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No.20◆2016 年度              

介護事業ニュース ・11 月 16 日号 

□発行責任者：日本生協連・福祉事業推進部長 山際 淳 

TEL：03-5778-8107  FAX：03-5778-8108  

〒150-8913 東京都渋谷区渋谷３丁目-29-8 コーププラザ 11F 

 

■1 ページ【（確定）2016 年度「生協福祉事業戦略セミナー」のご案内】 

     【新地域支援構想会議より、「新たな地域支援事業の今後の展開にむけて」 

と題したアピール文書が策定されました】 

【「認知症サポーターキャラバン」オリジナルグッズ等の提供のお願い】 

【平成 28 年度 認知症サポーター優良活動事例等 募集についてのご案内】 

【平成２８年度介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼について 

（介護保険最新情報 vol.570）】 

【介護保険条例参考例について（介護保険最新情報 vol.569）差し替え版】 

■4 ページ【介護事業関連情報】 

 

（確定）【2016年度「生協福祉事業戦略セミナー」のご案内】 

  2018年医療・介護同時報酬改定を控え、生協陣営（生協を母体とした社会福祉法人含

む）として事業の生き残りと変化対応、すすむべき道筋を明らかにする必要があります。 

社会保障審議会介護保険部会委員の馬袋秀男氏を講師に迎えるなど、最新動向を学べる貴 

重な場となります。また今回は福祉政策推進委員会委員の、協同福祉会の村城理事長と福

井県民生協の檜原常務にもご登壇頂く予定です。 

たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。 

開催日時 
2016年 12 月 9日（金）10:30～17:00（交流懇親会 17:30～19:00） 

※ 受付開始は 10:00からです。 

開催会場 

日本生協連 コーププラザ 4階第 1・2・3・4会議室 

〒150-8913 東京都渋谷区渋谷 3-29-8 コーププラザ 

TEL：03-5778-8107 / FAX：03-5778-8108 

参加対象 
役員（理事長・専務理事・福祉事業管掌役員）及び福祉事業部長等 

100名程度 

参加費 
お 1人 / 10,000円（税込）資料・昼食代・懇親会費含みます 

＊後日、口座引き落とし等で清算させて頂きます。 

ご宿泊 宿泊が必要な方は、ご自分で確保いただきますようお願いします。 

混み合う時期ですので早めの確保をおすすめします。 

参加申込先 

及び締切日 

11 月 28 日（月）までに添付の「参加申込書」にてメールまたは FAX

で事務局までご連絡ください。 

日本生協連 福祉事業推進部 宮澤 宛 

TEL：03-5778-8107 FAX：03-5778-8108  

        E-MAIL：ikuko.miyazawa@jccu.coop 

 

mailto:ikuko.miyazawa@jccu.coop
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本ｾﾐﾅｰの 

お問い合わせ 

日本生協連 福祉事業推進部：馬場英幸 

TEL：03-5778-8107 E-MAIL：hideyuki.baba@jccu.coop 

 

*参加申込書は添付ファイルをご利用ください。 

【新地域支援構想会議より、「新たな地域支援事業の今後の展開にむけて」と

題したアピール文書が策定されました】 

新地域支援構想会議は、今後の地域支援事業の展開にあたり、現状の課題や今後留意す

べき事項について、国や自治体など関係者に対するアピール文書『新たな地域支援事業の

今後の展開に向けて（１０月１３日付）』を策定しました。 

新地域支援構想会議は、この地域支援事業創設を契機に、地域の助け合い活動を活発化

し、拡大していくことを目的に、２０１３年１２月に関係１４団体によって設立されまし

た。日本生協連も構成団体となっています。今回の文書は、地域支援事業の現状の課題や

今後留意すべき事項を、国や自治体など関係者にアピールすることにより、地域の助け合

い活動の進展をはかろうという目的をもって、策定されています。 

内容では、①今回の事業創設は、地域の助け合い活動を広げ、地域づくりをすすめるこ

とを目的の一つとしており、このことを自治体・関係者に周知すること、②サービス類型

にとらわれない活動支援を行うこと、③生活支援コーディネーター配置や協議体を実効性
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あるものとすること、④有償ボランティア活動の理解促進をはかること、⑤地域格差が広

