください。

シルバーサービスに関する調査研究

厚生労働省　平成27年度老人保健健康増進等事業として

・介護キャリア段位制度に係る外部評価の効果的・効率的な実施方法と、外部評価審査員の質の向上

に関する調査研究事業

・介護保険における福祉用具・住宅改修の価格の実態に関する調査研究事業

・介護分野における生産性向上に関する研究事業

の各調査研究を行い、調査研究事業報告書を作成、シルバーサービス振興会ホームページに掲載する

とともに、シルバーサービス振興会会員の皆様へ報告書を配布いたしました。

　

また、平成28年度老人保健健康増進等事業におきまして

・介護分野における生産性向上に関する調査研究事業

・住宅改修における価格の見える化に関するモデル事業

・介護サービス事業者におけるOJTを通じた介護職員の人材育成のあり方に関する調査研究事業

の各調査研究事業をシルバーサービス振興会にて実施することが採択されました。
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シルバーサービス従事者向けの各種研修

平成28年度　研修

訪問入浴介護サービス従事者研修会
在宅配食サービス従事者研修会
福祉用具供給事業従事者現任研修会
ハートフル美容師養成研修
高齢者・障害者に対する接客サービス従事者研修
（ハートフルアドバイザー）
介護保険に係る住宅改修事業者研修会

