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（４）地域密着型サービスの見込量およびその確保策 

今後の地域密着型（介護予防）サービスの見込量は、次のようになっています。 

夜間対応型訪問介護 

【現状】 

○ 豊島区では平成 19 年２月１日に１事業所が開設されました。平成 19 年度の利用実績は 165

人、対計画比は 7.4%でした。 

【利用状況】 

夜間対応型訪問介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/年 1,178 2,242

実績 人/年 0 165

計画比 ％ - 7.4%

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 165

前年度比 ％ -

【今後の見込量】 

夜間対応型訪問介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人/年） 豊島区 468 649 835

  東部地区 116 161 208

  中央地区 207 287 369

  西部地区 145 201 258
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小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

【現状】 

○ 豊島区では平成 19 年９月１日に１事業所が開設されました。平成 19 年度の小規模多機能型

居宅介護の利用実績は 31 人、対計画比は 39.2%でした。 

【利用状況】 

小規模多機能型居宅介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/年 41 79

実績 人/年 0 31

計画比 ％ - 39.2%

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 31

前年度比 ％ -
 

介護予防小規模多機能型居宅介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/年 1 4

実績 人/年 0 0

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 0

前年度比 ％ -

【今後の見込量】 

小規模多機能型居宅介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人/月） 豊島区 33 34 35

  東部地区 8 9 9

  中央地区 15 15 15

  西部地区 10 10 11
 

介護予防小規模多機能型居宅介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人/月） 豊島区 0 0 0

  東部地区 0 0 0

  中央地区 0 0 0

  西部地区 0 0 0
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認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の認知症対応型通所介護の利用実績は対前年度比で 103.5％、対計画比は

94.9％となっており、利用人数、利用回数とも増加しています。 

【利用状況】 

認知症対応型通所介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 22,459 22,199

実績 回/年 20,352 21,061

計画比 ％ 90.6% 94.9%

前年度比 ％ 103.5%

延利用者数 人/年 2,220 2,304

前年度比 ％ 103.8%
    

介護予防認知症対応型通所介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 902 1,572

実績 回/年 132 103

計画比 ％ 14.6% 6.6%

前年度比 ％ 78.0%

延利用者数 人/年 24 12

前年度比 ％ 50.0%

【今後の見込量】 

認知症対応型通所介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

サービス見込量 （回/年） 豊島区 21,904 23,381 24,605

  東部地区 5,447 5,814 6,118

  中央地区 9,691 10,345 10,887

  西部地区 6,766 7,222 7,600

利用者数見込み （人/年） 豊島区 2,560 2,668 2,743

  東部地区 636 663 682

  中央地区 1,133 1,181 1,214

  西部地区 791 824 847
     

介護予防認知症対応型通所介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

サービス見込量 （回/年） 豊島区 111 110 110

  東部地区 30 30 30

  中央地区 47 47 47

  西部地区 34 33 33

利用者数見込み （人/年） 豊島区 15 15 15

  東部地区 4 4 4

  中央地区 6 6 6

  西部地区 5 5 5
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認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、介護予防認知症対応型共同生活介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の認知症対応型共同生活介護の利用実績は、区外のグループホーム利用人数減少

のため、対前年度比で 90.3％、対計画比は 80.1％となっています。これは地域密着型サー

ビスの制度上、区外のグループホームを原則として利用できないためであり、区内における需

要は今後も増えるものと見込み、整備を図ります。 

【利用状況】 

認知症対応型共同生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 108 107

実績 人/月 95 86

計画比 ％ 88.0% 80.1%

前年度比 ％ 90.3%

延利用者数 人/年 1,140 1,029

前年度比 ％ 90.3%
    

介護予防認知症対応型共同生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 10 20

実績 人/月 1 1

計画比 ％ 10.0% 5.4%

前年度比 ％ 108.3%

延利用者数 人/年 12 13

前年度比 ％ 108.3%

【今後の見込量】 

認知症対応型共同生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 1,212 1,236 1,260

  東部地区 301 307 313

  中央地区 536 547 558

  西部地区 375 382 389
     

介護予防認知症対応型共同生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 12 12 12

  東部地区 3 3 3

  中央地区 5 5 5

  西部地区 4 4 4
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地域密着型特定施設入居者生活介護 

【現状】 

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所は豊島区内に所在しません。 

【利用状況】 

【今後の見込量】 

地域密着型特定施設入居者生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 0 0 0

  東部地区 0 0 0

  中央地区 0 0 0

  西部地区 0 0 0

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【現状】 

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所は豊島区内に所在しません。 

【利用状況】 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 0 0

実績 人/月 0 0

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 0

前年度比 ％ -

【今後の見込量】 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 0 0 348

  東部地区 0 0 87

  中央地区 0 0 154

  西部地区 0 0 107

 

地域密着型特定施設入居者生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 0 0

実績 人/月 0 0

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 0

前年度比 ％ -
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施設・居住系サービスの必要利用定員総数 

地域密着型サービスのうち、施設・居住系サービスの見込量の確保に向けて、区および日常生活

圏域ごとの必要利用定員総数を次のように設定しました。 

●区全域および日常生活圏域ごとの必要利用定員総数 

サービス名 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

豊島区 88 106 115認知症対応型共同生活介護 

（人/月） 
東部地区 27 27 27

必要利用定員総数※ 中央地区 40 49 58

  西部地区 21 30 30

豊島区 0 0 0地域密着型特定施設 

入居者生活介護 

（人/月） 東部地区 0 0 0

必要利用定員総数 中央地区 0 0 0

  西部地区 0 0 0

豊島区 0 0 29地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

（人/月） 東部地区 0 0 7

必要利用定員総数 中央地区 0 0 13

  西部地区 0 0 9

※この数値には平成20年11月現在未整備の施設の定員も含みます。 
 

 

地域密着型サービスの適正な運営の確保に向けて 

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、サービスの運営に関する委員会の開催を今後

とも継続します。委員会では、サービスの指定や指定基準および介護報酬を協議するとともに、サ

ービスの質の確保や運営評価等もあわせて協議します。 

運営委員会の構成員は、被保険者、介護サービス利用者、介護サービス等の事業者、保健・医療・

福祉関係者、学識経験者などです。 
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（５）地域密着型サービスの基盤整備予定数 

 

サービス名 既存施設数 21 年度 22 年度 23 年度 
21～23年度

合計 

夜間対応型訪問介護 豊島区 1 か所   0 か所

  東部地区   

  中央地区   

  西部地区   

小規模多機能型居宅介護 豊島区 1 か所 20 人 2か所 50人 2か所 50人 
4 か所

100 人

  東部地区 1か所25人  1か所 25人

  中央地区 1 か所 20 人  1か所 25人 1か所 25人

  西部地区 1か所25人 1か所 25人 2か所 50人

認知症対応型通所介護 豊島区 9か所 120人   0 か所

  東部地区 2 か所 24 人   0 か所

  中央地区 4 か所 48 人   0 か所

  西部地区 3 か所 48 人   0 か所

認知症対応型共同生活介護 豊島区 8 ﾕﾆｯﾄ 64 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人 2 ﾕﾆｯﾄ 18人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人 4 ﾕﾆｯﾄ 36人

  東部地区 3 ﾕﾆｯﾄ 27 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人  1 ﾕﾆｯﾄ 9 人

  中央地区 2 ﾕﾆｯﾄ 16 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人  1 ﾕﾆｯﾄ 9 人 2 ﾕﾆｯﾄ 18人

  西部地区 3 ﾕﾆｯﾄ 21 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人  1 ﾕﾆｯﾄ 9 人

