
永年表彰は、シルバーマーク創設から20周年を迎えた平成

20年から毎年行ってまいりました。5回目となる今回は、5事

業者（9事業所）が優良事業者として表彰されました。

開催に先立ち、水田　雄理事長の挨拶があり、このたび表

彰を受けられました事業者の功績を称えました。

各事業者からコメント
授賞式では水田理事長より優良事業者に表彰状の盾が手

渡され、ご出席者よりそれぞれコメントをいただきました。

●訪問介護サービス

株式会社福祉の里は、平成20年の訪問入浴介護に続き、2

サービス目の永年表彰となります。矢吹孝男代表取締役は、

「事業を始めた30年前は、民間会社は福祉事業をするべきで

はないと言われたこともあり、シルバーマークという確かな制

度ができてうれしかったことを覚えている。絶対に不正をしな

いことを常に心がけてきた」と当時を振り返りました。

●訪問入浴介護サービス

株式会社セイフティサービスの田上龍太郎代表取締役は、

「シルバーマーク取得後は、自治体とともに介護サービスの

第三者評価機関の立ち上げにもかかわらせていただいた。そ

れも、シルバーマークという基準があったうえで、規範を守っ

て利用者の生きがいにつながるサービスを提供してきたから

だ」と語りました。

●福祉用具貸与サービス

福祉用具貸与サービスでの表彰は3社。株式会社大平の副

島広幸代表取締役は、シルバーマークに対して「ISOやマル適

マークなどでも言えることだが、取得が目的になってはいけな

いということ。とったあと、いかに顧客満足につなげるかが大

切。それには認定基準の一つひとつの項目の意義をきちんと

理解することだと思う」と述べました。

続いて、株式会社髙橋医科器械店の沼 利春営業本部長は、

「社員一同の思いは、高齢者や障害をもった方々が福祉用具

を通じて社会や地域とつながるためのお手伝いがしたいとい

うこと。永年表彰を機に、より一層頑張っていきたい」と意気

込みを語りました。

最後に、横尾器械株式会社の横尾和親代表取締役社長は

20年間を振り返り、「シルバーマークの更新時期が来るたび

に検証を行い、マニュアルの改訂や洗浄消毒の設備の増設な

どを行ってきた。今後も、2年間を振り返り、またその先の2年

間を考える機会を与えられたととらえ、シルバーマークを更新

していくつもりだ」と述べました。
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シルバーマーク20年永年表彰式典を開催
11月12日に「シルバーマーク取得事業者永年表彰式」を開催し、シル
バーマーク認定を20年間継続して受けている優良事業者5事業者（9事
業所）が表彰されました。

●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一般社団法人です。
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㈱福祉の里（愛知県）

■訪問介護サービス

代表取締役  矢吹孝男氏
㈱セイフティサービス（兵庫県）

■訪問入浴介護サービス

代表取締役  田上龍太郎氏
㈱大平（佐賀県）

■福祉用具貸与サービス

■優良事業者の皆さん。右から3番目は水田　雄理事長。

代表取締役  副島広幸氏
㈱髙橋医科器械店（埼玉県）
営業本部長  沼 利春氏

横尾器械㈱（福岡県）
代表取締役社長 横尾和親氏
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川村会長よりご挨拶

会長 川村 隆

会員の皆様、ご来賓の皆
様、本日はお忙しいなか総
会にご出席賜りまして、あ
りがとうございます。
現在、社会保障と税の一

体改革の関連法案の国会
審議が本格化しています
が、社会保障に関するビ
ジョンの全貌は明らかに

なったとはいえません。社会保障制度の持続可能性の
向上と財政の健全化が求められていますが、そのため
には、消費税を含む税制の抜本改革、さらに社会保障
給付の効率化に向けた取り組みを求めていきたいと思
います。
また、これまで当会の懸案事項でした一般社団法人

への移行につきましては、今年4月1日に移行登記を完
了し、無事新法人設立に至りましたことをご報告いた
します。今後もより一層のご協力とご指導を賜りますよ
う、お願い申し上げます。
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●キャリア段位制度とは