がらないよう国や都道府県が積極的に支援すること等が意見として盛り込まれています。 

≪新地域支援構想会議 構成団体：１４団体≫ 順不同 

公益財団法人 さわやか福祉財団 

認定特定非営利活動法人 市民福祉団体全国協議会 

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国農業協同組合中央会 

一般社団法人 全国老人給食協力会 

公益財団法人 全国老人クラブ連合会 

宅老所・グループホーム全国ネットワーク 

特定非営利活動法人 地域ケア政策ネットワーク 

一般財団法人 長寿社会開発センター 

認定特定非営利活動法人 日本 NPOセンター 

日本生活協同組合連合会 

一般社団法人 シルバーサービス振興会（オブザーバー） 

◎詳細内容は、添付ファイルもしくは、下記ＵＲＬをご参照ください。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20161031_matome.pdf 

 

【「認知症サポーターキャラバン」オリジナルグッズ等の提供のお願い】 

全国キャラバン・メイト連絡協議会より下記の案内がありました。たくさんの皆様の応募

をお願いいたします。応募締切は 12/26です。 

「平成 29年 2月 4日（土）に開催する「認知症サポーターキャラバン平成 28年度 表

彰・報告会」にて展示、全国的にご紹介させていただきたく、下記を募集いたします。 

① 知症サポーターの活動の様子（写真等） 

②オリジナルグッズ」 

◎詳細内容は、添付ファイルもしくは、下記ＵＲＬをご参照ください。 

http://www.caravanmate.com/web/wp-content/uploads/2016/11/1.28goods-boshu.pdf 

 

【平成 28年度 認知症サポーター優良活動事例等 募集についてのご案内】 

全国キャラバン・メイト連絡協議会より下記の案内がありました。たくさんの皆様の応募

をお願いいたします。応募締切は 12/12です。 

「当連絡協議会では「認知症サポーターキャラバン表彰・報告会」を開催いたします（平

成 29 年 2 月 4 日に東京・砂防会館にて開催予定）。今年度も優良活動事例を選考により

表彰をいたします。つきましては、「認知症サポーターキャラバン」優良活動事例の募集を

下記の通り行いますので、ぜひ、キャラバン・メイトの方たちにもご案内のうえ、ふるっ

てご応募くださるようお願い申し上げます。」 

http://www.shakyo.or.jp/news/20161031_matome.pdf
http://www.caravanmate.com/web/wp-content/uploads/2016/11/1.28goods-boshu.pdf
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◎詳細内容は、添付ファイルもしくは、下記ＵＲＬをご参照ください。 

http://www.caravanmate.com/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E8%AA

%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%84%AA%E8%8

9%AF%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E7%AD%89%E3%80%80%E5%8B%9F/ 

 

【平成２８年度介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼について 

（介護保険最新情報 vol.570）】 
厚生労働省は、11 月 8 日、介護保険最新情報 vol.570 として、「平成２８年度介護報酬改

定検証・研究調査への協力依頼について」を発出しました。内容は平成２７年度介護報酬

改定による効果の検証・調査研究を行い、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に

必要な基礎資料を得ることを目的に、平成２７年度に引き続き、平成２８年度介護報酬改

定検証・研究調査を実施する。今回の調査の結果は、社会保障審議会介護給付費分科会等

における今後の議論のための基礎資料として活用される重要な資料となる。 

◎詳細内容は、添付ファイルもしくは、下記ＵＲＬをご参照ください。 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saish

in.files/jouhou_570.pdf 

 

【介護保険条例参考例について（介護保険最新情報 vol.569）差し替え版】 
１９号に掲載しました「介護保険最新情報 vol.569」の差し替え版です。 

こちらにファイルを差し替えてくださいますようお願いします。 

＊添付ファイルをご参照ください。もしくは、ＵＲＬをクリックください。 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/sai

shin.files/jouhou_569.pdf 

 

 

【介護事業関連情報】～この間の介護事業分野に関連する主な新聞報道等～ 

11月 10日 ◆保険給付抑制と負担増は介護離職ゼロに逆行- 認知症の人と家族

の会が訴え◆ 

◇CB NEWS◇ 

 「認知症の人と家族の会」は、国が、要介護度の軽い人に対する保険給付抑制や利用者負担の

引き上げなどを検討するのは、国自身が掲げる「介護離職ゼロ」などの政策に逆行し、介護保

険制度の後退につながることが危惧される、などとしたアピール文をまとめた。一人でも多く

の人がそれぞれの立場で声を上げ、行動するよう訴えている。 

 家族の会は、介護の当事者や医療・介護現場などの反対で「生活援助や福祉用具の全額自己

負担化は回避される方向に動き出している」としながらも、新たに生活援助の介護報酬引き下

げや軽度者の利用者負担を引き上げる案も浮上しているとして、こうした方向は国の施策の

「『新オレンジプラン』にも、『介護離職ゼロ』にも逆行するもの」と指摘。「今後も安心で

きる介護保険制度の実現を願い、声を上げ続けていく」としている。（要約） 

http://alzheimer.or.jp/webfile/sibudai-api-ru2016.pdf 

 

