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分類 想定ニーズ 件数 各事業者の提案概要

Ⅰ－1 介護を担う家族分の家事の支援 10
利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

Ⅰ－2
短時間で提供できる付加的な生活
支援サービスの一体的提供

10
ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃除、
日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、書類の
仕分け、手続き支援等

Ⅰ－3
居宅外／外出先での介護の提供
（※保険外サービスを含む）

9
通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介護、
金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

Ⅰ－4
利用者に対するデイサービスの場
での保険外サービスの提供

13
買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

Ⅰ－5
送迎経路上の立ち寄り、途中乗
車・下車

3
帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

Ⅰ－6
介護給付利用者以外へのサービス
提供

4
要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス
学童保育等

Ⅰ－7 上記以外 16

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、
ケアコール端末、IoT機器等）：（6件／16件）
郵便物の一括預かり
日用品購入立替
デイの送迎車両の空き時間の有効活用
モニター・試食会、
認知症予防イベント
利用者家族（ひきこもり）の支援
在宅での認知症利用者の安否確認と見守り

Ⅱ－1
付加価値に応じた上乗せ（かつ、
同時・一体的にサービス提供）

14

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、経験
値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的な
チームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

Ⅱ－2
介護報酬では充当しきれない追加
費用相当分の上乗せ

7

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難となる
時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、介護
スタッフが充足している時期について、同様に割引料金を設
定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

RFIを踏まえた想定ニーズの枠組みの再整理

Ⅰ．介護
保険サービ
スと保険外
サービスの
同時・一体
的提供 居宅内

１．介護を担う家族分
の家事の支援

２．短時間で提供でき
る付加的な生活支援
サービスの一体的提供

３．生活支援における
ICTの活用のサポートの
一体的提供

居宅外・
外出先

４．居宅外／外出先で
の介護の提供（※保険
外サービスを含む）

通所介護

５．利用者に対するデイ
サービスの場での保険外
サービスの提供

６．送迎経路上の立ち
寄り、途中乗車・下車

７．介護給付利用者
以外へのサービス提供

Ⅱ．介護
保険サービ
スに付加価
値を付けた
部分への
料金設定

付加価値
に応じた
上乗せ料
金

１．付加価値に応じた
上乗せ（かつ、同時・一
体的にサービス提供）

繁忙期や
経費上昇
時の上乗
せ料金

２．介護報酬では充当
しきれない追加費用相
当分の上乗せ

想定ニーズのその他の項目のうち、
多く提案を寄せられた「生活支援に
おけるICTの活用のサポートの一体的
提供」を、同時一体・居宅内の項目
に追加した上で、各アイデアの評価を
行うものとする。

適切な運用に向けては別途整理が必要
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想定されるモデル事業テーマの評価方法（事務局案）
各テーマに対して、以下のような評価軸を設定し、優先的に取り組むべきテーマを選定することを想定。評価方法については今
後の検討を踏まえて適宜ブラッシュアップする。