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 
豊島区 0 か所   0 か所

  東部地区   

  中央地区   

  西部地区   

豊島区 0 か所  1 か所 1 か所地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
東部地区   

  中央地区   

  西部地区  1 か所 1 か所

※小規模多機能型居宅介護の人数は登録者数 

 介護予防地域密着型サービスを含む 

 地域密着型サービスの年間利用者見込み量および既存の施設数を基に算出 

 既存施設数については、平成 20 年 11 月末現在（第 3 期中に整備予定の施設は除く。） 
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（１）地域支援事業の概要 

①目 的 

要介護状態に陥るおそれの高い方（虚弱高齢者）等の生活機能の低下を防ぎ、介護等が必要に

なる状態を予防するとともに、要介護状態等になっても可能な限り地域において自立した日常生

活を営むことができるように、地域における包括的・継続的なケアマネジメントを推進すること

を目的とした事業です。 

 

②事業内容 

必 須 事 業 任 意 事 業 

介護予防事業 包括的支援事業 その他の任意事業 

 

■介護予防のスクリーニング 

の実施 

 （介護予防生活機能チェック

事業） 

 

■要支援・要介護になるおそれ

の高い者に介護予防サービ

スを提供 

 （特定高齢者施策） 

 

■全高齢者を対象とする介護 

 予防事業 

 （一般高齢者施策） 

 

 

 

■介護予防マネジメント事業 

 

 

■地域の総合相談・支援 

 

 

■高齢者への虐待防止の 

 早期発見等権利擁護 

 

■包括的・継続的マネジメント

  

 

■介護給付適正化事業 

 

 

■家族介護支援事業 ほか 

 

≪財源≫ 

第 1 号保険料   20％ 

第 2 号保険料   30％ 

国        25％ 

都       12.50％ 

区       12.50％ 

 

 

≪財源≫ 

第 1 号保険料      20％ 

国                 40％ 

都                 20％ 

区                 20％ 

 

 

地域支援事業等の整備 ４ 
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（２）地域支援事業の見込量とその確保策 

今後の、地域支援事業における各事業の見込量は次のようになっています。 

介護予防事業については、長寿健康診査や特定健康診査等を通して特定高齢者を選定し、個別介護

予防リスクに対応できる各種介護予防プログラムを整備しています。第４期計画では、介護予防事業

終了者の自主グループ化や介護予防ボランティア育成など地域に根ざした介護予防の展開をめざし

ます。 

①介護予防事業 

介護予防普及啓発事業 

【事業の内容】 

○ 「としま・おたっしゃ相談」「としま・おたっしゃ応援団」の実施。 

○ 介護予防講演会・イベントの実施。 

○ 介護予防パンフレットの作成。 

○ ホームページの充実。 

○ 区報への特集・シリーズ記事の掲載。 

○ メールマガジンの配信。 

○ 介護予防講座の開催。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防普及啓発事業 

（介護予防講座等） 
回/年 12 15 18

 

介護予防生活機能チェック事業 

【事業の内容】 

○ 要介護リスク（老化のサイン）を早期に発見し対処するため、長寿健診や特定健診等において

「介護予防のための生活機能評価」を用い、スクリーニング（対象者選定）を実施します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防生活機能チェック事業 件/年 30,000 30,500 31,000
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運動機能の向上プログラム 

【事業の内容】 

▼高齢者マシントレーニング事業 

○ 高齢者用トレーニングマシンを使用し、要介護ハイリスクの高齢者へ個別プログラムに基づく

運動を行うことで身体機能を高め、要介護状態に陥ることを防ぎます。 

▼高齢者筋力アップ教室 

○ 転倒ハイリスクの高齢者へ、転倒予防に効果的な下肢筋力のアップに効果的な運動を行うこと

で、バランス能力や歩行能力を改善し転倒しない身体づくりをめざします。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

運動機能の向上プログラム 

（延べ人数） 
人/年 5,300 5,750 6,200

 

認知症予防プログラム 

【事業の内容】 

▼脳イキイキ教室 

○ 簡単な読み書きや計算を行うことで、脳を活性化し、認知症の予防をめざします。 

▼地域型認知症予防事業（認知症予防教室） 

○ 旅行や料理などのグループ活動と運動を通じて、脳を活性化し、認知症の予防をめざします。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

認知症予防プログラム 

（延べ人数） 
人/年 960 1,040 1,120

 

低栄養改善プログラム 

【事業の内容】 

○ 低栄養ハイリスクの特定高齢者を中心に、栄養相談・指導および調理指導を行い、低栄養状態

の改善を図るとともに自立生活を支援します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

低栄養改善プログラム 

（訪問型） 
人/年 40 45 50
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口腔ケアプログラム 

【事業の内容】 

○ 口腔機能が低下している特定高齢者に対し、歯科衛生士が咀しゃく、嚥下、口腔衛生について

実技指導を行い、おいしく食事ができる口腔環境を支援します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

口腔ケアプログラム 

（訪問型） 
人/年 90 105 120

 

高齢者元気あとおし事業 

【事業の内容】 

○ 高齢者のボランティア活動の実績をポイントとして評価し、現金に還元することで高齢者の社

会参加・地域貢献を奨励・支援し、本人の介護予防に寄与するとともに、元気高齢者を増やし、

地域社会の活性化を図ります。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

高齢者元気あとおし事業 人/年 200 250 300

 

地域介護予防活動支援事業 

【事業の内容】 

○ 介護予防ボランティア（地域支え合いサポーター）や介護予防地域活動組織（介護予防事業終

了者自主グループ活動）を育成し、活動を支援します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

地域介護予防活動支援事業 

（地域支え合いサポーター数） 
人/年 35 40 45
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閉じこもり・うつ予防プログラム 

【事業の内容】 

○ 在宅で生活する高齢者に対して保健師や看護師などが訪問し、筋力向上やうつ予防、認知症予

防などの指導や保健医療福祉関係者との連絡調整を行います。 

○ 予防の必要な高齢者のうち通所型介護予防事業に参加できない高齢者に対して、３か月程度の

訪問によるプログラム提供を行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

閉じこもり・うつ予防プログ

ラム 
回/年 200 200 200

 

 

②包括的支援事業 

地域包括支援センターが包括的に取り組む業務として、以下の事業があげられます。 

 

介護予防マネジメント事業 

▼介護予防マネジメント事業 

【事業の内容】 

○ 要介護状態になることをできるかぎり予防するために、必要な人にアセスメントに基づいた心

身の自立性向上の見込めるプランを作成し、サービス利用効果をモニタリングして評価するト

ータルなマネジメントを行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防マネジメント事業

（特定高齢者連絡件数） 
人/年 1,600 1,600 1,600

 

○ 介護予防事業の供給量と介護予防生活機能チェック事業等の対象者数から見込量を算定していま

す。 

【実施方法等】 

○ 対象者の把握（特定高齢者把握事業・要介護認定非該当者・関係機関からの連絡・実態把握）。 

○ 介護予防アセスメントの実施（訪問）。 

○ 介護予防プランの作成（必要に応じサービス担当者会議を開催）。 

○ 介護予防プランのモニタリングおよび評価。 
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総合相談支援事業 

▼総合相談事業 

【事業の内容】 

○ 地域包括支援センターでは、地域の高齢者やその家族からの各種相談に対して専門職種が幅広

く総合的に応じ、多面的支援を行います。 

【今後の見通し】 

○ 高齢者人口の増加と在宅生活の多様なニーズに呼応して、相談件数の増加が予想されます。 

【相談内容】 

○ 介護保険認定申請等相談・受付。 

○ 介護保険外の生活支援サービス相談・受付・調整。  

○ 介護予防に関する相談・受付・調整。  

○ 高齢者福祉に関する地域社会資源の情報提供。 

○ 在宅生活に関する相談等。 

▼高齢者実態把握事業 

【事業の内容】 

○ 地域の高齢者の家庭を積極的に訪問して生活実態やニーズ等を把握し、必要なサービスにつな

げ、在宅生活を支援します。 

○ 特定高齢者把握事業から把握。 

○ 要介護等認定者でサービス未利用者から把握。 

○ 高齢者実態調査から把握。 

○ 地域関係者や近隣の情報から把握。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

高齢者実態把握事業 件/年 10,500 11,000 11,500

※介護予防マネジメントを充実していく上で在宅生活の把握は必須であり、高齢者人口の増加に伴い

実態把握件数は増加していくと思われます。 
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権利擁護事業 