「新成長戦略」に基づく、国家戦略プロフェッショナル検定として「介護プロフェッショナル」「カーボンマネジャー」

「食の6次産業化プロデューサー」の3つの成長分野における「キャリア段位制度」がいよいよスタートします。

「キャリア段位制度」とは、それぞれの分野で求められる職業能力を評価する仕組みで、企業や事業所という単位を

超えた「共通のものさし」をつくり、人材育成を目指すものです。

認定の段階は、エントリーレベルからプロレベルまで７段階あります。「介護プロフェッショナル」では、特に実践的

スキルを重点的に評価し、まずレベル1からレベル4についての基準によるレベル認定が行われます。

●施設や事業所のメリット

◇サービス水準をアピールできます

「キャリア段位」を取得した職員が多ければ、質の高いサービスを提供していることをアピールできます。

◇処遇改善加算のキャリアパス要件を満たすことになる予定です

施設や事業所において、OJTの一環としてこの制度を導入することにより、介護職員の処遇改善のための介護

報酬の一定割合が加算される「処遇改善加算」のキャリアパス要件を満たすことになる予定です。

◇職員のやりがい等を引き出し、定着率の向上につながります

職員のやりがいやスキルアップのモチベーションにつながり、定着率を高めることができるようになります。

◇介護分野への参入を促します

これから介護職を目指す若い人にとって、キャリアパスが見えやすくなり、介護分野への参入を促します。 

国家戦略・プロフェッショナル検定
介護プロフェッショナルのキャリア段位制度が始まります

まずは東日本大震災の被災3県（岩手・宮城・福島）からスタート
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1．標準的な認知症ケアパスの作成・普及
①認知症の状態に応じた適切なサービスの提供

