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No.18◆2016 年度              

介護事業ニュース ・10 月 21 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【2016 年度「生協福祉事業戦略セミナー」のご案内（案）】 

■2 ページ【情報プラザに｢2020 年ビジョン第 2 期中期方針 (福祉分野 )｣を掲載しました】 

     【ボランティア全国フォーラム 2016 のお知らせ（11/5・6 開催）】 

     【市民セクター2016 問われる民間の力 のお知らせ（11/23 開催）】 

     【総合事業・包括的支援事業（社会保障充実分）の実施状況について】 

■3 ページ【①「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」の一部改正について②高額

介護合算療養費等支給額計算結果連絡票の様式について（介護保険最新情報 vol.566）】 

 

■4 ページ【介護事業関連情報】 

 
 

【2016 年度「生協福祉事業戦略セミナー」のご案内（案）】 

 

本セミナーは、2017年介護保険法改定動向及び先進組織の経営戦略を学び、福祉事業戦

略及び生協事業における福祉介護事業の役割を考えることを目的に開催します。 

 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ので、奮ってご参加ください。 

記 

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からになります。 

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・懇親会費含む 

※ 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。 

2016年度「生協福祉事業戦略セミナー」のご案内 

■ 主催：日 本 生 活 協 同 組 合 連 合 会 

日本医療福祉生活協同組合連合会 

 



 

2 

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 

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 

詳細は、決定しましたら掲載いたします。申込書は、添付ファイルをご利用ください。 

 

【情報プラザに｢2020 年ビジョン第 2 期中期方針 (福祉分野 )｣を 

掲載しました】 
｢2020年ビジョン第 2期中期方針 (福祉分野 )｣は、「日本の生協 2020 年ビジョン」 実

現に向けた、福祉事業分野の計画です。この計画は第 12次中期計画の到達点を振り返

るとともに、生協福祉事業のあらたな発展の方向性をとりまとめたものです。 

 詳細については、下記のＵＲＬをご覧ください。 

https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/xpFmBBS.xsp?action=openDocument&documen

tId=E912BCF6FFE574FA492580450017EED1&Redir=1 

 

 

【ボランティア全国フォーラム 2016 のお知らせ（11/5・6 開催）】 
「ボランティア・市民活動の未来をみすえる ボランティア全国フォーラム２０１６」が

11月 5日（土）6日（日）両日に、東京代々木にある「国立オリンピック記念青少年総

合センター」にて、「広がれボランティアの輪」連絡協議会と社会福祉法人 全国社会

福祉協議会の主催で開催されます。ご連絡が遅くなり、参加申し込み締め切りは過ぎま

したが、ご参加検討いただける場合は事務局へお問合せいただきますようお願します。 

  03-3591-4656 「広がれボランティアの輪」連絡会議事務局 

 

開催チラシ、プログラム内容は添付ファイルをご参照ください。 

  

【「市民セクター全国会議 2016 問われる民間の力」開催のお知らせ

（11/23 開催）】 
「市民セクター全国会議 2016 問われる民間の力（地域と国際の視点から考えるこれから

の社会）」が 11月 23 日（水・祝日）「聖心女子大学」にて、「日本ＮＰＯセンター」

主催で開催されます。ご参加をよろしくお願いいたします。 

分科会１の「ファイナンシャル・インクルージョン～高まる必要性と実践の可能性」で

は、福祉事業推進部の上田が会員生協の実践を報告いたします。 

開催チラシ、プログラム内容は添付ファイルをご参照ください。 

 

【総合事業・包括的支援事業（社会保障充実分）の実施状況について】 
9 月 30 日に開催された第 65 回社会保障審議会介護保険部会にて、厚生労働省から介護

予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）の実施状況について報告されました。 

 それによると 2016 年 7 月 1 日時点の調査結果による総合事業の移行状況は、2015 年度

移行 288保険者、2016年度 4月時点以降は 228 保険者で、2016年中移行は 338保険者とな

ておりますが、その他、移行期限の 2017年 4月移行は 953保険者となり６割におよびます。 

mailto:ikuko.miyazawa@jccu.coop
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/xpFmBBS.xsp?action=openDocument&documentId=E912BCF6FFE574FA492580450017EED1&Redir=1
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/xpFmBBS.xsp?action=openDocument&documentId=E912BCF6FFE574FA492580450017EED1&Redir=1
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 2015 年 4 月に総合事業に移行した 78 自治体の実施状況についての調査では、総合事業