▼高齢者権利擁護相談事業 

【事業の内容】 

○ 高齢者に対する虐待や権利擁護に関する相談や対応を行います。 

【今後の見通し】 

○ 高齢者虐待防止法が制定され、虐待をはじめとする権利擁護に関する相談や対応は増えていく

と思われます。 

【実施内容等】 

○ 高齢者やその家族からの権利擁護の相談受付。 

○ 早期発見・見守りのための地域ネットワーク（地区懇談会）づくり。 

○ 成年後見制度の利用方法の説明、申し立て手続き支援。 

○ 成年後見制度の利用困難者について、区長申し立てに向けた支援。 

▼地域ネットワーク（地区懇談会）事業 

【事業の内容】 

○ 高齢者の権利擁護や虐待に関する早期発見・見守りの地域ネットワークづくりを行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

地域ネットワーク事業 

（地区懇談会） 
回/年 32 32 32

※地域包括支援センター８か所の合計回数。 

【実施方法等】 

○ 地区懇談会の開催回数で見込みを算定しています。 

○ 地域の民生委員や相談員等の関係者が集まり、地区懇談会を開催し、虐待を防ぐ予防的ネット

ワークを構築・運用していきます。 
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包括的・継続的支援事業 

▼ケアマネジャー支援相談事業 

【事業の内容】 

○ 日常的個別相談・支援困難ケースに関してケアマネジャーへの助言を行います。 

○ ケアマネジャーの地域ネットワークづくりの支援を行います。 

【今後の見通し】 

○ 地域のケアマネジャーの対人援助技術の向上のために、継続的な支援が必要であると思われます。 

【相談内容】 

○ 業務プロセス相談。 

○ サービス担当者会議開催への助言。 

○ 困難ケースの対応についての指導、助言。 

○ 地域関係者との連携の取り方。 

○ 地域社会資源の情報提供。 

▼ケア会議の開催 

【事業の内容】 

○ 地域の関係者が集まり、支援困難ケースの対応方法について検討します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

ケア会議の開催 回/年 100 100 100

※地域包括支援センター８か所の合計回数。 
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③任意事業 

介護給付適正化事業 

▼給付適正化対策事業 

【事業の内容】 

○ サービス利用者数が増加するなど制度が定着しつつある一方で、提供されるサービスについて

その必要性や効果に疑問を持たざるを得ないもの、また、事業者による不正請求や制度の趣旨

から見て不適正ないし不正な事例が散見されます。このような状況の中で、サービスの質の向

上や費用の適正化および介護サービス利用者の保護を図るため、介護サービス調査員等がサー

ビス事業者に対して調査および指導を実施します。 

○ 介護給付適正化システム・東京都モニタリングシステム・国保連合会介護給付適正化システム

を活用して不適正事業者を抽出した後、その事業者のサービス利用者宅を介護サービス調査員

が訪問し調査します。訪問調査あるいは相談苦情等により不適正サービス提供等が確認できた

事業者に対しては指導を行います。 

○ 今後においても、「東京都介護給付適正化プログラム」を踏まえ、要介護認定の適正化・ケア

マネジメント等の適切化・事業所のサービス提供体制および介護報酬請求の適正化・被保険者

への説明の充実に係る 12 事業に取り組みます。 

 ※12 事業…①認定調査員研修、②要介護認定調査を委託した場合の調査結果の点検、③公正・適正な要介

護認定、④福祉用具購入・住宅改修に係る利用者宅訪問調査、⑤事業者に対する指導・監査、⑥事業者への

支援、⑦介護給付費通知、⑧給付適正化アンケート、⑨苦情・通報情報の適切な把握・分析及び迅速な対応、

⑩縦覧点検、⑪新たな給付適正化システムの導入、⑫被保険者向けパンフレットの作成・配布 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

事業者に対する指導・監査 件/年 70 80 90

▼介護相談員事業 

【事業の内容】 

○ 介護相談員が居宅や施設等介護サービスの提供の場を訪問して、利用者とその家族から潜在化

している相談・苦情を聞き取り、必要に応じてサービス事業者に問題解決を働きかけるなど、

サービスの改善、質の向上および円滑な提供を図ります。 

○ 利用者とその家族等の相談の機会を充実するため、介護相談員の育成を着実に図り、各地域に

バランスの取れた配置をめざします。また、介護相談員受け入れ施設の拡大を図ります。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護相談員事業 件/年 730 730 730
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▼介護保険事業者連絡会事業 

【事業の内容】 

○ 事業者に対し、積極的な情報提供に努め、区と事業者との情報の共有化、連携の強化を図ります。 

○ 利用者本位のサービス環境づくりに向け、事業者相互間の情報交換や連携を促進する上での、

区の役割を検討します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護保険事業者連絡会事業 回/年 6 6 6

 

家族介護支援事業 

▼徘徊高齢者位置情報サービス利用料助成事業 

【事業の内容】 

○ 徘徊行動が見られる認知症高齢者の安全を確保するとともに、介護者の負担軽減を図るため、

ＰＨＳネットワークを利用した探知システムを導入し、必要な利用料の一部を助成します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

徘徊高齢者位置情報サービス利

用料助成事業（延助成件数） 
件/年 120 120 120

▼家族介護慰労事業 

【事業の内容】 

○ 豊島区が行う介護保険の被保険者であって、重度で低所得世帯の在宅介護要介護者を現に介護

している家族に対して、家族介護慰労金を支給することにより、その家族の慰労に寄与すると

ともに、要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的としています。（支給にあたって

は、要介護度・所得状況〈住民税非課税世帯〉、介護サービス利用状況等の要件があります。） 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

家族介護慰労事業 件/年 3 3 3
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▼紙おむつ支給事業 

【事業の内容】 

○ 在宅の要介護認定者（要介護４以上）で、失禁状態のため紙おむつを必要とする方に対して、

一定の範囲で支給することにより、介護者の負担を軽減します。（支給にあたっては、所得状

況等の要件があります。） 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

紙おむつ支給事業 

（登録見込人数） 
人/年 320 360 400

 

その他の事業 

▼成年後見制度利用支援事業 

【事業の内容】 

○ 地域包括支援センター等の相談を通じ、制度の利用が必要であるが申立ての困難な方に対し、

区長申立てにより支援します。 

○ 制度の普及啓発のための講演会等を実施します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

成年後見制度利用支援事業 件/年 10 11 12

※区長申立て件数 

▼介護予防マネジメント強化事業 

【事業の内容】 

○ アセスメントから評価までの一連の介護予防マネジメントを確実に行うことができるよう、地

域包括支援センター職員の育成を行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防マネジメント強化事業 回/年 3 3 3
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▼ケアプラン指導チーム事業 

【事業の内容】 

○ 地域包括支援センターの主任ケアマネジャーを中心に医療、福祉などの専門家がチームを組み、

ケアプランについて評価、指導・助言をすることにより、ケアプランの質の向上を図るととも

に、ケアマネジャーのスキルアップをめざします。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

ケアプラン指導チーム事業 回/年 6 6 6

▼介護支援専門員事業者等支援事業 

【事業の内容】 

○ 居宅介護支援事業者・訪問介護事業者や住宅改修事業者などに対して、資質・能力向上のため

の研修を行い人材育成を図ります。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護支援専門員事業者等支援