2．早期診断・早期対応
①かかりつけ医の認知症対応力の向上

②「認知症初期集中支援チーム」の設置

③アセスメントのための簡便なツールの検討・普及

④早期診断等を担う「身近型認知症疾患医療センター」

の整備

⑤認知症の人の適切なケアプラン作成のための体制の整備

3．地域での生活を支える医療サービスの構築
①「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定

②一般病院での認知症の人の手術、処置等の実施の確保

③一般病院での認知症対応力の向上

④精神科病院に入院が必要な状態像の明確化

⑤精神科病院からの円滑な退院・在宅復帰の支援

4．地域での生活を支える介護サービスの構築
①医療・介護サービスの円滑な連携と認知症施策の推進

②認知症にふさわしい介護サービスの整備

③地域の認知症ケアの拠点としての「グループホーム」の

活用の推進

④行動・心理症状等が原因で在宅生活が困難となった場

合の介護保健施設等での対応

⑤介護保険施設等での認知症対応力の向上

5．地域での日常生活・家族の支援の強化
①認知症に関する介護予防の推進

②「認知症地域支援推進員」の設置の推進

③地域で認知症の人を支える互助組織等の活動への支援

④「認知症サポーターキャラバン」の継続的な実施

⑤高齢者の虐待防止などの権利擁護の取組の推進

⑥市民後見人の育成と活動支援

⑦家族に対する支援

6．若年性認知症施策の強化
①若年性認知症支援のハンドブック作成

②若年性認知症の人の居場所づくり

③若年性認知症の人のニーズ把握等の取組の推進

④若年性認知症の人の就労等の支援

7．医療・介護サービスを担う人材の育成
①「認知症ライフサポートモデル」の策定

②認知症ケアに携わる医療、介護従事者に対する研修の

充実

③介護従事者への研修の実施

④医療従事者への研修の実施

【具体的な対応方策】

 LEVEL 1

プロレベル

エントリーレベル

職業準備教育を受けた段階

●初任者研修により、在宅・施設で働く上で

　必要となる基本的な知識・技術を修得

●一定の範囲で、利用者ニーズや、状況の変化を把握・
　判断し、それに応じた介護を実践

●基本的な知識・技術を活用し、決められた手順等に
　従って、基本的な介護を実践

●利用者の状態像に応じた介護や他職種の連携
　等を行うための幅広い領域の知識・技術を習
　得し、的確な介護を実践

●チーム内でのリーダーシップ（例：サービス提供選任者・主任等）
●部下に対する指示・指導
●本レベル以上が「アセッサー」になれる

●多様な生活障害をもつ利用者に質の高い介護
　を実践
●介護技術の指導や職種間連携のキーパーソン
　となり、チームケアの質を改善

介護プロフェッショナル分野共通の考え方

LEVEL 2 一定の指示のもとに、ある程度の仕事ができる段階

LEVEL 3 指示等がなくとも、一人前の仕事ができる段階

LEVEL 4
一人前の仕事ができることに加え、チーム内で

リーダーシップを発揮することができる段階

LEVEL 5
プロのスキルに加えて、特定の専門分野・業種における
更に高度な専門性を持つ、あるいは、その人の独自の
方法が顧客等から認知・評価されている段階

LEVEL 6

LEVEL 7
その分野を代表するトップ・

プロフェッショナルの段階



●どのように評価されるのか

「わかる（知識）」と「できる（実践的スキル）」の両面で評価されます。これまでの資格制度で不足していたと考えられる 

「実際にその現場で何ができるのか」という部分を補うために、特に実践的スキルについて重点的な評価が行われます。

●シルバーサービス振興会が実施機関に

実施機関として、国（内閣府）の公募によって選定された

シルバーサービス振興会がアセッサー講習、外部評価機

関講習の開催や申請審査、データ管理、レベル認定委員

会の運営などを行います。

介護事業所・施設
実施機関

（シルバーサービス  
  振興会）

事務局

●アセッサー講習、
　外部評価機関講習開催
●申請審査
●データ管理等

●申請書類の確認・承認、
　認定

レベル
認定委員会

介護職員・
実習生
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●職場のOJTの中で評価を行う理由●
キャリア段位制度は、実際に現場で何ができるかを証明するものだからです。座学で長く現場を離れること

なく、職場で評価基準をOJTのツールとして活用しながら、アセッサーによる評価をすることとしています。

アセッサー

●介護職員のメリット

◇現場で何ができるかの証明になります

資格を持っている、研修を修了したというだけでなく、実践的スキルが評価の対象となるので、「現場で実際に

何ができるか」を証明できます。

◇やりがいや処遇改善につながります

「キャリア段位」の取得を目的に、現場でできていないことに取り組むことで、やりがいやスキルアップにつなが

ります。また、給料や評価を決める際の材料になるので、処遇改善にもつながります。

◇転職の際に評価結果が役立ちます

ジョブカード※にキャリア段位制度の中で評価された実践的スキルの評価結果を記載することで、求職活動の際

に自分のスキルや能力を正しく伝えることができます。
※職務経歴、学習歴・訓練歴の他に職業訓練や職務の中で得た具体的な職業能力等について、キャリア・コンサルタント等が明確
化し、客観的に記述した情報をまとめたもの。

◆介護キャリア段位制度の運営体制

「わかる（知識）」の評価

原則として、介護福祉士養成課程、介護初任者

研修等の既存の研修を修了したことで評価します。

「できる（実践的スキル）」の評価

それぞれの施設・事業所において、一定の要件を

満たした「アセッサー」と呼ばれる人によって、入浴

や排泄等の介護技術や、利用者・家族とのコミュニ

ケーション、感染症や事故への対応、地域包括ケア

に必要な関係機関や専門職と連携する能力等を、

OJTの中で客観的に評価します（内部評価）。併せ

て、その評価が適切に行われていることを第三者機

関が外部から評価します（外部評価）。

そのため、職員に「段位」を取らせるためには、

施設・事業所内で内部評価を行う「アセッサー」を

職員の中から選定し、講習を受講させる必要があ

ります。

申請

評
価

外
部
評
価
機
関

アセッサー
講習の受講

契約評価

評価方法

認定



シルバーマーク制度
良質な事業者を認定するサービス評価制度
シルバーマーク制度は平成元年に創設された福祉サービス分野で最も歴史と実績のあるサー
ビス評価制度です。
本格的な高齢社会を迎え、高齢者が安心して健康に暮らすことができる良質なサービスや商
品を提供する事業者が求められています。シルバーマークとはそうした社会の要請に応え、本
社・本部等へのマネジメント基準とシルバーサービスの種類ごとにサービス基準を設け、基準
を満たした事業所に対して交付されるものです。利用者が事業者を選択するうえでの確かな目安となっています。