評価項目 評価の考え方
評価方法

（○：10点、△：3点、×：0点）
評価の重み付け

特区で取り
組む意義

①現行法規制上
での実現の難しさ

現行規制で解釈次第で実現可能なテーマ
であれば、特区で取り組む意義に乏しく、法
規制の壁が高いほど意義が大きいと評価。

○：現行規制では実現不可
△：解釈次第で実現可能
×：現行法規制で問題なし

【20/100】
最大の特徴である特区活用の意義は重要
性が比較的高いため一定の重みを付ける。

実現可能性

②サービス提供事
業者の理解・意向

事業者の意欲があるテーマでなければ実現
性に乏しいため、事業者の理解が高く、取組
み意欲が高いほど、実現性が高いと評価。

○：取組意欲が高い
△：取組意欲が中程度
×：取組意欲が低い

【10/100】
事業者が参加を希望するかはモデル事業
の成功に不可欠であり一定の重みを付ける。

③ケアマネジャー
の理解・納得

マネジメントを担うケアマネジャーの理解、納
得が得られなければ実現可能性が乏しいと
想定し、ケアマネ意見を評価に加味。

○：理解・納得度が高い
△：理解・納得度が中程度
×：理解・納得度が低い

【20/100】
ケアマネジャーの理解がなければモデル事
業が成立しないため重要視する。

波及効果・
影響の大き
さ

④自立支援効果
（利用者視点）

保険給付との組み合わせを考えるうえでは、
「自立支援」に資するものであることは重要で
あるため、その影響について評価に加味。

○：効果あり
△：阻害はしない
×：阻害する可能性あり

【10/100】
選択的介護検討の基本としている考えであ
り、一定の重みを付ける。

⑤想定需要量
（利用者視点）

サービスの対象となる人口や、想定される需
要割合などから、需要者数を検討し、需要
者数が多い内容を、高く評価する。

○：想定需要者：多い
△：想定需要者：中程度
×：想定需要者：少ない

【10/100】
利用者のニーズがないと事業は成立せず、
効果がないため、一定の重みを付ける。

⑥効率化効果
（業界全体・事業
者視点）

業界及び事業者にとっての効果として、各取
組みの推進によって効率化が可能か、その
影響度の観点から評価する。

○：効率化につながる
△：効率化に繋がる可能性
×：効率化には繋がらない

【20/100】
業界構造の変革に貢献できれば事業の成
果・配給効果は大きいため重要視する。

⑦社会的インパク
ト

本取組みによって、介護業界に変革を及ぼ
し、社会課題の解消や給付効率向上等に影
響を与える可能性について評価する。

○：影響・効果が大きい
△：影響・効果は中程度
×：影響・効果は小さい

【10/100】
モデル事業の社会への影響、広がりを想定
し、評価の際に一定程度考慮。

地域特性と
の合致

⑧地域課題との親
和性

豊島区で実施することの意義を考慮し、豊
島区の地域特性や現状課題に合致する、
親和性が高いテーマには加点評価を行う。

+5点：豊島区課題に合致
+2点：区課題にやや関係
加点なし：特に関係なし

（加点項目のため重み付け対象外）



RFI 事業アイデアの評価（案） ①現行法規制上での実現の難しさ

大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 現行法規制上での実現の難しさへの評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

現行のルール下でも「明確に区分すれば」実施可能
（※問題点はルールそのものよりも、区分の曖昧さにある） △

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

現行のルール下でも「明確に区分すれば」実施可能
（※問題点はルールそのものよりも、区分の曖昧さにある） △

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

完全に保険外サービスとして実施すれば、現行のルール下でも
実施可能 ×

（人員配置基準を緩和する場合） （※）
ICT等の活用により、人員配置に係る基準の緩和を含めて検討
する場合は規制緩和が必要 ○

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

通院介助や買い物支援などは、一定の条件下で現行ルールで
も提供可能。一方、通常の生活範囲を超える外出支援は現行
ルールで不可

○

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

サービスによっては現行ルールでも可能。個別の案件に応じた
判断・対応が必要 △

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

現行ルールで実施不可 ○

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス
明確に区分けすれば現行ルールで実施可能であるが、同じス
ペース・時間での実施にはルール整理等も必要な可能性 △

学童保育等
明確に区分けすれば現行ルールで実施可能であるが、同じス
ペース・時間での実施にはルール整理等も必要な可能性 △

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

現行ルールで実施不可 ○

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

現行ルールで実施不可 ○

3

前掲の評価方法・基準を踏まえた、簡易的な評価（案）は以下および次頁以降のとおり。

（※）ICT活用については、人員配置基準の緩和等に踏み込むか否かで評価が大きく異なるため２つに分けて検討する



RFI 事業アイデアの評価（案） ②サービス提供事業者の理解・意向
大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 事業者の取組み意向の強さの評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

RFIにおいて、事業者からの具体的提案数は10者と多く、取組
み意向は強い

○

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

事業者からの提案者数は9者と多く、取り組み意向は強い ○

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

事業者からの提案者数は3者と多くはないが、一定数存在。
１者は4件の提案を行っており、かなり前向きである。

△

（人員配置基準を緩和する場合）
人員配置に関する要件が緩和される場合はより多くの事業者の
取組み検討が期待できる。 ○

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

事業者からの提案者数は8者と多く、取り組み意向は強い ○

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

事業者からの提案者数は9者と多く、取り組み意向は強い ○

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

事業者からの提案者数は3者と多くはないが、一定数存在 △

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス 事業者からの提案者数は多くはないが、一定数存在 △

学童保育等 事業者からの提案は限定的であり、多くない ×

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

事業者からの提案者数は6者と多くはないが、一定数存在。
ただし、ヒアリング等においては、肯定的意見は少ない（以下は
RFIでの意見）
・指名料が認められても、指名料の設定はしない見込み
・指名料については懐疑的
・利用者からの指名料はイメージがわかない

×

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

事業者からの提案者数は3者と多くはないが、一定数存在 △

4



RFI 事業アイデアの評価（案） ③ケアマネジャーの理解・納得
大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 ケアマネジャーの理解・納得度の評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

現行ルール下でも一部実施しており、かつ家族のニーズのアセ
スメントも実施しているため、理解度・納得度は高いと想定

○

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

現行ルール下でも一部実施しており、かつ生活支援ニーズのア
セスメントも実施しているため、理解度・納得度は高いと想定

○

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

ＩＣＴの活用の具体的イメージは十分ではない面がある △

（人員配置基準を緩和する場合）
ＩＣＴの活用の具体的イメージは十分ではない面があるが、既存
サービスとの効果的組合せであれば理解・納得は得やすい

△

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

外出支援・社会参加支援のニーズは把握しているおり、理解・
納得は得られると想定

○

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

消費者保護と利便性の間で、どのようにマネジメントを進めるか
の方針・指針について難しい面があり、判断が分かれる等、十
分な理解・納得が得られない懸念がある

△

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

外出支援・社会参加支援のニーズは把握しており、十分な理
解・納得が得られると想定

○

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス
給付対象外となった後のことについては、マネジメントの経験が
少なく、理解状況等は未知数