事業（研修の実施） 
回/年 7 7 7

     

介護支援専門員支援事業 

（住宅改修理由書作成支援） 
件/年 168 177 186

▼認知症・虐待対応専門事業 

【事業の内容】 

○ 相談を通じ、虐待が疑われる人権問題や困難な問題を複合的に抱える場合には、精神科医師・

弁護士を交え「専門ケア会議」、臨床心理士等による｢要介護高齢者援助スタッフ専門相談｣を

実施し、問題解決を図ります。また、認知症等があっても医療機関につながらない場合には、

精神科医による「高齢者こころの相談」で対応します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

専門ケア会議 回/年 12 12 12
     

高齢者こころの相談 回/年 12 12 12
     

要介護高齢者援助スタッフ

専門相談 
回/年 11 11 11
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（１）介護予防事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

介護予防普及啓発事業（介護予防講座等） 回/年 12 15 18

介護予防生活機能チェック事業 件/年 30,000 30,500 31,000

運動機能の向上プログラム（延べ人数） 人/年 5,300 5,750 6,200

認知症予防プログラム（延べ人数） 人/年 960 1,040 1,120

低栄養改善プログラム（訪問型） 人/年 40 45 50

口腔ケアプログラム（訪問型） 人/年 90 105 120

高齢者元気あとおし事業 人/年 200 250 300

地域介護予防活動支援事業（地域支え合いサポーター数） 人/年 35 40 45

閉じこもり・うつ予防プログラム 回/年 200 200 200

 

（２）包括的支援事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

介護予防マネジメント事業（特定高齢者連絡件数） 人/年 1,600 1,600 1,600

高齢者実態把握事業 件/年 10,500 11,000 11,500

地域ネットワーク事業（地区懇談会） 回/年 32 32 32

ケア会議の開催 回/年 100 100 100

 

（３）任意事業の見込量 

① 介護給付適正化事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

事業者に対する指導・監査 件/年 70 80 90

介護相談員事業 件/年 730 730 730

介護保険事業者連絡会事業 回/年 6 6 6

 

② 家族介護支援事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

徘徊高齢者位置情報サービス利用料助成事業（延助成件数） 件/年 120 120 120

家族介護慰労事業 件/年 3 3 3

紙おむつ支給事業（登録見込人数） 人/年 320 360 400

 

③ その他の事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

成年後見制度利用支援事業 件/年 10 11 12

介護予防マネジメント強化事業 回/年 3 3 3

ケアプラン指導チーム事業 回/年 6 6 6

介護支援専門員事業者等支援事業（研修の実施） 回/年 7 7 7

介護支援専門員支援事業（住宅改修理由書作成支援） 件/年 168 177 186

専門ケア会議 回/年 12 12 12

高齢者こころの相談 回/年 12 12 12

要介護高齢者援助スタッフ専門相談 回/年 11 11 11
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（３）地域支援事業に要する費用の額 

事業名 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

介護予防特定高齢者施策  107,257千円 111,158 千円 115,679 千円

  特定高齢者把握事業 88,162 千円 91,368 千円 95,085 千円

  通所型介護予防事業 13,745 千円 14,244 千円 14,824 千円

  訪問型介護予防事業 5,275 千円 5,466 千円 5,689 千円

  介護予防特定高齢者施策評価事業 75 千円 77 千円 80 千円

介護予防一般高齢者施策 24,410 千円 25,297 千円 26,326 千円

  介護予防普及啓発事業 21,503 千円 22,285 千円 23,191 千円

  地域介護予防活動支援事業 2,907 千円 3,012 千円 3,135 千円

介護予防 

事業 

  介護予防一般高齢者施策評価事業 
※介護予防特定高齢

者施策評価事業に

含まれる 

※介護予防特定高齢

者施策評価事業に

含まれる 

※介護予防特定高齢

者施策評価事業に

含まれる 

介護予防事業の費用額 131,667 千円 136,456 千円 142,006 千円

介護予防ケアマネジメント事業 

総合相談支援・権利擁護事業 
包括的 

支援事業 

包括的・継続的マネジント事業 

地域包括 

支援センター 

 

8 ヶ所

地域包括 

支援センター 

 

8 ヶ所 

地域包括 

支援センター 

 

8 ヶ所

包括的支援事業の費用額  231,890千円  240,325千円  250,099千円

介護給付適正化事業 8,937 千円 9,262 千円 9,638 千円

家族介護支援事業 16,588 千円 17,191 千円 17,890 千円任意事業 

その他の事業 5,918 千円 6,133 千円 6,382 千円

任意事業の費用額 31,443 千円 32,586 千円 33,912 千円

地域支援事業の費用額合計 395,000 千円 409,368 千円 426,017 千円

※千円未満を切り捨てて表示してあるため、合計が一致しないことがあります。 

 

●年度ごとの地域支援事業費の上限率 

各年度の地域支援事業費は、各年度の保険給付費見込額に、次表に掲げる率を乗じて得た額の

範囲内となります。  

○地域支援事業費の保険給付費見込額に対する上限率 

21 年度 22 年度 23 年度 

地域支援事業            Ａ

介護予防事業            Ｂ

包括的支援事業＋任意事業 Ｃ

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

  

○保険給付費見込額 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 3 年間合計 

保険給付費見込額 13,167百万円 13,646 百万円 14,201 百万円 41,013 百万円

       ※金額は、十万の位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。  
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（４）地域包括支援センターの機能充実 

①設置数と担当区域 

    設置数：８か所 

 地区 担当地域 

１ 東部地区１ 駒込１～７丁目、巣鴨１・２丁目、南大塚１～３丁目 

２ 東部地区２ 巣鴨３～５丁目、西巣鴨１～４丁目、北大塚１・２丁目 

３ 中央地区１ 北大塚３丁目、上池袋１～４丁目、東池袋１～５丁目  

４ 中央地区２ 
南池袋１～４丁目、高田１～３丁目、 

雑司が谷１～３丁目、目白１・２丁目 

５ 中央地区３ 西池袋１～５丁目、池袋３丁目、目白３～５丁目 

６ 中央地区４ 池袋１・２・４丁目、池袋本町１～４丁目 

７ 西部地区１ 

千早１～４丁目、要町１～3丁目、 

長崎１丁目、高松１～３丁目、  

千川１・２丁目 

８ 西部地区２ 長崎２～６丁目、南長崎１～６丁目 

 

 ②地域包括支援センターの機能充実 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助

を行うことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援する中核機関です。地

域に定着し、介護予防マネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的なケアマネジメ

ントの機能がより充実していけるよう、各センター間の連携強化や情報交換、専門職の資質向上

を図っていきます。 

また、地域包括支援センターが中立性を確保し、公正な運営を継続できるよう、運営協議会を

継続させ、その事業活動をチェックし、必要に応じて是正・改善を求めます。 
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（１）適切なサービス利用を支援するための体制 

介護保険制度では、要介護・要支援の認定を受けた区民が自らサービスを選択し、事業者と契約を

結んだうえでサービスを利用する仕組みになっています。したがって、区民が適切なサービスを安心

して利用できるような利用者保護の仕組みと環境を整えることが必要です。 

利用者の立場を重視し、相談、申請受付体制の整備、未申請者・未利用者に対する取組み、利用者

を支援する情報提供体制の充実、サービス利用に関する苦情対応の充実、権利擁護に向けた取組みの

拡充など、適切なサービス利用を支援するための体制を強化します。 

 