■新規
福祉用具貸与
●トヨタカローラ青森（株）
介護福祉用具相談室柏店 ………………………………（青森県）

●フランスベッド（株）
北関東営業所 ……………………………………………（群馬県）
メディカル埼玉西営業所 ………………………………（埼玉県）
メディカル町田営業所 …………………………………（東京都）
メディカル横浜港北営業所 …………………………（神奈川県）
メディカル横浜旭営業所 ……………………………（神奈川県）
松本営業所 ………………………………………………（長野県）
メディカル名古屋北営業所 ……………………………（愛知県）
メディカル大阪北営業所 ………………………………（大阪府）
兵庫営業所 ………………………………………………（兵庫県）
倉敷営業所 ………………………………………………（岡山県）
鳥栖営業所 ………………………………………………（佐賀県）

●（株）新潟県厚生事業協同公社
おもいやりの泉　県央店 ………………………………（新潟県）

■更新
訪問介護
●（株）福祉の街
越谷営業所 ………………………………………………（埼玉県）

●（株）コスモホームヘルプサービス
（株）コスモホームヘルプサービス大阪 …………………（大阪府） 
（株）コスモホームヘルプサービス高槻 …………………（大阪府）
（株）コスモホームヘルプサービス東大阪…………………（大阪府） 
（株）コスモホームヘルプサービス西田辺…………………（大阪府） 
（株）コスモホームヘルプサービス豊中 …………………（大阪府）
（株）コスモホームヘルプサービス豊中泉ヶ丘 …………（大阪府）
（株）コスモホームヘルプサービス西宮 …………………（兵庫県）
（株）コスモホームヘルプサービス尼崎 …………………（兵庫県）

訪問入浴介護
●（株）虹の街
秋田営業所 ………………………………………………（秋田県）

福祉用具貸与
●トヨタカローラ青森（株）
介護福祉用具相談室 ……………………………………（青森県）

●日本シルバーケア（株）
日本シルバーケア（株）……………………………………（埼玉県）

●フランスベッド（株）
メディカル札幌営業所……………………………………（北海道）
メディカル千歳営業所……………………………………（北海道）
メディカル盛岡営業所……………………………………（岩手県）
東北営業所 ………………………………………………（宮城県）
メディカル山形営業所……………………………………（山形県）
メディカル茨城営業所……………………………………（茨城県）
群馬営業所 ………………………………………………（群馬県）
メディカル東関東営業所…………………………………（埼玉県）
メディカル埼玉東営業所…………………………………（埼玉県）
メディカル北千葉営業所…………………………………（千葉県）
メディカル千葉営業所……………………………………（千葉県）
メディカル松戸営業所……………………………………（千葉県）
メディカル船橋営業所……………………………………（千葉県）
メディカル北多摩営業所…………………………………（東京都）
メディカル南多摩営業所…………………………………（東京都）
メディカル品川営業所……………………………………（東京都）
メディカルショップ新宿店 ………………………………（東京都）
メディカル杉並営業所……………………………………（東京都）
メディカル小岩営業所……………………………………（東京都）

メディカル西東京事業所…………………………………（東京都）
メディカル世田谷営業所…………………………………（東京都）
メディカル練馬営業所……………………………………（東京都）
メディカルショップ六本木 ………………………………（東京都）
メディカル足立営業所……………………………………（東京都）
メディカル田無営業所……………………………………（東京都）
メディカル大和事業所…………………………………（神奈川県）
メディカル横浜営業所…………………………………（神奈川県）
メディカル川崎営業所…………………………………（神奈川県）
メディカル青葉営業所…………………………………（神奈川県）
新潟営業所 ………………………………………………（新潟県）
北陸営業所 ………………………………………………（石川県）
メディカル甲府営業所……………………………………（山梨県）
長野営業所 ………………………………………………（長野県）
静岡営業所 ………………………………………………（静岡県）
メディカル浜松営業所……………………………………（静岡県）
メディカル沼津営業所……………………………………（静岡県）
稲沢営業所 ………………………………………………（愛知県）
メディカル岡崎営業所……………………………………（愛知県）
メディカル豊橋営業所……………………………………（愛知県）
メディカル豊田営業所……………………………………（愛知県）
メディカル名古屋営業所…………………………………（愛知県）
メディカル名古屋南営業所………………………………（愛知県）
三重営業所 ………………………………………………（三重県）
メディカル滋賀営業所……………………………………（滋賀県）
京都営業所 ………………………………………………（京都府）
メディカル大阪営業所……………………………………（大阪府）
メディカル大阪南営業所…………………………………（大阪府）
健康福祉プラザ枚方店 …………………………………（大阪府）
メディカル大阪中央営業所………………………………（大阪府）
メディカル大阪池田営業所………………………………（大阪府）
メディカル大阪西営業所…………………………………（大阪府）
メディカル神戸営業所……………………………………（兵庫県）
メディカル西宮営業所……………………………………（兵庫県）
メディカル奈良営業所……………………………………（奈良県）
メディカル岡山営業所……………………………………（岡山県）
広島営業所 ………………………………………………（広島県）
高松営業所 ………………………………………………（香川県）
メディカル松山営業所……………………………………（愛媛県）
メディカル福岡営業所……………………………………（福岡県）
北九州営業所 ……………………………………………（福岡県）
熊本営業所 ………………………………………………（熊本県）
大分営業所 ………………………………………………（大分県）

