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シルバーサービス振興会通信
介護キャリア段位制度事務局報告
平成28年2月
レベル認定者の総数が1,245名に
平成28年1月のレベル認定委員会で新たに103名のレベル認定者が誕

（年3回発行）
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生し、また2月のレベル認定委員会では新たに98名のレベル認定者が誕
生したことでレベル認定者の総数は1,245名となりました。都道府県別にみると、新たに滋賀県で認定者が誕
生し、これまでに全国46の都道府県で認定者が誕生しました。事務局では更に増加が見込まれるレベル認定
申請に対応すべく昨年12月にレベル認定申請システムを稼働し、更なる事務効率化をはかっています。
◆レベル認定者推移（累計）

平成28年2月18日

外部評価審査員講習を開催

平成27年度外部評価審査員講習として、2月18日に集合講習を開催し、128名の方々に受講いただきました。
講習では外部評価の意義について講義を行うととともに、グループワークとして外部評価の視点を学んでい
ただく為の演習を実施し、受講生間で活発な意見交換がされました。また、講習受講者に「外部評価審査員講
習の内容は、有意義でしたか」とのアンケートを実施したところ98％の受講者から「有意義であった」との高い
評価を受けました。
有意義でなかった
1.6%

有意義であった
98.4%

●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。
〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目25番33号 NP御成門ビル6階
TEL：03-5402-4881 FAX：03-5402-4884 http://www.espa.or.jp/
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調査研究事業
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
介護キャリア段位制度に係る効果的・効率的な外部評価の実施の在り方について、専門家・有識者で構成さ
れる委員会を2回開催し、在り方のみならず今後の方向性についても議論いただきました。また、介護技術評価
項目の検証並びに効率的な内部評価の実施方法について「内部評価ワーキング」として分科会を開催し、内部
評価検証結果データの提示や評価項目の案などを提出し、それらを元に検討を行いました。更には内部評価を
先進的に実施している介護事業所にヒアリング訪問し、外部評価の実施の在り方並びに内部評価の効率的な
実施方法についてご意見を伺いました。これらの議論・調査を踏まえ、本事業における報告書の作成を行いま
す。

介護保険における福祉用具・住宅改修の価格等の実態に関する調査
本事業においては、①「福祉用具貸与等の価格構造に関する調査」、②「住宅改修優良事例の情報共有化に
関する調査」の2テーマに取り組んでおります。
①については、アンケートにより、貸与価格の実態や償却期間、福祉用具導入プロセスにおける貸与事業所

のサービスの内容、福祉用具種類別の価格構造等の実態調査を行い、合わせて複数の福祉用具貸与事業者に
よるヒアリング実態把握を行いました。
②については、全国の都道府県・指定都市・中核市の介護保険主管課にメール調査を行い、住宅改修の「見

える化」に関する現在の取り組み状況を把握し、住宅改修の優良事例を情報共有化するにあたり、どのような項
目を公開すべきか、どのような公開手法があるかについて検討を行いました。これらの調査・検討を踏まえ、本
事業における報告書の作成を行います。

介護分野における生産性向上に関する研究事業
昨年9月に安倍総理が掲げた「一億総活躍」社会の実現に向けては、今後推進されるべき三本の矢として「希
望を生み出す強い経済」
「夢を紡ぐ子育て支援」
「安心につながる社会保障」が掲げられています。このうち「安
心につながる社会保障」の中では「介護者の負担軽減に資する生産性向上」、より具体的には業務上の書類の
削減やICTを活用したペーパーレス化による文書量の半減が求められています。
そこで、介護サービス提供現場における業務上の文書量（指定基準・指導監査等に係る書類）の実態把握の
ため、行政（都道府県・市町村）及び介護事業者へのヒアリング調査、また、ICT活用による業務の効率化に向
けた先進的な取組みを行っている介護事業者へのヒアリング調査を実施しました。これらの調査を踏まえ、本
事業における報告書の作成を行います。
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シルバーマーク認定事業所（平成28年2月1日現在）
訪問介護／42事業所

訪問入浴介護／24事業所

福祉用具貸与／225事業所

福祉用具販売／46事業所

シルバーマーク新規・更新一覧（2月認定）
■新規
福祉用具貸与
●フランスベッド（株）
メディカル千葉中央営業所 ･････････････（千葉県）

●（株）大起エンゼルヘルプ
荒川ケアセンター ･････････････････････（東京都）
越谷ケアセンター ･････････････････････（埼玉県）
練馬ケアセンター ･････････････････････（東京都）

