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　本報告書は、地域の日常生活に密着した生活

衛生関係営業（以下「生衛業」という）の営業

者で組織する生活衛生同業組合（以下「生衛組

合」という）及び組合員が行っている高齢者保

健福祉サービス（以下「高齢者サービス」とい

う）の取り組み状況を把握するとともに、その

普及・啓発を図るため並びに生衛業における高

齢者サービスの取り組みを国民に広く知って

いただくため、厚生労働省から平成19年度老人

保健事業推進費等補助金（老人保健増進等事業

分）を受けて実施した全国調査を「生活衛生関

係営業における高齢者サービス事例集」として

取りまとめたものであります。

　当全国調査は、16業種の全国生活衛生同業組

合連合会（以下「全国連合会」という）（理容

業、美容業、興行場、クリーニング業、公衆

浴場業、ホテル・旅館業、麺類業（そば・うど

ん店）、氷雪販売業、食肉販売業、一般飲食業、

すし業、食鳥肉販売業、喫茶飲食業、中華料理

業、社交飲食業、料理業）、傘下の都道府県生

衛組合及び支部、組合員（営業者）を対象とし

て行い、11業種の組合等の取り組み事例が収集

できました。

　調査方法は二段階にわたって行い、まず全国

連合会を通じ、事前アンケート調査を実施した

ところ346の取り組み事例が収集できました。

　次ぎに、アンケート調査により収集できた事

例の中から２割にあたる69事例を抽出し、専門

調査員の聴き取りによる具体的把握調査を行

いました。

　なお、この中には障害を持つ方々に対する

サービスの取り組み事例も含まれています。

　生衛業対策の基幹法である「生活衛生関係営

業の運営の適正化及び振興に関する法律」（昭

和32年法律第164号）（以下「生衛法」という）

では、平成12年の改正において生衛組合事業と

して『組合員の営業に係る老人の福祉その他の

地域社会の福祉の増進に関する事業について

の組合員に対する指導その他当該事業の実施

に資する事業』（第８条第１項）が加わり、生

衛組合としても社会の福祉ニーズに対応して

いくことが求められることとなりました。

　したがいまして、生衛組合では、法改正以前

より取り組んでいる高齢者サービスのさらな

る発展的展開及び新たな取り組みの推進に向

け積極的に鋭意工夫していく必要があります。

　このたびの調査は、そういう意味から貴重な

全国的データであり、参考となる事例調査だと

存じます。

　各生衛組合及び連合会、さらに個々の組合員

におかれては、本報告書に記載された事例を

参考にされ、今後、高齢者サービスを事業（営

業）メニューの一つに加えられますことを切望

するものであります。

　また、高齢者サービスを所管されます地方自

治体はじめ行政関係者及びサービスを利用さ

れます国民の皆様方が、生衛業における高齢者

サービスの取り組み状況を知っていただき、今

後ご支援ご理解を賜れば幸甚に存じます。
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