①相談、申請受付体制の整備 

【現状】 

○ 高齢者の身近な相談窓口として区内に８か所設置された地域包括支援センターで、介護保険お

よび高齢者等の福祉に関する相談・申請の受付など、各種相談に応じています。 

○ 介護保険の認定申請については、介護保険課・地域包括支援センターの区内９か所で申請がで

きます。要介護等認定者に対しては、有効期間が満了する 60 日前に更新申請のお知らせを郵

送しています。また、申請書は区のホームページからダウンロードが可能です。 

○ 75 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、地域の見守り活動協力員（ボ

ランティア）が見守り、声をかける「見守りと支えあいネットワーク事業」を実施しています。 

○ 介護サービスを利用しているひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯には、要望に応じてボラ

ンティアを含む地域住民の力を活用した訪問型の介護相談員事業を実施しており、17 年度か

らは施設サービス利用者の訪問を開始しています。 

【今後の方向】 

○ 初期相談体制の各窓口については、今後も高齢者が相談しやすい環境を整えるなど充実を図り

ます。また、高齢者やその家族にとって地域の身近な相談先であるかかりつけ医が、情報提供

の窓口としての役割を担うとともに、相談内容によっては地域包括支援センター等の関係機関

につなげるような連携の仕組みづくりを進めます。 

○ 地域包括支援センターにおいて、地域支援の総合相談を実施していきます。行政機関、保健所、

医療機関、児童相談所など必要なサービスにつなぐことで、多面的（制度横断的）な支援を展

開していきます。 

○ 要介護認定申請については、地域包括支援センターで、一般施策サービスの利用相談も含めた

総合相談支援事業の一環として介護保険の認定に関する相談および申請を受け付けます。すで

に要支援・要介護認定を受けている方に対しては、今後も有効期間が満了する 60 日前に更新

のお知らせを郵送します。 

 

介護保険サービスの推進体制 ５ 
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②未申請者・未利用者に対する取組み 

【現状】 

○ ニーズが潜在化しやすい、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しているなかで、サ

ービス未利用者を必要なサービスにつなげるため、地域包括支援センターや民生・児童委員等

が状況の把握に努めています。 

【今後の方向】 

○ 申請手続きやサービス内容がわからないため、要介護認定申請をしないことがないように、認

定申請方法やサービス内容の周知を一層図るとともに、申請にあたっての利便性を高める方策

を検討します。 

○ 未申請者のうち、長寿健診や特定健診等によって発見される生活機能低下のおそれのある虚弱

な高齢者に対しては、介護予防事業により、要支援・要介護状態にならないように支援をして

いきます。 

○ 未利用者のうち、軽度の要介護状態の方には、生活機能の向上のために、予防給付の利用につ

なげていきます。 

 

③利用者を支援する情報提供体制の充実 

【現状】 

○ サービスの利用や契約についての知識・情報としては、普及啓発用のパンフレットの発行に加

え、サービス利用者ガイドブック「介護保険サービス利用の手引き」を作成しています。また、

区のホームページによる情報提供を行っています。 

○ サービス事業者に関する情報としては、新規の要介護等認定者への居宅介護支援事業者一覧の

送付、介護保険サービス事業者一覧の作成・配布など情報提供を行っています。 

○ 平成 14 年度より介護サービス評価事業として、在宅系サービス事業者を対象に、事業者自己

評価調査・利用者調査を実施しています。なお、平成 18 年度以降は「介護サービス情報の公

表」および「福祉サービス第三者評価」の対象とならない地域密着型事業者について、自己評

価調査を実施し、結果を公表しています。 

【今後の方向】 

○ 利用者がサービス事業者を選択するうえで判断基準となるような、有用な情報が容易に入手で

きる方策を実施します。また、事業者に対してもサービスの内容や利用方法に関する情報を積

極的に提供するような方策を支援します。 

○ 平成 21 年度より「介護サービス情報の公表」制度が、全介護サービス事業者を対象に実施さ

れることから、介護サービス評価事業については平成 20 年度をもって終了しました。なお、

事業者が第三者評価を受審する際に引き続き「福祉サービス第三者評価受審費用の助成」を実

施し、結果を公表します。 
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④サービス利用に関する苦情対応の充実 

【現状】 

○ 介護保険制度のもと、サービス利用に関する苦情に、区、東京都国民健康保険団体連合会、東

京都やサービス事業者等がそれぞれの役割に応じた対応をしています。 

○ 区では、総合相談窓口である地域包括支援センターや介護保険課相談担当が中心となって、保

健・医療・福祉関係機関等と密接な連携を取りながら苦情相談に対応しています。また、利用

者の潜在化しがちなニーズや苦情等への対応を図り、苦情を申し出やすい環境づくりを進める

ため、介護相談員が居宅や施設等介護サービスの提供の場を訪問しています。 

○ 区で受け付けた相談･苦情状況を、豊島区介護保険事業者連絡会を通して、サービス事業者等

に周知しています。 

○ 社会福祉協議会「福祉サービス権利擁護支援室」では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害

者等が安心して福祉サービスを利用できるように、福祉サービス利用に関する相談・苦情の対

応も実施しています。 

 【今後の方向】 

○ サービス事業者は、利用者等からの苦情をサービス改善のきっかけとして有効に活用し、サー

ビスの質の維持・向上に活かすことが求められています。そのためにも、区では相談窓口で受

け付けた苦情相談を、サービス事業者自らが苦情処理を迅速かつ適切に行えるよう随時提供し

ていきます。また、苦情に関してサービス事業者が対応困難な場合は、利用者の権利擁護の観

点から、東京都国民健康保険団体連合会等の関係機関と連携し、必要に応じてサービス事業者

の指導・助言を行っていきます。 

○ 介護相談員の受け入れ施設を拡大し、サービスの適正化や質の向上につなげていきます。さら

により多くの利用者とその家族に対する相談の機会の充実を図っていきます。 

 

⑤権利擁護に向けた取組みの拡充 

【現状】 

○ 区では、認知症高齢者、知的障害者や精神障害者等の保護や支援を成年後見人等が行う成年後

見制度の普及啓発を行っています。さらに親族等による申立てが期待できず、本人の保護を図

る必要がある場合に、区長による法定後見制度の申立てを行い、本人の権利擁護を図るように

しています。 

○ 社会福祉協議会「福祉サービス権利擁護支援室」では、成年後見制度の普及啓発や地域福祉権

利擁護事業を中心とした福祉サービス利用援助事業の推進を図るため、弁護士会、司法書士会

や社会福祉士会など成年後見制度に積極的に取り組んでいる民間団体とも連携をしています。 

○ 認知症・虐待専門対応事業を実施し、認知症への対応、高齢者虐待の防止・早期発見のための

啓発活動、弁護士や精神科医等による専門相談を行っています。 

【今後の方向】 

○ 地域支援事業の包括的支援事業のひとつとして、地域包括支援センターにおいて権利擁護事業

を実施していきます。被保険者に対する虐待の防止および早期発見等事業として、権利擁護の

相談対応、成年後見制度利用支援の事業を行っていきます。 

○ 社会福祉協議会「福祉サービス権利擁護支援室」では、成年後見制度利用支援をはじめ権利擁

護専門相談、日常的金銭管理、書類等預りなどの福祉サービス利用援助事業を実施していきま

す。また、地域包括支援センターと連携をして事業を進めていきます。 

○ 区では、従来どおり成年後見制度の普及啓発や区長申立てを行うとともに、地域包括支援セン

ター等各種相談支援機関の統括やバックアップとネットワーク構築を推進していきます。 



212 

（２）サービスの円滑な提供を図るための体制 

介護保険サービスの利用にあたっては、利用者の心身の状況やニーズ、その置かれた環境等に応じ

た適切なサービスが総合的、効率的に提供されるように、要介護者等のケアマネジメントへの適切な

支援と地域全体におけるサービスの総合的な調整を図る必要があります。さらに、サービスの選択の

幅を広げ、質を向上していくためには、提供されるサービスを評価していくことが必要です。 

そのために、ケアマネジメントに関わる総合調整機能の強化、事業者相互間の連携の支援、ＮＰＯ

（民間非営利組織）への支援、人材の確保・育成、サービス利用状況の把握と評価制度の活用など、

サービスの円滑な提供を図るための体制を強化します。 

 

