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シルバーサービス振興会通信

（年3回発行）

介護キャリア段位制度
平成29年度 アセッサー講習受講申込み始まる
今年度も厚生労働省において「平成29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、その実施機関としてシルバー
サービス振興会が選定されました。
これを活用して実施する「介護プロフェッショナルキャリア段位
制度」は、全国共通の評価基準にて、介護サービスを知識と技術の
両面より評価し、介護職員が実際に現場で何が出来るのかを確認し
ながら、OJTで指導・評価する仕組みで、技術レベルの証明、人材
育成、人事考課の仕組みとしても大変好評を得ています。
これまでに全国の介護事業所・施設にて、本制度にお取組みいた
だき、
「評価者（アセッサー）
」として16,554名の方々が既に養成され、
活躍されています。
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今年度も評価者(アセッサー)講習を２期開催致します。
本講習は、介護事業所・施設において、評価者（アセッサー）としてどのように評価を行い、OJTを
通じてどのように人材育成を行っていくべきかを学んでいただける講習です。
講習テキスト・アセッサー基礎学習ｅラーニング・トライアル内部評価課題・アセッサー集合講習会
にて構成されています。なお、第一期講習、第二期講習は同一内容となります。

過去の講習会の様子

アセッサー講習の詳細につきましては次のページにご案内しております。

●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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平成29年度 評価者（アセッサー）講習について
【講習内容】
○講習テキストによる学習
○eラーニング受講（インターネットを使用した学習）
○トライアル課題実施（自らの介護事業所・施設での模擬評価）
○集合講習受講（1日）
※受講修了となるには、上記全履修と、集合講習時の確認テストに合格することが必要です。
※受講にはパソコンとインターネット接続環境が必要です。

【第一期講習】
受講期間：8月上旬〜 10月3日（集合講習は10月3日（火）
）
アセッサー講習カリキュラム
「テキスト」学習

8月上旬〜

eラーニング受講

8月22日（火）〜 10月2日（月）

トライアル内部評価

8月22日（火）〜 10月2日（月）
10月3日（火）9:30 〜 17:00（予定）

集合講習
（会場詳細は調整中）

集合講習会場

予定都道府県

東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県

第一期申込締切：7月20日（木）

【第二期講習】
受講期間：10月上旬〜 11月28日（集合講習は11月28日（火）
）
アセッサー講習カリキュラム
「テキスト」学習

10月上旬〜

eラーニング受講

10月17日（火）〜 11月27日（月）

トライアル内部評価

10月17日（火）〜 11月27日（月）
11月28日（火）9：30 〜 17：00（予定）

集合講習

集合講習会場

（会場詳細は調整中）

予定都道府県：

北海道、宮城県、群馬県、東京都、富山県、愛知県
大阪府、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、沖縄県

第二期申込締切：８月１６日（水）

受講者お一人につき、第１期講習・第２期講習のいずれか一方の受講となります。
第１期、第２期の講習内容は同一です。
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講習受講者の声
●アセッサーというのはただ評価する人ではなく、
人材育成の中心となり、今後の介護現場の成長を
支えていく人になっていくのだと思いました。
●日々業務を行う上で、あらためて介護の現場にお
ける様々な場面での支援のあり方について確認で
きました。

講習受講者アンケート

96％
講習は
有意義だった

96％の受講者が、
講習は現場で指導
を行っていく上で
「有意義」と回答。

アセッサー講習受講料

98％
OJTツールとして
活用できる

98％の受講者が、
介護キャリア段位
制度が、介護職員
の資質向上のため
のOJTツールとし
て活用できると回
答。

19,980円（税込）

（講習テキスト、eラーニング受講、トライアル課題、集合講習をすべて含む）
（※ 別途130円（税込）の取扱手数料が必要となります。）

申込方法：「介護キャリア段位制度」ホームページよりお申込みください。
http://careprofessional.org

−3−

介護キャリア段位

平成29年度定時総会開催
当会では６月21日（水）、平成29年度定時総会を開催いたしました。
議案として「役員の選任の件」
「平成28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28年度事業報告、平成28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。
総会開催にあたり、斎藤勝利会長からの挨拶があり、来賓として厚生労働省から老健局長