●（株）新潟県厚生事業協同公社
おもいやりの泉　長岡店…………………………………（新潟県）
おもいやりの泉　上越店…………………………………（新潟県）
おもいやりの泉　魚沼店…………………………………（新潟県）

●（株）トミキライフケア
高岡支店 …………………………………………………（富山県）
福祉用具事業所（本社） …………………………………（石川県）

●（株）トーカイ
横浜支店 ………………………………………………（神奈川県）
岐阜営業課 ………………………………………………（岐阜県）
名古屋支店 ………………………………………………（愛知県）
大阪北支店 ………………………………………………（大阪府）

●（株）松永製作所
（株）松永製作所 …………………………………………（岐阜県）
●（株）シーダー
（株）シーダー………………………………………………（愛知県）
●阪南倉庫（株）
ゼロワンネーブルハウス …………………………………（大阪府）

●（株）ぼっちゃん堂

（株）ぼっちゃん堂…………………………………………（兵庫県）
●（株）エム・シ－富士
ＭＣレント …………………………………………………（奈良県）

●幸福商事（株）
奈良ハピネス ……………………………………………（奈良県）

福祉用具販売
●（株）マルイチ
福祉用品機器センター …………………………………（宮城県）

●（株）ヤマシタコーポレーション
茨城営業所 ………………………………………………（茨城県）
宇都宮営業所 ……………………………………………（栃木県）
群馬営業所 ………………………………………………（群馬県）
埼玉北営業所 ……………………………………………（埼玉県）
千葉ショールーム…………………………………………（千葉県）
松戸営業所 ………………………………………………（千葉県）
東京東営業所 ……………………………………………（東京都）
府中営業所 ………………………………………………（東京都）
新中央営業所 ……………………………………………（東京都）
横浜営業所 ……………………………………………（神奈川県）
神奈川営業所 …………………………………………（神奈川県）
相模原営業所 …………………………………………（神奈川県）
富山営業所 ………………………………………………（富山県）
金沢営業所 ………………………………………………（石川県）
福井営業所 ………………………………………………（福井県）
山梨営業所 ………………………………………………（山梨県）
長野営業所 ………………………………………………（長野県）
松本営業所 ………………………………………………（長野県）
岐阜南営業所 ……………………………………………（岐阜県）
沼津営業所 ………………………………………………（静岡県）
浜松営業所 ………………………………………………（静岡県）
静岡営業所 ………………………………………………（静岡県）
静岡ショールーム…………………………………………（静岡県）
名古屋営業所 ……………………………………………（愛知県）
名古屋ショールーム………………………………………（愛知県）
豊田営業所 ………………………………………………（愛知県）
三重営業所 ………………………………………………（三重県）
滋賀営業所 ………………………………………………（滋賀県）
大津営業所 ………………………………………………（滋賀県）
京都南営業所 ……………………………………………（京都府）
大阪中央営業所 …………………………………………（大阪府）
大阪北営業所 ……………………………………………（大阪府）
大阪南営業所 ……………………………………………（大阪府）
神戸営業所 ………………………………………………（兵庫県）
姫路営業所 ………………………………………………（兵庫県）
奈良営業所 ………………………………………………（奈良県）
和歌山営業所 …………………………………………（和歌山県）
田辺営業所 ……………………………………………（和歌山県）
高松営業所 ………………………………………………（香川県）