①ケアマネジメントに関わる総合調整機能の強化 

【現状】 

○ 現在、区内８か所の地域包括支援センターがケアマネジメントに関わる調整・支援を行ってい

ます。 

【今後の方向】 

○ 今後も多様化していく要介護者等のニーズを的確に把握する方策について検討します。 

○ 区では、要介護認定の訪問調査は区職員が実施することを基本としてきましたが、今後も増加

の一途をたどると思われる要介護認定申請に対応するため、更新に係る認定調査について民間

居宅介護支援事業者等への委託を推進していきます。委託にあたっては、認定調査員研修の実

施により、公正で客観的な調査に必要な一定の水準の確保を図っていきます。 

○ また、認定調査における公平・公正性の確保は極めて重要なため、数回に１回は区職員による

調査を実施するとともに、新規および区分変更申請は区職員による調査を基本とします。平成

21 年度以降、新規申請の一部について、認定調査を指定事務受託法人に委託する予定です。 

○ 地域包括支援センターでは、要介護者等に最適なサービスが提供されるように、サービス事業

者を含めた、保健、医療、福祉関係者による「ケア会議」の開催をはじめとし、チームアプロ

ーチケアマネジメント体制を構築します。さらに、保健、医療、福祉の連携を担保できる仕組

みづくりを進めます。 

○ また、「地域包括支援センター運営協議会」において、区内に設置された地域包括支援センタ

ーの運営状況・事業内容等について協議し、より公正・公平な運営の確保をめざします。 

 

②事業者相互間の連携の支援 

【現状】 

○ サービス事業者間の情報交換や連携を支援するとともに、区と事業者間の情報交換や連絡調整

を図るため、「介護保険事業者連絡会」を開催し、運営形態としては「全体会」形式で実施し

ています。 

【今後の方向】 

○ 事業者に対し積極的に情報提供を進め、区と事業者との情報の共有化、連携の強化を図ります。 

○ 利用者本位のサービス環境づくりに向けて、事業者相互間の情報交換や連携を促進するため、

事業者連絡会の組織化、運営形態および相談を含めた支援策について検討を進めます。 
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③ＮＰＯ（民間非営利組織）への支援 

【現状】 

○ 社会福祉協議会では、民間の福祉施設や団体に対して、区民の社会福祉向上に効果が期待でき

る福祉啓発事業や研修会などに助成を行っています。 

【今後の方向】 

○ 介護サービスの役割を担うＮＰＯの活動を支援し、区との連携を図るための方策、条件整備を

進めます。 

○ 社会福祉協議会は、現在ＮＰＯ等支援策として基金運用益や寄附金等を原資とした助成事業を

実施しています。今後も区と協力しながら、介護保険サービスを担うＮＰＯ等についても、積

極的に支援していきます。 

○ 地域包括支援センターでは、「地区懇談会」を開催するほか、民生・児童委員や区民ひろば等

地域の関係者および介護保険事業者等と連携して、地域の高齢者の実情を把握するとともに、

必要な場合には適切なサービスにつなげるような仕組みづくりを進めます。 

 

④人材の確保・育成 

【現状】 

○ 介護支援専門員（ケアマネジャー）との連携、困難ケース対応の相談、支援を図るため、サー

ビス事業者を含めた、保健、医療、福祉関係者による「ケア会議」を地域包括支援センターで

開催しています。 

【今後の方向】 

○ 区民のサービス環境充実のためには、事業所のスタッフの資質向上が不可欠です。人材の育成

は基本的にはサービス事業者が自ら行うことが基本ですが、仕組みや体制の面などで限界もあ

ります。区は事業者を支援するために、ホームヘルパー、介護支援専門員（ケアマネジャー）

のレベルアップを図る実務研修を充実します。 
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⑤サービス利用状況の把握と評価制度の活用 

【現状】 

○ 要支援・要介護者のサービス利用状況の分析や今後の利用意向等を把握するとともに、一般高

齢者の生活・健康状態や介護予防を含む保健福祉サービスに対する需要等を把握し、第４期介

護保険事業計画策定のための基礎資料として、一般高齢者や要介護者等を対象とした実態調査

を平成 20 年２月に実施しました。 

○ 平成 14 年度より介護サービス評価事業として、在宅系サービス事業者を対象に、事業者自己

評価調査・利用者調査を実施しています。なお、平成 18 年度以降は「介護サービス情報の公

表」および「福祉サービス第三者評価」の対象とならない地域密着型事業者について、自己評

価調査を実施し、結果を公表しています。 

【今後の方向】 

○ サービスの利用状況の把握については、アンケート調査等で数量的な傾向を定期的に調査しま

す。また、こうした調査では十分把握できないサービスの提供や利用の実態、利用者の意向や

要望を汲みとる仕組みづくりを進めます。 

○ 平成 21 年度より「介護サービス情報の公表」制度が、全介護サービス事業者を対象に実施さ

れることから、介護サービス評価事業については平成 20 年度をもって終了しました。なお、

事業者が第三者評価を受審する際に引き続き「福祉サービス第三者評価受審費用の助成」を実

施し、結果を公表します。 

 

⑥保険者機能の強化 

【現状】 

○ 介護給付費通知、苦情・相談内容や介護給付適正化システム等を活用し、サービス提供や介護

報酬請求などについて問題のある事業者を把握して適切な指導を行っています。 

○ 平成 18 年の制度改正により、区はサービス事業者に対し①報告・帳簿書類の提出を命じ、②

出頭を求め、③当該職員の関係者に対して質問させ、④事業所に立ち入り、その設備又は帳簿

書類その他の物件を検査させることができるようになるなど、サービス事業者に対する保険者

の指導・監督権限が大幅に強化されました。 

【今後の方向】 

○ 地域密着型サービスに関しては、「地域密着型サービス運営委員会」に諮りながら、介護保険

事業計画に基づいた適正な基盤整備を進めるとともに、事業開始後の運営について適正なサー

ビス提供がされるよう、事業者に対して指導、監督を行います。 

○ 今後は、指導・監督していく中で、事業者の適正な運営と育成を図っていくとともに、処分等

に該当するサービス事業者が認められたときは、その旨を都知事に通知していきます。 
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⑦介護保険サービス事業者育成事業 

【現状】 

○ 介護保険サービス事業の健全な経営には、運営基準関係法規のみならず、労働法、民法その他

の関係法、労務・財務・リスク管理その他の経営手法等幅広い知識を要します。しかし、厳し

い経営環境、繁忙な業務状況の中、充分な知識を得る機会に恵まれていない事業者もあること

が、実地指導を通じて判明しました。 

○ 改正介護保険法の下地となった『2015 年の高齢者介護』は、目標とする「高齢者の尊厳を支

えるケア」確立への４つの方策のうちの１つとして、「新しいケアモデルの確立：認知症高齢

者ケア（小規模な居住空間、なじみの人間関係、家庭的な雰囲気、住み慣れた地域での生活の

継続、本人主体のアプローチ）」を挙げています。これを受けて改正介護保険法で創設された

地域密着型サービスでは種別により、開設者・管理者・計画作成担当者の認知症介護に関する

専門的研修の受講、福祉サービス第三者評価の受審、利用者・家族・地域住民代表・行政職員

等をメンバーとする運営推進会議の開催が義務付けられ、サービスの質の向上を図っています。

しかし、このケアモデルはまだ事業者・一般区民に周知されているとは言えない状況にあり、

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護では、利用定員に余裕のある状態が続いてい

ます。 

【今後の方向】 

○ “介護を必要とするようになっても、可能な限り住み慣れた日常生活圏のなかで、これまでと

変わらない生活を送ることができる”地域社会をめざして、介護保険サービス事業者がより質

の高い介護保険サービスを、より健全な経営で提供できるように支援するため、専門図書・雑

誌の貸し出し、専門家による講演会の開催等を実施します。 

○ 「新しいケアモデルの確立」を中心的に担う地域密着型サービスの従業者が互いの実践例から

学びあったり、他自治体に所在する地域密着型事業者の先進的な事例を学ぶ機会として、地域

密着型事業者学習会を開催します。 
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（３）介護保険事業の推進に向けた取組み 