蒲原基道様にご

挨拶をいただきました。
選任された新役員（五十音順）
氏

名

所属・役職

淺野

芳一

明治安田生命保険相互会社

関連事業部

部長

内海

一郎

積水化学工業株式会社

住宅カンパニー広報・渉外部

岡田

光史

第一生命保険株式会社

生涯設計教育部

小田

修明

田辺三菱製薬株式会社

医療政策部長

佐川

一郎

株式会社みずほ銀行

中野

健之亮

ユニ・チャーム株式会社

矢野

美佳

日本生命保険相互会社

部長

新橋支店新橋第二部

公務担当部長

取締役専務執行役員
総合企画部

部長

営業本部長

担当部長

斎藤勝利会長からの挨拶（要旨）
昨年度の定時総会以降、わずか１年の間に、世界情勢は大きく変化し、混迷と混
乱の度合いが増しています。
こうした世界情勢の不確実性等を注視する必要はあるものの、回復基調にある
我が国の経済の好循環を一時的なものに終わらせることなく、その果実が国民に
広く享受されるよう、成長と分配の好循環を創り上げていく必要があると考えてお
ります。
一方、シルバーサービスを取り巻く状況に目を移しますと、2020年度の財政健
全化目標の達成に向け、社会保障給付費の効率化・適正化が、厳しく求められる情勢下にあって、５月末に介護
保険法の一部改正法が成立しました。
現在、関係審議会において、指定基準や介護報酬の見直しの検討が進められており、当会からも民間介護
事業推進委員会を通じて代表委員を派遣しているところですが、私は、社会保障制度の持続可能性の確保に当
たっては、介護保険制度の仕組みや給付と負担の実態について、国民各層に正しく認識していただくために
「見える化」し、あるべき姿を議論する機運を醸成していく必要があると考えております。
今年、当会は創立から30年目を迎えております。これを会員の皆様とともに、祝いたいと思いますが、シル
バーサービスの振興は、我が国における新たな成長分野の更なる創生そのものであり、海外市場への発展可能
性も期待される中、30年はゴールではなく通過点であると考えております。
創立以来の事業に加え、当会の新たな時代を築くこととなる各種新事業への取り組みも、緒に就いたばかり
ですので、これらの事業の方向性や収益性等を見定めますとともに、これと併せて、今後の会員活動の活性化
に向けた改革にも取り組んでいかなければならないと考えております。
もとより今日までの振興会の発展は、会員及び役員の皆様の多大なご支援があってのことであると認識してお
り、
今後とも引き続き、会員の皆様はじめ厚生労働省の一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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厚生労働省

蒲原基道老健局長からの挨拶（要旨）
一般社団法人シルバーサービス振興会平成29年度定時総会にあたり一言ご
挨拶申し上げます。斎藤会長、水田理事長をはじめ会員の皆様方には、日頃か
らシルバーサービスの推進に大変ご尽力いただいており、この機会をお借りい
たしまして、深く感謝の意を表する次第でございます。
また、貴会が創立30周年を迎えられましたこと、誠におめでとうございま
す。
政府では、
「ニッポン一億総活躍プラン」に基づき「介護離職ゼロ」の実現を
目指すとともに、
「介護サービスの生産性向上」等にも取り組んでいくこととし
ており、こうした施策の推進に当たっては、民間事業者の皆様にも、より一層の
創意工夫や技術開発を進めていただく必要がありますことから、今後ますます

シルバーサービス振興会の役割に期待したいと思っております。
最近、各地へ赴きますと、地域包括ケアの構築に向けては、さまざまな事業者の皆様が地域とうまく交流する
ことがとても大事なことだと強く感じております。とりわけ施設・居住系の事業者の皆様には、ともすれば自分の
入所者だけを見がちなところもあろうかと思いますが、入居者の方々が地域で一定の役割を持ちながら地域と
交流する、あるいは地域の方々が何か活動したい時に施設等の場所を提供するなど、地域に開かれた取組を実
行していただくことが、長期的に見て民間事業者の皆様方の信頼度を増すことにつながるのではないかと思っ
ております。
去る５月26日に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部改正法案」を成立させていた
だきました。介護保険制度を長期的に安定させることや、元気な高齢者も含めて高齢者の方が住みよい地域を
作っていくためにも、この「地域包括ケアシステム」を各地域できちんと構築し、これを動かしていかなければ
ならないと思っております。このためにも大事な法律となりますことから、今後の施行に向けましては、皆さまの
お力添えをいただきたきながら、一緒に取り組んでいきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上
げます。

