
平成27年度定時総会（6月10日開催）において、川村隆会長（日立製作所相談役）が勇退され、その後の理事会にお

いて、斎藤勝利新会長（第一生命保険株式会社代表取締役会長）が選任されました。また、この度、新たに理事に就任さ

れました方々は以下の皆様です。
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平成27年度定時総会開催
当会では6月10日（水）、平成27年度定時総会を開催いたしました。総会で
は議案として当会理事等の役員選任案、平成26年度決算報告案の２議案
が提出され、いずれも承認されました。また、平成26年度事業報告、平成
26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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専任された新役員（五十音順）

新会長に斎藤勝利氏が就任
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斎藤勝利新会長就任挨拶

川村隆前会長の退任挨拶

この度、会長に就任致

しました斎藤勝利でござ

います。当会は、我が国

のシルバーサービスの健

全育成と質の向上に極め

て重要な役割を果たして

参りましたが、これを指

揮されてこられました歴代会長、特に、川村前

会長の後任者としての大任を仰せつかり、光

栄かつ、身の引き締まる思いでございます。会

員の皆様はじめ関係各位のご協力を頂きなが

ら、会長職の重責を果たして参りたいと存じま

すので、何卒よろしくお願い申し上げます。

　氏　名

浅田　茂

斎藤　勝利

佐藤　太亮

三條　紀明

鈴木　邦彦

谷　雅之

水野　剛

　　　　　　　 所属・役職
ユニ・チャーム株式会社
執行役員経理財務本部長（兼）企画本部担当
一般社団法人日本経済団体連合会　前副会長
（第一生命保険株式会社　代表取締役会長）
東京海上日動火災保険株式会社
医療・福祉法人部　部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
医療・福祉開発部長
公益社団法人日本医師会
常任理事
第一生命保険株式会社
生涯設計教育部　部長
明治安田生命保険相互会社
執行役　関連事業部　部長

平成27年度定時総会終結時を持ちまして、会長職

を退任することと致しました。平成24年4月1日より

今日まで、2期4年の間、会員の皆様はじめ関係各位

に大変お世話になり、誠にありがとういございまし

た。任期中には、一般社団法人への移行、介護キャリ

ア段位制度の立ち上げと、当会の新たな事業展開へ

の道筋をつけられたと感じております。後任の斎藤

氏は、日本経済団体連合会副会長及び社会保障制度

委員長、並びに国の社会保障審議会委員などを務め

られ、誠に素晴らしい方にバトンタッチできたと喜ん

でおります。

斎藤新会長の下で、シルバーサービス振興会が

益々発展されますことを祈念申し上げます。

あさ　だ　　 しげる

さい とう　　 かつ  とし

 さ   とう　　  たい すけ

さんじょう　　のり あき

すず  き　　    くに ひこ

たに　　  まさ ゆき

みず  の　　   つよし
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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271回　平成27年8月19日
「社会保障制度改革の動向とこれからの医療」
講師：中村 秀一 氏（一般社団法人 医療介護福祉政策研究フォーラム 理事長）

■第270回　平成27年6月26日
「民間団体・教育機関・企業が共に取り組むソーシャルアクティビティ」
講師：人見 祐 氏（特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター 理事長）

■第269回　平成27年4月14日
「2025年に向けた介護人材の確保～量と質の好循環の確立に向けて～ 」
講師：武内 和久 氏（厚生労働省 社会・援護局 福祉人材確保対策室長）

■第268回　平成27年3月24日
「非営利型ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の仕組みと医療法人、社会福祉法人改革から
見えてくるシルバーサービスの事業環境の変化 」
講師：松山 幸弘 氏（一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹・経済学博士）