①介護保険制度の普及啓発 

○ 介護保険制度の改正に伴い、制度の改正内容について、広報としまやパンフレットの発行、区

のホームページの掲載、地域での説明会などにより区民の方々に十分説明していきます。 

○ 新たな介護予防サービスや地域支援事業などのサービス・事業について、区民の十分な理解、

適切な利用が図られるよう、分かりやすい事業案内・利用の手引き、事業者ガイドブックを作

成します。 

○ 介護保険事業の運営全体について、事業計画の適切な進行管理を図り、区民に対して必要な情

報を提供し、その理解が得られるよう、介護保険事業運営に関わる報告書を作成します。 

②公正・適正な要介護認定の実施 

○ 介護認定審査会には 28 の合議体が設置されていますが、公平、公正な要介護認定を確保する

ため、審査判定手順の遵守や合議体間の審査の平準化の取組みとして、審査委員の研修会、全

体会、合議体長連絡会、事例検討会を開催します。 

○ 要介護認定の認定結果に疑義がある場合、区は保険者として被保険者に要介護認定の仕組みや

審査判定について、責任をもって十分な説明を行います。さらに、被保険者が認定結果に不服

のある場合は、東京都が設置する介護保険審査会に審査請求することができる仕組みも説明し

ていきます。 

③介護保険事業の効果的な推進、運営のための機関等の設置 

○ 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の進行管理、介護保険サービスの適正な利用を支援し

サービスの円滑な提供を審議するため、区長の附属機関として設置された「豊島区介護保険事

業推進会議」を引き続き運営していきます。 

○ 地域包括支援センターについて、公正で効果的な運営が図れるように、地域包括支援センター

運営協議会を引き続き運営していきます。 

○ 地域密着型サービスの整備、サービス提供について計画的で効果的に行えるよう地域密着型サ

ービス運営委員会を引き続き運営していきます。平成１８年度以降、この委員会に関する事項

については、介護保険事業推進会議が所管しています。 

④情報開示と区民参加による事業運営 

○ 年次ごとの介護保険事業報告書を作成し、介護保険事業の状況や事業運営の基本となる情報に

ついて、区民にわかりやすく公表します。これにより、介護保険制度が円滑に実施され、区民

に信頼される、透明で開かれた事業運営を図ります。 

○ 介護保険事業計画の進行管理、点検・評価のシステムに区民が参加し、意見を反映させるとと

もに、区民による事業運営を担保するため、今後も介護保険事業推進会議（地域密着型サービ

ス運営委員会に関する事項も所管）、地域包括支援センター運営協議会に公募による被保険者

の参画を図ります。 

⑤他区市町村・東京都との連携 

○ 区内で営業するサービス事業者の多くは、近隣自治体も含め広域で事業を展開しています。ま

た、施設サービスもより広域的な利用の実態があります。このような状況に対し、保険者とし

て居宅サービスおよび施設サービスの質的、量的な水準の向上をめざし、サービス事業者への

適切な対応を図るため、他区市町村や東京都との連携に努めます。 

○ また、地域密着型サービスについては、他区市町村に所在する事業所・施設のサービスを利用

する区民のため、関係自治体との協議・調整を行い、必要な事業者指定を行っていきます。 
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（４）保険料・利用料の軽減に対する取組み 

①保険料 

○ 税制改正を受け実施された激変緩和措置の終了に伴う対応策 

・高齢者の住民税非課税措置（合計所得 125 万円以下は非課税）が廃止されました。この改正

により非課税層から課税層へ移行する方の急激な保険料負担の上昇を避けるため、平成 18 年

度から平成 20 年度までの３年間本来の保険料額よりも低い保険料額が設定されました。 

平成 20 年度にこれら激変緩和措置が終了することに伴い、被保険者の方々の負担能力に応じ

た、以下のとおりよりきめ細やかな保険料段階の設定をします。 

・現行第４段階の細分化 

現行第４段階（本人は住民税非課税で、世帯に住民税を課税）に属する方のうち 

     ①本人が住民税非課税 かつ 

     ②（公的年金等収入金額＋合計所得金額）≦80 万円以下／年 

の二つの条件を満たす方については、保険料の軽減をおこなうこととします。 

・現行第５段階の細分化 

現行第５段階（本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円未満の方）に属する方のう

ち、合計所得金額が 125 万円以下の方を新第５段階とし、そのほかの方々を新第６段階とし

ます。 

・現行第６段階および第７段階の細分化 

合計所得金額が 200 万円以上の方々についても、負担能力に応じたよりきめ細やかな保険

料段階の設定をします。現行第６段階を３つの区分に、現行第７段階を２つの区分にそれぞ

れ細分化します。 

 

○ 介護保険給付費準備基金の運用について 

介護保険給付費準備基金については、概ね第１号被保険者全員の保険料が引き下げられるよ

う基金を充当します。 

 

○ 特例減額 

世帯全員住民税非課税で減額要件を満たす場合、区独自の特例減額を行います。 

減額後の保険料は次のとおりです。 

① 第１段階（生活保護受給者を除く）の方は、第１段階保険料の半額 

② 第２段階の方は、第１段階保険料の額 

③ 第３段階の方は、第２段階保険料の額 

 

○ 特例交付金 

介護従事者の処遇改善等を目的として、平成２１年度に介護報酬が改定（平均でプラス

3.0％）される予定です。この改定によって保険料が引き上げられることに対する緩和措置と

して、国から保険者へ特例的に交付金が交付される予定です。 
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②利用料 

【利用者負担額の軽減制度】 

○ 高額介護サービス費の支給 

同じ月に利用したサービスの自己負担（1 割負担金額）の合計額（同一世帯内に複数の利用者が

いる場合には世帯合計額）が高額になった場合、下表の自己負担上限額を超える部分については、

申請により区から払い戻します。 

対象者の区分 自己負担上限額 

①被保険者本人が老齢福祉年金を受けている方など 

②被保険者本人の合計所得金額と課税年金収入額の

合計額が 80 万円以下の方など 

15,000 円／月 世帯全員が 

住民税非課税 

③上記以外の方など 24,600 円／月 

本人または世帯員が住民税を課税されている方 37,200 円／月 
 

○ 高額医療・高額介護合算制度の創設 

平成 20 年４月から、介護および医療の利用者の負担を軽減するため、新たに高額医療・高額介

護合算制度が創設されました。 

この内容は、同一世帯の被保険者において介護保険の自己負担と各医療保険（国民健康保険、被

用者保険、長寿医療制度（後期高齢者医療制度））の患者負担の両方が発生する場合、それぞれの

限度額（１か月）を適用した後、毎年８月から翌年７月末までの自己負担額を合算して高額医療・

高額介護合算制度の自己負担限度額（下記の表）を超えたときに、超えた分を介護保険と各医療保

険で按分して、それぞれから返還するものです。 

ただし、平成 20 年４月から平成 21 年７月末については、通常より対象期間が４か月長くなる

ため、高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額は変わります。 

所 得 区 分 
長寿医療制度 
（後期高齢者医療制度） 

＋介護保険 

国保・健康保険など 

＋介護保険 
（世帯内の 70～74 歳） 

国保・健康保険など 

＋介護保険 
（70 歳未満を含む） 

現役並み所得者 

（上位所得者） 
67 万円（89 万円） 67 万円（89 万円） 126 万円（168 万円） 

一般 56 万円（75 万円） 56 万円（75 万円） 67 万円 （89 万円）

Ⅱ 31 万円（41 万円） 31 万円（41 万円） 
低所得者 

Ⅰ 19 万円（25 万円） 19 万円（25 万円） 
34 万円 （45 万円）

（注）平成 20 年 4 月１日から 7 月 31 日に両制度の自己負担があるときは（ ）内の額を適用。 
 

●上位所得者 基礎控除後の総所得金額が 600 万円を超える世帯など。 

●現役並み所得者 同一世帯に課税所得 145 万円以上の所得がある 70 歳以上の方（新たに現役並

み所得者になる方は経過措置あり。） 

●低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の方 

●低所得者Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方。 

●一般 上記以外の方 
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世帯人数 基準年間収入 世帯の預貯金額 