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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シルバーサービスに関する調査研究
平成28年度に実施した調査研究事業についてご紹介いたします。
これら調査研究事業の報告書は、シルバーサービス振興会のホームページからダウンロードしていた
だけます。在庫のある報告書については送料着払いで発送もしておりますので、事務局までお問い合わ
せください。

老人保健健康増進等事業
介護分野における生産性向上に関する調査研究事業
「経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太の方針）」、
「日本再興戦略」において、
「サービス業の生産性向上」
への取組を推進していくことが示され、とりわけ介護分野の生産性向上が強く求められている。
医療・介護分野の双方から相互連携の取組が進められているが、介護保険制度の下での各種サービス事業者間
（医療系サービスを含む）において、サービス提供の共通の対象である利用者に関する情報の共有化が進んでおら
ず、シームレスで総合的なサービス提供に至っていない。このため、在宅サービスを中心とした事業ごとの記録や
情報等の業務プロセスの検証、関係者間の連携を図るための情報の共有化等について、サービス提供における生
産性向上に向けた業務効率化を進めるための課題と対応策を整理することを目的として実施した。

住宅改修における価格の見える化に関するモデル事業
介護保険の下で提供される住宅改修（以下「住宅改修」という。）は、他の給付対象サービスのように事業者指
定制となっていないことから、指定基準等の事業者への指導根拠がなく、住宅改修事業者の管理や、提供される
サービスの質の確保が課題となっている。また、各保険者における住宅改修の実態に関する資料や、事例等につい
ても全国的なデータが不足しているのが現状である。
このため、本事業では、「高齢者の自立」の観点から効果的な住宅改修事例について、利用者の状態像に応じ
た工事内容、使用部材、費用等の情報を、保険者の担当者、住宅改修事業者、利用者等がWebサイト上で共有で
きるようなシステムを構築し見える化していくことを想定した場合、どのようなシステムがその有用性・有効性をより
発揮することができるか検証した。

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
本調査研究事業では、介護事業所における介護技術OJTの実態調査（介護職員へのOJTを通じた人材育成の取
組実態調査（アンケート調査））と、介護技術OJTを組織内で展開し、継続的に実践している事例を調査（ヒアリ
ング調査）し、介護サービス事業者において、組織的、計画的、継続的にOJTを実施するための要件を探った。
また介護技術のOJTツールである「介護キャリア段位制度」の認定データ（期首評価データ、期末評価票データ等）
分析を通じ、介護キャリア段位を用いたOJT人材育成の実態を示すとともに、データからみえる取組みの有用性考
察を行った。さらに、介護キャリア段位制度の評価基準フレームを用いた、認知症に係わる介護技術評価項目につ
いての開発を行った。

社会福祉推進事業
技能実習制度に介護分野を追加する際の技能評価システムのあり方に関する調査研究事業
「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定）において、外国人技能実習制度の下で移転すべき
技能として介護分野の追加について検討すべきとされたことを受け、厚生労働省内に「外国人介護人材受入れの在
り方に関する検討会」が設置され、平成27年2月4日に中間まとめが取り纏められた。
外国人技能実習制度に職種を追加するには、実習の成果が評価できる公的評価システムがあることが求められて
おり、介護サービスの質を確保しつつ、技能実習生に対し適切に技能移転を図ることのできる技能評価システムを
確立することを目的として、当該システムのあり方等に関する検討を行った。
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シルバーマーク認定事業所
シルバーマーク新規・更新一覧（平成29年2月認定）
■更新
訪問介護