11月 10日 ◆国の提出資料に疑問次々 介護保険法改正 審議会議論◆ ◇毎日新聞◇ 

 「現場を知らない人が作った」。委員から批判されたのは先月１２日に提出された資料だ。掃除

や調理など介護保険の「生活援助サービス」と、民間の「家事代行サービス」の自己負担額を

比べたもので、財務省が作成した。介護保険の自己負担は通常１割。一方で家事代行サービス

は全額自己負担。介護保険の負担率を大きく引き上げるよう求めているが専門家は、利用者も

仕事の中身も異なる二つのサービスを比べること自体が適切でないとみる。（要約） 

http://www.caravanmate.com/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%84%AA%E8%89%AF%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E7%AD%89%E3%80%80%E5%8B%9F/
http://www.caravanmate.com/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%84%AA%E8%89%AF%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E7%AD%89%E3%80%80%E5%8B%9F/
http://www.caravanmate.com/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%84%AA%E8%89%AF%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E7%AD%89%E3%80%80%E5%8B%9F/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_570.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_570.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_569.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_569.pdf
http://alzheimer.or.jp/webfile/sibudai-api-ru2016.pdf
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11月 10日 ◆介護、回復・自立に軸足 首相表明 改善なら報酬上げ◆ ◇日経新聞◇ 

 安倍晋三首相は 10日、政府の未来投資会議で介護保険制度について、介護を必要とする人の自

立支援を中心にした制度へ転換を進めると表明した。自立支援により重度の要護者を減らすこ

とで、高齢化で膨張が続く介護費の抑制につなげる。 

 首相は介護制度について「パラダイムシフトを起こす。介護が要らない状態までの回復を目

指す」と述べた。今後、厚生労働省など関係省庁で具体策を検討する。現在は高齢者が要介護

状態になって老人ホームなどの施設に入ると、容体が悪化して介護度が重くなるケースが多い。

一方でリハビリや自立支援に力を入れている施設では、寝たきりだった高齢者が歩行器付きで

歩けるようになるなど改善した例もある。政府はこうした望ましい事例を全国に普及させたい

考えだ。（要約） 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201611/10mirai_toshi.html 

 

11月 8日 ◆介護職員の処遇改善、加算ではなく基本報酬の引き上げで 首都

圏の知事ら要請◆ 

◇JOINT◇ 

 首都圏の首長らが広域的な課題を議論する「九都県市首脳会議」が、介護職員の処遇を改善す

るよう訴える要望書を厚生労働省に提出した。介護報酬の改定を念頭に、加算の拡充ではなく

基本報酬の引き上げで実現するよう求めている。メディアを活用したキャンペーンを展開し、

イメージアップを図ることの必要性もあわせて指摘した。  

要望書では、「介護を担う人材の不足は深刻な状況」と強調。「賃金が他産業と比べて低い水準

にとどまっているうえ、職場のマイナスイメージがクローズアップされている面もあり、必要

な職員の確保が困難」と問題を提起し、速やかに対策を講じるよう促した。（要約）  

 

九都県市首脳会議「介護人材の確保・定着対策の推進について」に係る要望の実施について 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/02/08_01.html 

 

11月 16日 ◆来年度、医療・介護負担増 現役並み収入７０歳以上など◆ ◇朝日新聞◇ 

 厚生労働省が来年度から実施する医療や介護の負担増の大枠が固まった。現役世代並みの収入

がある７０歳以上の人は医療費の自己負担上限が上がり、新しく７５歳になる人は保険料の軽

減特例がなくなる。大企業の会社員らは介護保険料の負担が増える。さらに対象を広げるか財

務省と調整し、年内に最終決定する。医療費で は、年収に応じて自己負担月額の上限を定める

「高額療養費制度」を見直す。年収が３７０万円以上で７０歳以上の人は、上限を現役世代並

みに引き上げる。年収３７０万円未満で住民税を払っている人も含めるかどうかは調整する。 

 ７５歳以上の後期高齢者には年収が低い人を対象に保険料を軽減する特例があるが、来年度

から新たに７５歳になる人を対象に廃止する。すでに７５歳以上の人は３年かけて段階的に廃

止することも検討する。現役世代の介護保険料は、医療保険の被保険者の収入総額に応じて割

り当てる「総報酬割」を来年度から数年かけて段階的に導入する方針。健保組合の約７割と共

済組合のほぼすべてで保険料が上がる見通しだ。（要約） 

以上 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201611/10mirai_toshi.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/02/08_01.html