●（株）福祉の里
名古屋鳴海営業所 ………………………………………（愛知県）

●（株）八神製作所
ヤガミホームヘルスセンター横浜 ……………………（神奈川県）
ヤガミホームヘルスセンター岐阜 ………………………（岐阜県）
ヤガミホームヘルスセンター岐阜大学病院前 …………（岐阜県）
ヤガミホームヘルスセンター浜松 ………………………（静岡県）
ヤガミホームヘルスセンター静岡 ………………………（静岡県）
ヤガミホームヘルスセンター名古屋 ……………………（愛知県）
ヤガミホームヘルスセンター豊橋 ………………………（愛知県）
ヤガミホームヘルスセンター大府 ………………………（愛知県）
ヤガミホームヘルスセンター津 …………………………（三重県）

●（株）エム・シ－富士 
ＭＣレント …………………………………………………（奈良県）

●全国の認定事業所リストについてはシルバーサービス振興会HPをご覧ください。

シルバーサービス振興会

福祉用具の消毒工程管理認定制度
介護保険制度における福祉用具の利用は、原則、貸与（レンタル）という形態がとられています。
福祉用具は基本的に再利用されるので、使用後に回収され、点検・消毒・保守点検を経て新しい
利用者のもとに届けられます。
しかし介護保険制度には消毒に関する具体的な基準がなく、また消毒の効果を利用者が確認する
ことも非常に困難なため、平成16年に「福祉用具の消毒工程管理認定制度」が創設されました。

■新規
●日建リース工業（株）
新横浜介護センター …………………………………（神奈川県）
松山工場 …………………………………………………（愛媛県）
神戸介護センター ………………………………………（兵庫県）

●（株）日本ケアサプライ
香川営業所 ………………………………………………（香川県）

●（有）サン・リフレッシュサービス
（有）サン・リフレッシュサービス ……………………（三重県）

■更新
●（株）日本ケアサプライ
旭川営業所 ………………………………………………（北海道）
札幌営業所 ………………………………………………（北海道）
函館営業所 ………………………………………………（北海道）
岩手南営業所 ……………………………………………（岩手県）
加古川営業所 ……………………………………………（兵庫県）
奈良営業所 ………………………………………………（奈良県）
岡山営業所 ………………………………………………（岡山県）
北九州営業所 ……………………………………………（福岡県）
福岡営業所 ………………………………………………（福岡県）
長崎営業所 ………………………………………………（長崎県）
熊本営業所 ………………………………………………（熊本県）
大分営業所 ………………………………………………（大分県）
鹿児島営業所 …………………………………………（鹿児島県）
東鹿児島営業所 ………………………………………（鹿児島県）

沖縄営業所 ………………………………………………（沖縄県）
●日建リース工業（株）
青森流通センター ………………………………………（青森県）
埼玉介護センター ………………………………………（埼玉県）
広島流通センター　 ……………………………………（広島県）
福岡介護センター ………………………………………（福岡県）