●
（株）
セイフティサービス
（株）
セイフティサービス ･･･････････････（兵庫県）

●アースサポート
（株）

壱岐営業所 ･･･････････････････････････（長崎県）
佐賀営業所 ･･･････････････････････････（佐賀県）
大分営業所 ･･･････････････････････････（大分県）

アースサポート渋谷 ･･･････････････････（東京都）

福祉用具貸与

熊本北営業所 ･････････････････････････（熊本県）

●
（株）
九州たまがわ

●
（株）
イカリトンボ

●（株）髙橋医科器械店

ハートフルケアたまがわはいきステーション ･･（長崎県）

（株）
イカリトンボ ･････････････････････（奈良県）

東松山営業所 ･････････････････････････（埼玉県）

●
（株）
大起エンゼルヘルプ

●
（有）
昊栄

●（株）ピース・ライフ

練馬ケアセンター ･････････････････････（東京都）

昊栄レンタルサ−ビス ･････････････････（茨城県）

レンタル事業部 ･･･････････････････････（大阪府）

新宿ケアセンター ･････････････････････（東京都）

●
（有）
三栄商会

●（有）まつもと

足立ケアセンター ･････････････････････（東京都）

サンエイ・メディカル ･････････････････（熊本県）

テツコの部屋 指定福祉用具貸与事業所 ･･･（兵庫県）

北ケアセンター ･･･････････････････････（東京都）

●
（株）
セスタ

●光田屋（株）

荒川ケアセンター ･････････････････････（東京都）

（株）
セスタ ･･･････････････････････････（秋田県）

光田屋

げんき館 ･････････････････････（愛知県）

板橋ケアセンター ･････････････････････（東京都）

●
（株）
大平

●（有）メイコーセンター

豊島ケアセンター ･････････････････････（東京都）

タイヘイＭ＆Ｃ ･･･････････････････････（佐賀県）

岩多屋福祉事業部 ･････････････････････（島根県）

台東ケアセンター ･････････････････････（東京都）

タイヘイＭ＆Ｃ久留米営業所 ･･･････････（福岡県）

岩多屋福祉事業部出雲営業所 ･･･････････（島根県）

葛飾ケアセンター ･････････････････････（東京都）

タイヘイＭ＆Ｃ福岡西営業所 ･･･････････（福岡県）

岩多屋福祉事業部山口支店 ･････････････（山口県）

杉並ケアセンター ･････････････････････（東京都）

●太陽シルバーサービス（株）

●（株）八神製作所

中野ケアセンター ･････････････････････（東京都）

筑豊営業所 ･･･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター横浜 ･････（神奈川県）

川口ケアセンター ･････････････････････（埼玉県）

八幡西営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター名古屋 ･････（愛知県）

三郷ケアセンター ･････････････････････（埼玉県）

福岡南営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター豊橋 ･･･････（愛知県）

●
（株）
福祉の里

久留米営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター大府 ･･･････（愛知県）

尾張営業所 ･･･････････････････････････（愛知県）

福岡西営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター鳴海 ･･･････（愛知県）

名古屋鳴海営業所 ･････････････････････（愛知県）

大牟田営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター岡崎 ･･･････（愛知県）

春日井営業所 ･････････････････････････（愛知県）