シルバーサービス振興会の会員の皆様には日頃

からシルバーサービスの推進に大変ご尽力いただ

き、深く感謝の意を表します。

「シルバーサービス」と一言でいいましても、医

療・介護サービスを始め、日常的な生活支援、健康・

生きがいなどの幅広い領域が含まれております。会

員の皆様におかれましても、福祉、建設、製造、出

版、交通、エネルギー、金融、保険など非常に多分

野の方々が構成員となっていると伺っています。

高齢者の多様なニーズに応えていくため、引き続

き、シルバーサービスの推進にお力添えいただくよ

うお願い申し上げます。

我が国は、いわゆる「団塊の世代」の方々が65歳

に達し、４人に１人が65歳以上という、世界のどの国

もこれまで経験したことのない超高齢社会を既に迎

えておりますが、日本の少子高齢化はこれからが本

番となります。

このような中、医療や介護が必要な状態になって

も、できるだけ住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最後まで続けることができるよう、医療・介

護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される

「地域包括ケアシステムの構築」に向けた取組が本

格的に始まりました。

今後、日本社会は更なる超高齢社会を迎えていき

ますが、高齢者を地域全体で支えていくためには、

国や地方公共団体の力だけでは足りません。皆様を

はじめとした民間サービスを担う方 と々いかに連携

していけるかが「地域包括ケアシステム」の「鍵」と

なっていきます。

会員の皆様方におかれましては、多様な高齢者向

けサービスを担う民間事業者として、今後ともご支

援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

厚生労働省　三浦公嗣老健局長の定時総会来賓挨拶
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介護キャリア段位制度事務局報告

 

平成27年9月3日のレベル認定委員会で新たに63名のレベル認定者が誕生し、レベル認定者の総数は合計

688名となりました。

レベル認定者は全国において着実に増加しています。

平成27年9月3日　新たに63名のレベル認定者が誕生し、
レベル認定者の総数688名に

平成27年7月1日より8月4日まで　平成27年度評価者（アセッサー）講習申込受付を実施し、全国より多数の

お申し込みをいただきました。

続いて平成27年9月8日より評価者（アセッサー）講習のｅラーニングを開講し、お申し込みいただいた方々

にパソコン、タブレットなどで学習をしていただいています。

なお、平成 27年10月20日（火）に開催される集合講習については、昨年度に引き続き、全国11箇所

の同時中継にて実施する予定となっています。

25 年度14名

26 年度（上期） 86名

26 年度（下期） 328名

27 年度（上期） 19名（27年5月） ⇒ 78名（6月） ⇒ 100名（7月）⇒ 63名（8月）

（※9月3日のレベル認定委員会にて8月審査分の審議を行いました。9月審査分については9月30日に開催す

るレベル認定委員会で審議する予定となっています）

平成27年度評価者（アセッサー）講習 ｅラーニングをスタートしました。
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＜新規認定者数の推移＞