●フランスベッド（株）
仙台サービスセンター …………………………………（宮城県）
神奈川サービスセンター ……………………………（神奈川県）

●（株）ニチイケアネット
ニチイケアネット東北物流センター……………………（宮城県）
ニチイケアネット中部物流センター……………………（愛知県）

●小山（株）
関東事業所 ………………………………………………（埼玉県）
南関東事業所 …………………………………………（神奈川県）

●（株）カクイックスウィング
宮崎営業所 ………………………………………………（宮崎県）
鹿児島営業所 …………………………………………（鹿児島県）

●日建片桐リース（株）
札幌介護用品管理センター ……………………………（北海道）

●トヨタカローラ青森（株）
介護福祉用具相談室 ……………………………………（青森県）

●（株）かんきょう
商品管理部　消毒管理課 ………………………………（秋田県）

●キヨタ（株）
品質管理センター ………………………………………（埼玉県）

●（株）サカイ・ヘルスケアー
サカイ・ヘルスケアー三鷹店 …………………………（東京都）

●新潟県基準寝具（株）
新潟県基準寝具（株）　 …………………………………（新潟県）

●（株）トミキライフケア
トミキライフケア福祉用具事業所 ……………………（石川県）

●（株）美濃庄
レンタルセンター中鶉 …………………………………（岐阜県）
●（株）三貴工業所
レンタルメンテナンスセンター ………………………（愛知県）

●近鉄スマイルサプライ（株）
東海営業部 ………………………………………………（三重県）

●新光産業（株）
和泉事業所 ………………………………………………（大阪府）

●（株）あっぷる
あっぷる　消毒管理事業所 ……………………………（兵庫県）

●（株）トーカイ
生産本部生産二部シルバーメンテナンスセンター
四国メンテナンスセンター ……………………………（香川県）

●豊通物流（株）
豊田通商　東京レンタルセンター ……………………（東京都）

●（株）タマツ
（株）タマツ ………………………………………………（山形県）
●（株）Ｎ2コーポレーション
株式会社N2コーポレーション…………………………（三重県）
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シルバーマーク・消毒マーク 新規・更新一覧（10月認定）
シルバーマーク

○○○○○サービス
この事業者（所）は良質な○○○○○

初回認定日－平成     年     月     日
有効期限　－平成     年     月     日

一般社団法人  シルバーサービス振興会

（事業者名）
（事業所名）

サービスの基準に合致したものです。

この福祉用具は「福祉用具の消
毒工程管理認定基準」に適合し
た消毒工程を経たものです。

一般社団法人シルバーサービス振興会

No.A- 0 0 00000

安心と信頼の

消毒工程管理
認定マーク

消 毒



接客スタッフの受講が急増中

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研修）を開催

●ハートフルアドバイザー研修のご案内●

平成24年8月9・10日、一般社団法人シルバーサービス振興会・公益財団法人総合健康推進財団が共催する「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研修）」の集合研修が、全国家電会館（東京都

文京区湯島）において開催されました。

初日の第1講義は「高齢・障害のあるお客様へのコミュニケーション技術」。自治体において保健師の職務に従事さ

れている利根川氏により、日本の高齢化の背景、バリアフリーの考え方の歴史、高齢者が来店した際に必要となる配慮

や認知症の方の特性等について、わかりやすく解説がなされ、事前の通信教育の内容が改めて確認されました。利根川

氏の「ご高齢の方は、『本来の自分はこんなに不自由ではなかった』という思いを抱いている。誰もが年をとるのだから、

自分が高齢になったときにされて嫌だと思う接客はしないこと」という言葉に、受講者は真剣に耳を傾けていました。

続けて行われた実技では、受講者が2人1組のペアになり、交互に手足の

重りやゴーグル等の高齢者疑似体験セットを装着して、高齢者と介助者の

役割を順番に体験。「手元がよく見えない」「関節が曲がらない」と、受講者

からは驚きの声があがりました。食事介助、新聞を読む、段差歩行や階段昇

降、買い物などの疑似体験を通じ、高齢者がどのようなことに困っているの

か身をもって感じることで、接客の際には聞き取りやすくはっきり話す、急か

さない、といった基本的なことがらの大切さを改めて認識できた様子でした。

その後2日間にわたり、視覚・聴覚・肢体の不自由な方への接客や、事故

予防と緊急時対応について、講義と実技による充実したカリキュラムが実施

され、すべての講義を修了し確認テストに合格した受講者に対し、晴れて

修了証が交付されました。

◆ハートフルアドバイザー研修受講の流れ
「ハートフルアドバイザー2級」（受講料　9,800円税込）
自分のペースで学習できる通信教育で“専門知識”を習得します。
修了者には、ハートフルアドバイザー2級として認定する修了証を発行します。
↓ さらなるスキルアップをめざすなら…

「ハートフルアドバイザー」（受講料　38,200円税込）
集合研修（年1～2回開催予定）に参加して、“専門技術”を習得します。さらに筆記試験に合格すると、
ハートフルアドバイザーに認定されます。

◆お申し込み方法
お申し込み用紙が HPにありますので、必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送で下記お申し込み先ま
でお送りください。　http://www.espa.or.jp/training/schedule/service_schedule.html

◆お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人総合健康推進財団 企画室 ハートフルアドバイザー養成研修係
〒141-0031　東京都品川区西五反田8-9-5　ポーラ第3五反田ビル10階
TEL 03-6417-9383 　FAX 03-5719-6889

ハートフルアドバイザーとは
・高齢者や障害を持っている方への接客サービスに必要な知識・技術が身につきます
・高齢化が進み、消費の中心が高齢者に移行しつつあるいまだからこそ求められます
・2,000名以上のハートフルアドバイザーが、さまざまな場面で活躍しています