平成28年度　eラーニング研修

 訪問介護サービス管理者基礎研修
『個人情報保護』実践eラーニング研修

一般社団法人シルバーサービス振興会　新規入会会員のご紹介
新たに下記の会員の入会が理事会で承認されました。

（平成28年4月1日入会）
【正会員】積水化学工業株式会社
【準会員】一般社団法人日本介護支援専門員協会

（平成28年6月1日入会）
【正会員】ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社



シルバーサービスに関する広報・普及活動
シルバーサービス振興会では、シルバーサービスに関する広報・普及活動の一環として、シニアの暮らしに

役立つ商品・サービス情報を提供する介護・福祉の総合サイト

「知るNAVI」http://www.sil-navi.com/
を運営しています。

このサイトでは介護・福祉に関する商品や

サービスの紹介をはじめとして、介護業界の最

新ニュース、介護に関するお役立ち情報といっ

た、シルバーサービスに関する情報を幅広く提

供しています。

当サイトにおいてはシルバーサービスを利用

する方だけでなく、そのご家族やケアマネ

ジャー等介護事業所従事者や行政関連窓口の

方などシルバーサービスに関わる方々に広くご

利用いただいております。

●「知るNAVI」出展に関するお問い合せ●
「知るNAVI」ホームページ http://www.sil-navi.com/ の「お問い合わせ」ページから

または一般社団法人 シルバーサービス振興会 広報研修部 まで

平成28年4月1日現在　　出展企業・団体　29社　　商品数　約280点
「知るNAVI」出展企業・団体　一覧

（※五十音順（法人名）で記載しております。平成28年4月1日現在）

NPO法人 医療ネットワーク支援センター
http://www.medical-bank.org/

株式会社　ウエルネスハウス
株式会社　エコロジーサイエンス 
http://www.terao-kochi.co.jp/

株式会社　環境新聞社
http://www.kankyo-news.co.jp/

厚有出版　株式会社
http://www.koyu-pub.co.jp/

有限会社　コムス
http://www.coms.cc/

JEIC 販売　株式会社
http://jeic-sa.jp/

シカゴ東京メディカル株式会社
http://www.ctgtokyo.co.jp

株式会社　社会保険研究所
http://www.shaho.co.jp/shaho/

株式会社　社会保険出版社
http://www.shaho-net.co.jp/

新光産業　株式会社
http://www.shinkosangyo.co.jp/

スパテクノ　株式会社
http://spatecno.com/

セントケア・ホールディング　株式会社 
http://www.saint-care.com/

株式会社　太平洋シルバーサービス
http://www.kaiteki.info/

中央法規出版　株式会社
http://www.chuohoki.co.jp/

株式会社　デベロ
http://www.develo-group.co.jp/

東海機器工業　株式会社
http://www.tokaisun.com/

株式会社　トーカイ
http://tokai-corp.com/

日本加除出版株式会社
http://www.kajo.co.jp

株式会社　日本ケアサプライ
http://www.caresupply.co.jp/

パラマウントベッド 株式会社
http://www.paramount.co.jp/

フランスベッド 株式会社
http://www.homecare.ne.jp/

有限会社 プログレ総合研究所
http://www.tojinkan.co.jp/

株式会社 フロンティア
http://www.heart-well.co.jp/

ホームネット株式会社
http://www.homenet-24.co.jp/

株式会社 モルテン
http://www.molten.co.jp/health/

株式会社 ヤサカ
http://www.daisuki-kaigo.com/

株式会社 ヤマシタコーポレーション
http://www.yco.co.jp/

横浜ゴムＭＢジャパン 株式会社
http://www.yrc.co.jp/mb/list/company/index.html
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行政NEWS

7月20日に開催された厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会（遠藤久夫部会長）では、次期介

護保険制度改正に向けて、軽度者への支援のあり方と福祉用具・住宅改修について議論されました。こ

れは、経済・財政再生アクション・プログラム（平成27年12月24日経済財政諮問会議決定）等で軽度者

に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等について、給付の見直しや地域支援事業への移行、負担の

あり方などを検討し、結果に基づいて必要な措置を講ずることが求められているためです。

軽度者への支援のあり方については、軽度者への訪問介護の生活援助を地域支援事業に移行するこ

と等には慎重な意見が出される一方、自己負担化の検討を求める意見もあがりました。その軽度者を財務

当局では要介護2までより軽い人ととらえ、議論を進めているところですが、本部会において厚労省は「介

護保険制度においては、軽度者について要支援・要介護度の区分による定義は設けていない」との説明

にとどめています。

福祉用具に「公定価格」設定を求める声も
福祉用具貸与・特定福祉用具販売では価格が事業者の

裁量によることになっており、福祉用具では同一製品でも

平均的な価格と比べて非常に高い請求が行われている

ケース、いわゆる「外れ値」が問題になっています。福祉用

具貸与の給付は、平成26年度で2754.5億円であり、前年

度から約175億円増加しています。

福祉用具・住宅改修についての論点をふまえ、福祉用具

貸与について公定価格の設定等を考えるべきとの意見に対し、複数の委員が支持を表明。委員からは外

れ値への規制や価格管理の必要性があげられる一方で、公定価格の設定により価格が下がったとしても

3年に1回の見直しになることなどが指摘されました。

住宅改修については、事業者による技術・施工水準にバラつきが見られるなか、工事価格等の取引実

態の把握が進んでいない状況です。委員からは、住宅改修業者の登録制度や有資格者の配置、施工前に

チェックする仕組みの導入などの検討案が提案されました。

利用者負担については、現行維持を要望する意見が出されましたが、所得制限をかけるなどの支給の

見直しを行う時期にきているとの意見もあがっています。

◆軽度者への支援および福祉用具・住宅改修について議論

シルバーサービス振興会への入会案内等

●会員特典

超高齢社会に向けて、高齢者を意識したサービスや商品を提供する民間企業の健全な発展とシルバーサービスの振興

を図るという当会の目的に賛同する民間企業および団体の入会を随時お待ちしております。

（1）シルバーサービスに関する最新情報の提供、シルバーサービスに関する最新の調査研究報告書を無料でご提供
します。

（2）当会主催の研究会への参加 ・月例研究会、分科会への参加が可能です。
（3）当会が編集した書籍について会員割引がございます。

●　入会を希望される民間企業及び団体を随時受付中です。
詳しくはお電話または当会ホームページの「お問い合わせ」WEBフォームからお問い合わせください。