＜平成27年度アセッサー講習カリキュラム＞

「テキスト」事前学習
eラーニング受講
トライアル内部評価
集合講習

平成27年8月末～ 
平成27年9月8日（火）～10月19日（月）
平成27年9月8日（火）～10月19日（月）
平成27年10月20日（火）



シルバーマーク認定事業所（平成27年7月1日現在）

■新規

訪問入浴介護

●アサヒサンクリーン（株）

アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎・

訪問入浴 ･･･････････････････････････（神奈川県）

●太陽シルバーサービス（株）

福岡東営業所 ･････････････････････････（福岡県）

福祉用具貸与

●フランスベッド（株）

メディカル大田営業所 ･････････････････（東京都）

メディカル京都西営業所 ･･･････････････（京都府）

メディカル広島南営業所 ･･･････････････（広島県）

■更新

訪問介護

●セントケア東北（株）

セントケア泉 ･････････････････････････（宮城県）

●セントケア千葉（株）

セントケア君津 ･･･････････････････････（千葉県）

●セントケア東京（株）

セントケア板橋北 ･････････････････････（東京都）

●（株）日本介護センター

日介センター代々木 ･･･････････････････（東京都）

●（株）やさしい手

千歳烏山訪問介護事業所 ･･･････････････（東京都）

●セントケア神奈川（株）

セントケア横浜栄 ･･･････････････････（神奈川県）

●セントケア中部（株）

セントケア栄生 ･･･････････････････････（愛知県）

●セントケア西日本（株）

セントケア神戸 ･･･････････････････････（兵庫県）

訪問入浴介護

●アサヒサンクリーン（株）

アサヒサンクリーン株式会社　東北支店

･････････････････････････････････････（宮城県）

アサヒサンクリーン株式会社 ･･･････････（東京都）

アサヒサンクリーン　在宅介護センター葵

･････････････････････････････････････（静岡県）

アサヒサンクリーン　在宅介護センター名古屋

･････････････････････････････････････（愛知県）

アサヒサンクリーン　在宅介護センター京都南

･････････････････････････････････････（京都府）

アサヒサンクリーン　在宅介護センター大阪中央

･････････････････････････････････････（大阪府）

アサヒサンクリーン　在宅介護センター広島東

･････････････････････････････････････（広島県）

アサヒサンクリーン　在宅介護センター福岡中央

･････････････････････････････････････（福岡県）

福祉用具貸与

●医療法人　仙知会

医療法人  仙知会  福祉用具貸与事業所･･･（青森県）

●（株）サン十字

福祉用具レンタル・販売 ･･･････････････（山形県）

福祉用具レンタル・販売　長井 ･････････（山形県）

●（株）シルバーホクソン

株式会社  シルバーホクソン ････････････（埼玉県）

●（株）ウィズ

（株）ウィズ　ショールーム ･････････････（大阪府）

●（株）ゴトウ・アズ・プランニング

（株）ゴトウ・アズ・プランニング　姫路南店

･････････････････････････････････････（兵庫県）

●（有）ゴトー商事高松

有限会社ゴトー商事高松 ･･･････････････（香川県）

●（株）よんやく

よんやく ･････････････････････････････（愛媛県）

●横尾器械（株）

横尾器械株式会社 ･････････････････････（福岡県）

●サトウ（株）

サトウ株式会社 ･･･････････････････････（沖縄県）

福祉用具販売

●長野リネンサプライ（株）

シルバ－介護ショップ　ピュアケア ･････（長野県）

●（株）ゴトウ・アズ・プランニング

（株）ゴトウ・アズ・プランニング　姫路南店

･････････････････････････････････････（兵庫県）

■新規

●（株）サンネットワークマエダ

飯田メンテナンスセンター ･････････････（長野県）

●（株）日本ケアサプライ

浜松営業所 ･･･････････････････････････（静岡県）

■更新

●（株）ニチイケアネット

ニチイケアネット北海道物流センター ･･･（北海道）

●東洋シルバーサービス（株）

東洋シルバーサービス（株）　メンテナンスセンター

･････････････････････････････････････（青森県）

●フランスベッド（株）

茨城サービスセンター ･････････････････（茨城県）

●（株）日本ケアサプライ

多摩営業所 ･･･････････････････････････（東京都）

●（株）ホームドライ

（株）ホームドライ浜松工場エコーサービス事業部

･････････････････････････････････････（静岡県）

●（株）ヤサカ

福祉用具消毒工場 ･････････････････････（滋賀県）

●（株）トーシン

ライフ事業部　ジョイ・サポート大阪 ･･･（大阪府）

●（有）カワムラサイクル

いなみの工場 ･････････････････････････（兵庫県）

●（株）日本ケアサプライ

神戸営業所 ･･･････････････････････････（兵庫県）

●東洋特殊工事（株）

東洋特殊工事（株）　ケアシステム事業部

･･･････････････････････････････････（和歌山県）

●フランスベッド（株）

金沢サービスセンター ･････････････････（石川県）

岡山サービスセンター ･････････････････（岡山県）

●日建リース工業（株）

北九州工場 ･･･････････････････････････（福岡県）

大分介護センター ･････････････････････（大分県）

●（株）ヤマシタコーポレーション

四国衛生管理センター ･････････････････（香川県）
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訪問介護／134事業所　　訪問入浴介護／29事業所　　福祉用具貸与／220事業所  　 福祉用具販売／55事業所

福祉用具の消毒工程管理認定事業所（平成27年7月1日現在）
214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）

介護保険における住宅改修の工程管理認定事業所（平成27年7月1日現在）
111事業所
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行政NEWS