■更新
訪問介護
●さくらメディカル（株）
高田訪問介護事業所 ･･･････････････････（新潟県）

福祉用具貸与
●東洋シルバーサービス（株）
東洋シルバーサービス（株）･････････････（青森県）
●日科ミクロン（株）
福祉のニッカ 三郷営業所 ･････････････（埼玉県）
●（有）アドラップ
（有）アドラップ ･･･････････････････････（千葉県）
●（株）ライコム・コーポレーション
（株）ライコム・コーポレーション ･･･････（東京都）

訪問入浴介護
●セントケア千葉（株）
セントケア四街道 ･････････････････････（千葉県）

●（株）ヘルスケア
ヘルスケアさがみ ･･･････････････････（神奈川県）
ヘルスケア上武 ･･･････････････････････（埼玉県）
ヘルスケア西武 ･･･････････････････････（埼玉県）
ヘルスケア湘南 ･････････････････････（神奈川県）
●さくらメディカル（株）
さくらメディカル（株）
新潟支店 ･････････（新潟県）
さくらメディカル株式会社 ･････････････（新潟県）
さくらメディカル（株）
長岡支店 ･････････（新潟県）
●近藤産興（株）
近藤産興（株）ケアレンタル課 ･･･････････（愛知県）
●ハヤシリハビリ（株）
ハヤシリハビリ（株）･･･････････････････（愛知県）

福祉用具の消毒工程管理認定事業所（平成28年2月1日現在）
211事業所

福祉用具消毒工程管理認定新規・更新一覧（2月認定）
■更新
●興国運輸（株）
ATI センター ･･････････････････････････（東京都）
●小山（株）
小山（株） 本社工場 ･･･････････････････（奈良県）
小山（株） 介護関連事業部 ･････････････（奈良県）
●さくらメディカル（株）
新潟支店 ･････････････････････････････（新潟県）
●（株）サンネットワークマエダ
サンネットワーク名古屋 ･･･････････････（愛知県）
サンネットワーク上田 ･････････････････（長野県）
●（有）ダイユウ
鹿児島営業所 ･･･････････････････････（鹿児島県）
●（株）トーカイ
さいたまメンテナンスセンター ･････････（埼玉県）
長野支店 ･････････････････････････････（長野県）
千葉メンテナンスセンター ･････････････（千葉県）
羽島メンテナンスセンター ･････････････（岐阜県）
大阪北メンテナンスセンター ･･･････････（大阪府）
●豊通物流（株）
豊田通商 小牧レンタルセンター ･･･････（愛知県）

●日建リース工業（株）
世田谷介護センター ･･･････････････････（東京都）
金沢流通センター ･････････････････････（石川県）
名古屋介護センター ･･･････････････････（愛知県）
大阪介護センター ･････････････････････（大阪府）
佐賀介護センター ･････････････････････（佐賀県）
熊本介護センター ･････････････････････（熊本県）
●（株）日本ケアサプライ
沼津営業所 ･･･････････････････････････（静岡県）
青森営業所 ･･･････････････････････････（青森県）
岩手営業所 ･･･････････････････････････（岩手県）
仙台営業所 ･･･････････････････････････（宮城県）
秋田営業所 ･･･････････････････････････（秋田県）
山形営業所 ･･･････････････････････････（山形県）
郡山営業所 ･･･････････････････････････（福島県）
所沢営業所 ･･･････････････････････････（埼玉県）
柏営業所 ･････････････････････････････（千葉県）
茂原営業所 ･･･････････････････････････（千葉県）
立川営業所 ･･･････････････････････････（東京都）
神奈川営業所 ･･･････････････････････（神奈川県）
山梨営業所 ･･･････････････････････････（山梨県）

松本営業所 ･･･････････････････････････（長野県）
長野営業所 ･･･････････････････････････（長野県）
静岡営業所（静岡県）
大阪メンテナンスセンター ･････････････（大阪府）
和歌山営業所 ･･･････････････････････（和歌山県）
●フランスベッド（株）
盛岡サービスセンター ･････････････････（岩手県）
長野サービスセンター ･････････････････（長野県）
名古屋サービスセンター ･･･････････････（愛知県）
千歳物流サービスセンター ･････････････（北海道）
●フランスベッドメディカルサービス（株）
東京センター ･････････････････････････（東京都）
●（株）ヤマシタコーポレーション
東京東衛生管理センター ･･･････････････（東京都）
●（株）ライコム・コーポレーション
福祉用具消毒センター ･････････････････（東京都）
●（株）リョーキ
介護事業部 介護本店 ･････････････････（広島県）
●（株）レンティ
レンティケアサービス
福祉用具消毒工場 ･････････････････････（千葉県）