八幡東営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター岐阜大学病院前 ･･（岐阜県）

名古屋中ステーション ･････････････････（愛知県）

小倉南営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター浜松 ･･･････（静岡県）

小倉営業所 ･･･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター静岡 ･･･････（静岡県）

訪問入浴介護

福岡東営業所 ･････････････････････････（福岡県）

ヤガミホームヘルスセンター津 ･････････（三重県）

●アースサポート
（株）

熊本営業所 ･･･････････････････････････（熊本県）

アースサポート渋谷 ･･･････････････････（東京都）

長崎営業所 ･･･････････････････････････（長崎県）

シルバーマーク新規・更新一覧（平成29年6月認定）
■新規

訪問入浴介護

●サトウ（株）

福祉用具貸与

●アサヒサンクリーン（株）

うるま営業所 ･････････････････････････（沖縄県）

●サトウ
（株）

東北支店 ･････････････････････････････（宮城県）

●（株）サン十字

宜野湾営業所 ･････････････････････････（沖縄県）

アサヒサンクリーン株式会社 ･･･････････（東京都）

福祉用具レンタル・販売サービス ･･･････（山形県）

名護営業所 ･･･････････････････････････（沖縄県）

アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎・訪問入浴

福祉用具レンタル・販売サービス 長井 ･･（山形県）

八重瀬営業所 ･････････････････････････（沖縄県）

･･･････････････････････････････････（神奈川県）

那覇営業所 ･･･････････････････････････（沖縄県）

アサヒサンクリーン在宅介護センター葵 ･･･（静岡県）

株式会社

●フランスベッド
（株）

アサヒサンクリーン在宅介護センター名古屋 ･･（愛知県）

●医療法人

メディカル府中営業所 ･････････････････（東京都）

アサヒサンクリーン在宅介護センター京都南 ･･（京都府）

福祉用具貸与事業所 ･･･････････････････（青森県）

メディカル浦和営業所 ･････････････････（埼玉県）

アサヒサンクリーン在宅介護センター大阪中央 ･･（大阪府）

●横尾器械（株）

メディカル東大阪営業所 ･･･････････････（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）

横尾器械株式会社 ･････････････････････（福岡県）

アサヒサンクリーン在宅介護センター福岡中央 ･･（福岡県）

●（株）よんやく

■更新
訪問介護
●セントケア神奈川
（株）
セントケア横浜栄 ･･･････････････････（神奈川県）

●（株）シルバーホクソン
シルバーホクソン ･･･････････（埼玉県）
仙知会

よんやく ･････････････････････････････（愛媛県）
福祉用具貸与
福祉用具販売

●
（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）
日本介護センター

●
（株）
ゴトウ・アズ・プランニング

姫路南店 ･････････････････････････････（兵庫県）

日介センター代々木 ･･･････････････････（東京都）

姫路南店 ･････････････････････････････（兵庫県）

●長野リネンサプライ（株）

●
（株）
やさしい手

●
（有）
ゴトー商事高松

シルバ−介護ショップピュアケア ･･･････（長野県）

千歳烏山巡回訪問介護事業所 ･･･････････（東京都）

有限会社ゴトー商事高松 ･･･････････････（香川県）
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福祉用具の消毒工程管理認定事業所
福祉用具消毒工程管理認定新規・更新一覧（平成29年2月認定）
■新規