厚生労働省は9月14日、第13回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会（田中滋

委員長）を開催し、介護報酬改定の議論で参考とする介護事業経営実態調査等の在り方に関して検討し

ました。

厚労省は、実態調査に先立ち行われる介護事業経営概況調査は改定前後の2年分を調査する一方、実

態調査は改定後2年目の1年間分を通年調査することを提案し、委員会では賛意が示されました。今後、

委員会で調査対象期間などの具体案を議論するとともに分科会でも適宜検討し、12月に平成28年度調

査の調査票等の具体案を委員会でまとめ、分科会での検討・承認を経て28年度に調査を実施する予定

です。

現行では、概況調査は改定後の全体的な傾向を把握するため改定後1年目の1年分を通年調査、実態

調査はサービスごとの直近の収支差等を把握するため改定後2年目の3月（1か月分）を調査しています。

他方、診療報酬改定の基礎資料になる医療経済実態調査では、同一の病院・診療所等について改定前

後の複数年の収支を把握しており、介護報酬改定の議論でも同様の対応を求める意見が上がっています。

これに対して厚労省は、概況調査は改定前1年分と改定後1年目の改定前後の2年分を調査する一方、

実態調査に関しては改定後2年目の1年間を実施することを提案。具体的には30年度に予定されている同

時改定に向けて、概況調査は26年度と27年度の2年分のデータについて28年度に調査・集計を行うとと

もに、実態調査は28年度分について29年度に調査・集計を行うイメージを示しました。

この日の委員会での意見交換では、厚労省の提案に対して委員は概ね賛意を示しました。

◆消費税率引上げへの対応について　　　　　
消費税率が29年4月に8％から10％になる予定ですが、この日の委員会では介護報酬における対応も

検討されました。10％引上げ時の方針は、8％引上げ時の考え方やその後の事業所等の実態、医療保険

における議論の動向をふまえて検討し、平成28年12月までに策定される予定です。

厚労省からは、26年4月の8％引上げの際の対応をふまえ、どのような対応が考えられるか意見が求め

られました。これに対して堀田委員は「8％引上げのときの対応を前提に検討するのが妥当ではないか」

と指摘しました。

◆介護事業経営実態調査等の在り方に関する検討事項を議論

厚生労働省は9月14日、社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会（松田晋

哉委員長）の第9回会合を開催しました。

本年度に実施する「平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（27年度調査）」

の実施要綱や調査票などの案について検討し、出された意見をふまえて18日の給付費分科会で改めて議

論、調査票等を確定、10月上旬から調査に着手する予定となっています。

27年度調査は次の7本を予定しています。

27年度調査研究事業

①看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供の在り方に関する調査研究事業

②中山間地域等におけるサービス提供の在り方に関する調査研究事業

③リハビリテーションと機能訓練の機能分化とその在り方に関する調査研究事業

④介護保険施設等における利用者等の医療ニーズへの対応の在り方に関する調査研究事業

⑤居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業

⑥介護保険サービスにおける認知症高齢者へのサービス提供に関する実態調査研究事業

⑦介護保険サービスにおける質の評価に関する調査研究事業

◆平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に関する検討事項を議論



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26年11月1日現在　　出展企業・団体　38社　　商品数　約520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26年11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　小田島アクティ
http://www.odashima-acty.co.jp/

株式会社　オンザロード
http://www.oasis-fc.com/

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

近鉄スマイルサプライ　株式会社
http://www.k-smile-sup.com/

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/

株式会社 ザ・シカゴ・トーキョー・グループ
http://www.ctgtokyo.co.jp/

株式会社　サイバーレイ
http://www.r-home.jp/

株式会社　シーファイブ
http://www.ccccc5.com/

JEIC 販売　株式会社
http://jeic-sa.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/

株式会社　スーパーナース｠
http://www.supernurse.co.jp/homecare/

スパテクノ　株式会社
http://spatecno.com/

株式会社　世田谷建築工房
http://www.setagaya-kk.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/

東京ガス　株式会社
http://www.home.tokyo-gas.co.jp/

株式会社　トーカイ
http://tokai-corp.com/

TOTO　株式会社
http://www.toto.co.jp/index.htm

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

パナソニックインフォメーションシステムズ
株式会社
http://panasonic-denkois.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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