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12月1日現在）
113事業所

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275回 平成28年2月25日
『超高齢社会における看取りとは』〜暮らしの中での尊厳のある看取り〜
講師：鳥海 房枝 氏（特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー 理事）
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健康長寿のまち推進センター（WACセンター）活動報告
健康長寿のまち推進センター（WACセンター）では、厚生労働省の推進する「健康長寿のまちづくり」を実現
するため、施設設備にかかわる設計・建築関係者や自治体担当者・設置者を対象とした「高齢者施設の建設講
座」の開催、まちづくりに関する業種を超えた意見交換会や研修会の開催、地域に密着したサービスや介護予
防の拠点、地域包括支援センターなどの整備と機能連携といった今後のまちづくり事業の推進に必要な調査研
究を行っています。

第3回WACコミュニケ
今年度一年を通してテーマにしておりました「日本版CCRC構想（生涯活躍のまち）」の纏めとして、平成28年3月16日に平成27
年度第3回ＷＡＣコミュニケを開催します。

第1部
◆テ ーマ：行政講演
「生涯活躍のまち（日本版CCRC）の展望」
〈地域プロデューサー・まちづくり手法〉
講 師：一般社団法人 コミュニティネットワーク協会 副会長 近山 恵子 氏
◆内 容：「生涯活躍のまち推進協議会」の設立経緯・活動状況・全国各地の関連事業の
進捗について
第2部
◆テ ーマ：「都留市におけるCCRC事業の取組」
〜生活を視点においた『家』づくり〜
講 師：山梨県都留市 総務部 企画課長 紫村 聡仁 氏
都留市地域おこし協力隊 山中 敏枝 氏（地域プロデューサー）
◆内 容：事例紹介として、昨年10月27日に内閣府地方創生推進室より、優良施策として
公布対象事業に選定された山梨県都留市の「都留市CCRC推進事業」の事業概要
・先駆性について

シルバーサービス従事者向けの各種研修
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。

平成27年度 研修

平成27年度 eラーニング研修

訪問入浴介護サービス従事者研修会

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

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

※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。
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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。

平成27年4月1日現在
出展企業・団体
「知るNAVI」出展企業・団体 一覧

31社

商品数

約280点

（※五十音順（法人名）で記載しております。平成27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 スーパーナース
http://www.supernurse.co.jp/homecare/

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

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/

スパテクノ 株式会社
http://spatecno.com/

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

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 フロンティア
http://www.heart-well.co.jp/

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

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

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

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

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

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

東海機器工業 株式会社
http://www.tokaisun.com/

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

株式会社 トーカイ
http://tokai-corp.com/

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

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/
株式会社 サイバーレイ
http://www.r-home.jp/
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 日本ケアサプライ
http://www.caresupply.co.jp/

株式会社 社会保険出版社
http://www.shaho-net.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/

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

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

●「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
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行政NEWS
◆介護キャリア段位制度を見直しへ −検討会が議論を取りまとめ
3月14日に開催された厚労省の「介護プロフェッショナ
ルキャリア段位制度の在り方に関する検討会」
（田中滋座
長）では、議論の取りまとめ案が大筋で了承された。これ
をふまえ厚労省は平成28年度から評価項目の見直しや確
認方法で効率化・簡便化を進める方針だ。
同検討会は、制度の性格や位置づけ、外部評価の仕組
み、7段階で評価することなど評価の在り方、レベル認定
取得者数の目標などを主な論点として、検討してきた。
内部評価・レベル認定については、アセッサーが内部評価に取り組む際の負担が大きいことや実施機
関におけるレベル認定委員会の委員の負担も大きいことを踏まえ、評価項目ごとに確認方法のメリハリを
つけることや評価項目自体の見直し等による効率化・簡便化を進める。
また、今後も当面の間は「レベル４」を上限とした仕組みとして進めていくことが適当とした。
外部評価については、外部の専門家を活用した事業所・施設内の人材育成の取組みについて、助言・
指導する仕組みとし、介護現場が内部評価に取組みやすくすべきとした。

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
平成28年2月26日に開催されました平成27年度第3回理事会におきまして、平成28年4月1日新規入会会員として2企
業・団体の入会が承認されました。
新規入会（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

シルバーサービス振興会への入会案内等
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。

●会員特典
（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。
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