●近藤産興（株）

●日建リース工業（株）

●千葉実業
（株）

船見機材センター ･････････････････････（愛知県）

宮崎介護センター ･････････････････････（宮崎県）

草加物流センター ･････････････････････（埼玉県）

●
（株）
蔵王サプライズ

●（株）日本ケアサプライ

●
（株）
ヤサカ

ホームヘルスケア事業部 ･･･････････････（山形県）

秋田南営業所 ･････････････････････････（秋田県）

京都工場 ･････････････････････････････（京都府）

●さくらメディカル（株）

●フランスベッド（株）

今池物流センター ･････････････････････（新潟県）

埼玉サービスセンター ･････････････････（埼玉県）

■更新

長岡支店 ･････････････････････････････（新潟県）

静岡メンテナンスセンター ･････････････（静岡県）

訪問介護

●
（株）
サン十字

高松サービスセンター ･････････････････（香川県）

●
（有）
アドバンス飛騨

メディカル事業部 ･････････････････････（山形県）

新潟サービスセンター ･････････････････（新潟県）

●
（株）
トーカイ

●（株）メディ．ケア

●
（株）
医療共済社

横浜南メンテナンスセンター ･････････（神奈川県）

メディ．ケア福祉用具レンタル事業所 ････（愛知県）

にこにこサプライ ･････････････････････（東京都）

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

●（株）メディカルステーション

●川村義肢
（株）

●
（株）
ニチイケアネット

花小金井消毒センター ･････････････････（東京都）

げんきセンター ･･･････････････････････（大阪府）

ニチイケアネット九州物流センター ･････（福岡県）

（有）
アドバンス飛騨 ･･･････････････････（岐阜県）

福祉用具消毒工程管理認定新規・更新一覧（平成29年6月認定）
■新規

●
（株）
トーシン

●
（株）
日本ケアサプライ
大村営業所 ･･･････････････････････････（長崎県）

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

（株）ライフ事業部 ジョイ・サポート大阪 ･･（大阪府）

●フランスベッド（株）

●東洋シルバーサービス（株）

茨城サービスセンター ･････････････････（茨城県）

メンテナンスセンター ･････････････････（青森県）

金沢サービスセンター ･････････････････（石川県）

■更新

●
（株）
ニチイケアネット

岡山サービスセンター ･････････････････（岡山県）

●
（株）
カワムラサイクル

ニチイケアネット北海道物流センター ･･･（北海道）

●（株）ホームドライ

いなみの工場 ･････････････････････････（兵庫県）

●日建リース工業（株）

浜松工場エコーサービス事業部 ･････････（静岡県）

●
（株）
サンネットワークマエダ

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

●（株）ヤマシタコーポレーション

飯田メンテナンスセンター ･････････････（長野県）

●
（株）
日本ケアサプライ

四国衛生管理センター ･････････････････（香川県）

●東洋特殊工事
（株）

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

ケアシステム事業部 ･････････････････（和歌山県）

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

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。

【正会員】三井ホーム株式会社

平成29年４月１日入会
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行政NEWS
◆全国介護保険担当課長会議を開催
厚生労働省は7月3日（月）、介護保険法等の一部改正法（地域包括ケアシステムを強化するための介
護保険法等の一部を改正する法律）が先の国会で成立したことを受けて、全国介護保険担当課長会議を
開催しました。
会議冒頭の挨拶で蒲原基道老健局長は、一部改正法の施行については「幅広い部局との連携が必要」
と指摘。また、第7期介護保険事業（支援）計画のポイントを紹介するなかで、医療分野との連携の確保
や、家族の支援、虐待防止を、平成30年度報酬改定については、医療との連携の重要性などについて強
調しました。そのほか、地方厚生局に地域包括ケア推進のための課が設けられていることを紹介し、現場
の声を地方厚生局にも伝えて欲しいと要望。それをふまえ、よりよいものに、次のステップにしていきたい
と述べました。
地域包括ケア「見える化」システムの活用がポイント
第7期計画策定のポイントの一つである地域包括ケア「見える化」システムの今後のリリース予定など
が説明されました。
なお将来推計人口については、少しでも新しいデータをとの要望を受けて、厚生労働省として平成27
年国勢調査データをもとに独自に作成した「人口推計シート」を今年7月に配付予定、在宅介護実態調査
については、詳細な分析結果を9月中に公表する予定との説明などがありました。
福祉用具貸与価格上限設定までのスケジュール
福祉用具貸与価格の上限設定の施行日である平成30年10月1日に向けた現時点のスケジュールが提
示されました。
具体的には、貸与価格の全国的な状況を把握するため、所定のコード（半角・英数字からなる5桁-6桁
とすることを検討中）の商品への付与を今年7〜9月頃に実施、所定のコードの介護給付費明細書への記
載を10月頃に実施、全国平均貸与価格・上限価格の公表を平成30年春〜夏頃に実施する予定となってい
ます。
介護サービス情報公表システム機能改修
介護サービスの情報公表システムは、利用者の利便性を高める観点などから本年7月に改修を予定し
ています。①サ高住周辺の介護サービス情報の充実（利用者等向け）、②空き情報（任意）を更新した事
業所・施設を検索上位に表示（介護事業所・施設向け）、③災害発生時用の施設リストの作成機能の追加
（地方自治体向け）、④シルバーサービス振興会の「読み解きガイドブック」
（消費者のための介護サー
ビス情報ガイド）をヘルプ機能に掲載、以上4点の改修内容について説明されました。
その他にも、新オレンジプランについて平成28年度末における進捗状況、また、介護ロボットの導入
促進について、未来投資戦略2017（6月9日閣議決定）に盛り込まれた関連事項が紹介されたほか、今年
度の介護ロボット関係事業のポイントなど、各担当課よりさまざまな説明がなされました。
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