◆日程
11月18日（日）～24日（土）（7日間）

◆人員
20名（最小催行人員　12名）

－ 5 －

◆高齢者疑似体験セットを身に付け
　歩行介助の実技を行う受講者



当会が運営する「知るNAVI」はご高齢者の生活に役立つ商品やサービスの情報ポータルサイトです。その
中でも、2012年上半期に特にアクセスの多かった出展企業10社と上位4社の商品・サービスをご紹介い
たします。

ここでご紹介しましたすべての出展企業、商品・サービスの詳細は「知るNAVI」でご覧いただけます。
介護・福祉関連の商品・サービスなら……http://www.sil-navi.com/

メールマガジンの登録は……http://www.sil-navi.com/melumaga/ （登録無料）

「知るNAVI」アクセスランキング BEST10（上半期）

ティルト・リクライニング式車いす
アクトモア　ネッティ4U

福祉の大学として、行政機関や社会福祉施設、医療機関、福
祉関係団体などに卒業生を送り出しています。日本の社会福
祉の基盤づくりに貢献しています。

日本社会事業大学
（教育）

加齢とともに生じる「物理的障壁」「生活負荷」「介護負担」か
らの解放（エイジフリー）を事業コンセプトとし、商品やサー
ビスの提供を通じて快適な暮らしのお手伝いをします。

パナソニック（株）
（福祉用具の開発、訪問介護、訪問入浴など）

福祉、介護、介護保険、児童福祉・保育、障害児（者）、医療・
保健、看護、社会保障、食品、環境関係などを中心に、加除式
法規集、単行本、雑誌の出版などを行っています。

中央法規出版（株）
（出版）

安心して暮らせる住まいにするために、高齢者向けのバリアフ
リー工事や介護リフォーム、平屋への減築リフォームなどを
行っています。

（株）世田谷建築工房　シニアス事業部
（住宅改修）

昭和45年日本で最初に福祉事業を目的とした会社を創立しま
した。徹底したシステム管理のなかで福祉車両を自社生産し
ています。

（株）デベロ
（福祉用車両の開発・製造・販売）

日本で最初に福祉用具のレンタルを開始して以来20年以上、
豊富な品揃えと「迅速、良質、安心」をモットーに、福祉用具
の販売・レンタルを行っています。

フランスベッド（株）
（ベッド、家具類、リネン等の製造、レンタル、販売）

創業130年の医療・福祉・健康関連サポート企業が集まった
ワタキューグループの一員として、福祉用具の販売・レンタル
を行っています。

（株）ハートウェル
（福祉用具の販売・レンタル、住宅改修）

人気商品

全幅が58cmと短いため、在宅
での利用にもおすすめ。シート
奥行きの調整や自在に動くヘッ
ドサポートで姿勢も安定します。
床ずれのリスクが高くても安心
して利用できます。

高齢者を主体とした虚弱者の生活機能の拡大や身体状況の
改善、また安全・安心対策を基本理念とした製品開発、啓発
活動、供給を行っています。

（株）モルテン
（福祉用具の開発・製造・販売）

人気商品 自動体位変換エアマットレス
『クレイド』

自動体位変換機能でさ
まざまなニーズに対応
する高機能・多目的エ
アマットレスです。設
定した体位変換と体位
保持を自動で行います。

社会保険、医療、年金、保険・福祉関連の専門出版社です。専
門的な内容を、タイムリーにわかりやすく、利用しやすいよう
に編集、出版しています。

（株）社会保険研究所
（出版）

人気商品

事例で理解する　福祉用具
個別援助計画書の書き方と
記入例　VOL.2
3つの実例における「福祉用具個別
援助計画書」を収載。福祉用具専門
相談員、事務担当者や福祉用具の開
発者、行政の介護・福祉担当者など
におすすめです。

主に、関西・東海・東日本地方で、高機能な福祉用具を高品質
なメンテナンスと入念なフィッティングでレンタルを行ってい
ます。

近鉄スマイルサプライ（株）
（福祉用具の販売・レンタル、住宅改修）

人気商品 アーチパートナー
（手動走行式電動リフト）

6畳用、8畳用、10畳用の
ほか、部屋の大きさに応じ
て選べる移動用リフトで
す。部屋の中で楽にベッド、
車いすの移動ができます。
家の改造が必要もなく、設
置工事も不要。
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