の開始から 1 年間で、それまでの介護予防訪問介護・通所介護の「みなしサービス」以外

の「多様なサービス」を実施している事業所は、訪問サービスで 711 件、通所サービスで

858 件となっています。 

 多様なサービスの内訳は、訪問サービスＡ型（緩和型）71.7％、Ｂ型（住民主体型）11.4％、

Ｃ型（短期手中予防型）15.2％、Ｄ型（移動支援型）1.7％、通所サービスがＡ型 64.9％、

Ｂ型 17.8％、Ｃ型 17.2％となっており、Ａ型が他の類型に比べて多くなっています。 

 実施主体としては、訪問サービスの 74.5％、通所サービスの 87.4％が介護サービス事業

者で、担い手は訪問サービスの 57.1％、通所サービスの 56.5％が介護専門職です。 

生活支援サービスについては、介護サービス事業所は 15.9％で、民間企業が 22.0％、社

会福祉法人 14.4％など比較的多様な主体が参入しています。 

 報告では、総合事業開始の影響を見るため、要支援者数の推移や サービス利用延べ日

数などについても調査されています。それによると、65歳以上人口 1万人当たりの要支援

者の数は、2015 年 3 月時点では 467 人、2016 年 4 月時点では 504 人で、前年比 107.9%で

した。要支援 1・2の対前年同月比は、2012年 3 月末時点が 105.1%、2013 年 3月末時点が

109.4%、2014年 3月末時点が 106.1%であることから、総合事業以降後も推移に大差はない

状況です。 

 1 月あたりのサービス利用延べ日数についても、2015 年 3 月の 7.3 日に対し、2016 年 4

月は 7.2日で、総合事業利用前後において大きな変化はないとしています。 

 また、総合事業利用者の状態の変化では、2015 年 3 月時点と 2016 年 4 月時点とを比較

すると、要支援 2の 75.4％、要支援 1の 79.3％の方が変わらなかったことから、総合事業

への移行を要因とする状態の悪化は見られないとしています。 

 

調査結果資料については、以下の厚生労働省の第 65回社会保障審議会介護保険部会資料よ

りご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit

su_Shakaihoshoutantou/0000138305.pdf 

 

また、添付の「総合事業・包括的支援事業（社会保障充実分）の実施状況について」も参

照ください。 

 

【① 高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」の一部改正に

ついて②高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票の様式について

（介護保険最新情報 vol.566）】 
厚生労働省老健局介護保険計画課より①「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等

について」の一部改正について②高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票の様式につ

いて の通知が各都道府県介護保険担当主管部（局）宛に事務連絡を発したことの連絡が

ありましたので、ご承知おきください。 

添付ファイルをご参照ください。 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000138305.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000138305.pdf
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【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～ 

10月 12日 ◆長寿リスク社会 

介護保険新方式 全国調査から／上 軽度者、支え失う不安◆ 

毎日新聞 

 厚生労働省は１２日、軽度（要介護１、２）の介護保険利用者に対する料理や掃除など「生活

援助」について、事業者への報酬を減らす案を審議会に提示する見通しだ。より軽度の要支援

１、２向けには既に、低報酬で無資格者も担う新サービス（総合事業）が導入されている。し

かし毎日新聞の全国調査では事業所が低報酬サービスへの参入を見送り、無資格者の介護も低

調な実態が明らかになっており、軽度者の受け皿がなくなる恐れがある。（要約） 

10月 13日 ◆長寿リスク社会 

介護保険新方式 全国調査から／下 無資格者活用、実態合わず◆ 

毎日新聞 

 小田原市の低報酬サービスに参入する事業所数は、訪問介護で３、デイサービスで２。従来の

報酬でサービス提供していた事業所の７・７％、２・７％にとどまる。利用者はわずかで、市

によると訪問介護で１人、デイサービスはゼロだ。要支援１、２の人は２０００人以上はおり

「介護のニーズはいくらでもある」（訪問介護事業所）なか、貧弱な数字だ。（要約） 

10月 18日 ◆生活援助などの地域支援事業への移行、見送りへ―介護保険部会

◆ 

ケアマネジメントオン

ライン 

 厚生労働省は、10月 12日の介護保険部会で、軽度者への訪問介護と通所介護の給付の抑制を見

送る方針を固めた。「軽度者」とは、はっきりした定義は示されていないものの、要介護 1・2

が想定されている。 財務省などの提言を受け、軽度者への訪問介護における生活援助や通所介

護などのサービスを「地域支援事業」に移行する案が出ていたが、委員などからは慎重意見が

相次いでいた。厚労省としても、2015年度から開始された、要支援における訪問介護・通所介

護の地域支援事業への移行の把握とその効果検証を踏まえたうえで、検討を行いたい考え。要

支援における訪問介護と通所介護の地域支援事業への移行は、まだ過渡期にあり、すべての市

町村で実施されるのは 2017年度からだ。ただ、厚労省としても介護人材不足と膨らみ続ける介

護給付費をそのままにしておくつもりはないようだ。 次の介護報酬改定に向けて、要介護度に

かかわらず訪問介護における生活援助を中心に、サービス提供を行う場合の人員基準の見直し

や、要介護度に応じた負担に差を設けることなどについて、検討していく考えを示している。 

（要約） 

以上 