1 人 150 万円以下 350 万円以下 

2 人 200 万円以下 450 万円以下 

3 人以上
１人増えるごとに

50 万円を加える 

１人増えるごとに

100 万円を加える 

 

○ 介護保険施設入所者およびショートステイ利用者の居住費（滞在費）と食費の減額 

介護保険施設（地域密着型介護老人福祉施設含む）およびショートステイ利用者の居住費（滞在

費）と食費については、年金等の所得や居住環境等に応じて負担限度額を設け、負担を軽減します。 

負担限度額 
対象者の区分 

居住費および滞在費（日額） 食費（日額）

ユニット型個室 820 円 

ユニット型準個室 490 円 

従来型個室 320 円（490 円） 

①被保険者本人が老齢福祉年
金を受けている方および生
活保護受給者など 

多床室（相部屋） 0 円 

300 円 

ユニット型個室 820 円 

ユニット型準個室 490 円 

従来型個室 420 円（490 円） 

②被保険者本人の合計所得金
額と課税年金収入額の合計
額が 80 万円以下の方など 

多床室（相部屋） 320 円 

390 円 

ユニット型個室 1,640 円 

ユニット型準個室 1,310 円 

従来型個室 820 円（1,310 円） 

世帯全員が 
住民税 
非課税 

③上記以外の方など 

多床室（相部屋） 320 円 

650 円 

本人または世帯員が 
住民税を課税されている方 

減額の適用はありません。（ただし、高齢者世帯等で一方が
施設に入所して費用負担をした結果、生計が困難になった
場合は、対象となる場合があります。） 

（注）上表の金額は施設の種別を問わず共通ですが、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養

介護（介護予防短期入所療養介護）の従来型個室の居住費および滞在費のみ（ ）内の金額となります。 
 

○ 生計困難者に対する利用者負担額軽減 

介護保険サービスを利用していて特に生計が困難な方の利用料を軽減します。申請して該当す

ると、利用者負担額（保険給付費・居住費（滞在費）・食費および宿泊費）の 4 分の 1（老齢福祉

年金受給者は 2 分の 1）を軽減します。 
 

【対象となる方】 

・世帯全員が住民税非課税で世帯の年間収入と

預貯金額が右表に該当している 

・世帯がその居住の用に供する家屋以外に活用

し得る資産を所有していない 

・負担能力のある親族等に扶養されていない 

・介護保険料を滞納していない 

（生活保護の方は対象外となります。） 
 

【対象となるサービス】 

利用料の軽減を申し出ている事業者が提供する以下のサービス 

［要介護 1～5 の方］ 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・短期入所

生活介護・短期入所療養介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能

型居宅介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
 

［要支援 1・2 の方］ 

介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリ・

介護予防通所介護・介護予防通所リハビリ・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所

療養介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 
 

○ 災害等による利用者負担の減免 

災害等、特別な事情により利用者負担の支払が困難になった場合は、利用者負担額の減免制度が

あります。 
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平成 21 年度から平成 23 年度までの介護保険事業に係る費用の見込みについて、厚生労働省が示

した計算方法に基づいて算出しました。 

事業費の見込みは、第１号被保険者の保険料を算定する基礎となります。 

（１）介護保険事業に係る費用の構成 

○ 介護保険事業を運営するために必要となる費用（要介護認定等の事務の執行に要する費用を除

く）は、介護給付費、予防給付費、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金、市町

村特別給付費、財政安定化基金償還金、保健福祉事業に要する費用などから構成されます。 

○ 一方、事業費の財源は、国の負担金、都道府県の負担金、区市町村の負担金、国の調整交付金、

介護給付費交付金（第 2 号被保険者の保険料）、第１号被保険者の保険料などで賄われます。 

なお、事業費には、介護サービスに係る費用のうち利用者が負担する費用（利用料および日常生

活に要する費用として厚生労働省令で定める費用等）を含んでいません。 

 

 

（２）平成 2１～23 年度における事業費の見込額 

平成 21 年度から平成 23 年度までの 3 年間における介護保険事業の事業費の見込みは、次のと

おりです。 

 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 ３年間合計 

標準給付費見込額（a） 13,188 百万円 13,667 百万円 14,222 百万円 41,076 百万円

地域支援事業費（ｂ） 395 百万円 409 百万円 426 百万円 1,230 百万円

財政安定化基金拠出金（c） 0 円 0円 0円 0 円

介護保険料の特例減額（d） 1 百万円 1百万円 1百万円 3 百万円

保健福祉事業費（e） 17 百万円 2百万円 2百万円 20 百万円

事業費見込額（a+b+c+d+e） 13,601 百万円 14,078 百万円 14,650 百万円 42,329 百万円

※金額は、十万の位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業に係る費用の見込み ６ 
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●年度ごとの標準給付費見込額の計算式 

１ 施設サービス・居住系サービスの総給付費 

     ＝[各施設・居住系サービス給付実績]÷[各施設・居住系サービス利用者数] 

       ×[各施設・居住系サービス利用者数（Ｈ21～Ｈ23 年度）] 

２ 居宅サービス・地域密着型サービスの総給付費 

     ＝[各居宅サービス給付実績（給付費）]÷[各居宅サービス給付実績（回数・日数等）] 

       ×[各居宅・地域密着型サービス供給量（Ｈ21～Ｈ23 年度）] 

３ 介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスの総給付費 

     ＝[各居宅サービス給付実績（給付費）]÷[各居宅サービス給付実績（回数・日数等）] 

       ×[各介護予防・地域密着型介護予防サービス供給量（Ｈ21～Ｈ23 年度）] 

 

●年度ごとの地域支援事業費の上限率（再掲） 

各年度の地域支援事業費は、各年度の保険給付費見込額に、次表に掲げる率を乗じて得た額の

範囲内となります。  

○地域支援事業費の保険給付費見込額に対する上限率 

21 年度 22 年度 23 年度 

地域支援事業            Ａ

介護予防事業            Ｂ

包括的支援事業＋任意事業 Ｃ

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

  

○保険給付費見込額 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 3 年間合計 

保険給付費見込額 13,167百万円 13,646 百万円 14,201 百万円 41,013 百万円

       ※金額は、十万の位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 

 

●財政安定化基金拠出金（年額）の計算式 

3 か年の（標準給付費見込額＋地域支援事業費）の総額×拠出率※÷3 

※第４期計画期間については、東京都は拠出率を 0.00％と定めています。 

 

●介護保険料の特例減額（再掲） 

世帯全員住民税非課税で減額要件を満たす場合、区独自の特例減額を行います。 

減額後の保険料は次のとおりです。 

① 第１段階（生活保護受給者を除く）の方は、第１段階保険料の半額 

② 第２段階の方は、第１段階保険料の額 

③ 第３段階の方は、第２段階保険料の額 
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