△

学童保育等 ケアマネジャーの対象から外れており、理解を得ることは困難 ×

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

上乗せ料金について一定のイメージは可能と思われるが、現行
のサービス提供の仕組み等との整合性や親和性から、十分な
理解・納得を得ることが必要

△

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

上乗せ料金について一定のイメージは可能と思われるが、現行
のサービス提供の仕組み等との整合性や親和性から、十分な
理解・納得を得ることが必要

△
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RFI 事業アイデアの評価（案） ④自立支援効果
大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 自立支援効果の評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

特に自立支援を阻害するものではない △

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

過度なサービス提供は自立支援を阻害する可能性があるが、
適宜必要な支援を行うことが前提であれば自立支援を阻害す
るものではない

△

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

単なる見守り等だけではなく、適切な生活支援につながるサー
ビス内容であれば自立支援に効果が発揮できると想定

○

（人員配置基準を緩和する場合）
介護保険サービスをうまく組み合わせて展開できれば自立支援
に効果を発揮できると想定 ○

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

外出の促進に資するものであり、自立支援に資する可能性が高
いと想定

○

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

日常生活に関する機能向上のための支援、金銭管理等に資す
る内容であれば自立支援に効果が発揮できると想定

○

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

自立支援を阻害することはなく、用途によっては外出の促進・ひ
いては自立支援につながる可能性もあると想定

△

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス
自立支援を阻害するものではないが、選択的介護の主要な対
象である要介護者の自立支援には影響しない

△

学童保育等
自立支援を阻害するものではないが、選択的介護の主要な対
象である要介護者の自立支援には影響しない △

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

特定のスタッフへの依存などが生じない限りにおいて、特に自立
支援を阻害するものではないと想定

△

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

保険サービス等への影響が未知数であるが、特に自立支援を
阻害するものではないと想定

△
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RFI 事業アイデアの評価（案） ⑤想定需要量
大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 想定需要量の評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

訪問介護利用者の家族が高齢、もしくは働いている世帯が対象
であり、対象は限定的（以下はRFIにおける意見）
・現状、家族へのニーズは限定的

△

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

訪問介護利用者にて独居、家族が高齢、もしくは働いているな
どの利用者が対象であり、対象は限定的（以下はRFIでの意見）
・60名のうち10名程度が保険外サービス利用
・保険外サービスは１～2割程度

△

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

訪問介護または定期巡回においてICT機器を用いた長時間見
守りが有効な認知症の利用者等が対象で限定的

△

（人員配置基準を緩和する場合）
ICT利用と、介護保険サービスやその他の保険外サービス等が
連携して付加価値あるサービスが提供できれば需要は大きくな
る可能性がある

○

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

介護保険利用者全般が対象であり、独居、老々世帯、日中独
居高齢者等のニーズは大きいと想定

○

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

通所介護利用者全般が対象サービス内容によるが、一定の需
要が見込まれる（以下はRFIでの意見）
・コインランドリーは50名定員で15～20名のニーズがある
・豊島区内で弁当需要は月100食程度ある

○

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

通所介護利用者全般が対象であり一定の需要が見込まれる ○

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス
過去に通所介護を利用し、要介護状態が改善し卒業した人が
対象であり、ボリュームは小さい

×

学童保育等
近隣の小学生等で、親が共働きの核家族等が主対象であり、
ボリュームは限定的 △

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

介護保険利用者全般が対象となりうるが、上乗せ料金を支払う
利用者は限定的と想定

△

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

介護保険利用者全般が対象であるが、上乗せ料金を支払う利
用者は限定的と想定

△
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RFI 事業アイデアの評価（案） ⑥効率化効果
大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 業務効率化度の強さの評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

利用者家族の支援を保険外として明確に区分して実施している
場合であれば、事業者として若干の効率化の余地はあるが、大
きくはないと想定

△

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

事業者の収益拡大にある程度貢献するものであり、相対的なコ
スト抑制、移動時間の抑制等の効率化可能性があり、保険外
サービスを別途提供する場合よりも効率的運用が可能

○

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

訪問介護または定期巡回において、ICT機器により利用者状況
を把握することで、事業者としての業務効率化余地がある

△

（人員配置基準を緩和する場合）
ICT活用によって人員配置の緩和等が可能となれば、事業者単
独ではなく、業界全体の効率化が大いに期待できる ○

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

事業者の収益増加等にはつながる可能性があるが、業界全体
の効率性、事業の効率性への影響はほぼないと想定

×

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

訪問介護や保険外サービスを活用して対応している内容をデイ
サービスの時間内で実施・対応することができれば、業界全体と
しての効率化可能性も想定できる

△

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

乗降場所の柔軟化、柔軟な車両活用が可能となれば事業者に
は多少の効率化可能性が想定できる

△

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス
事業者にとっての資産の有効活用という観点では多少効果が
あると想定される

△

学童保育等
事業者にとっての資産の有効活用という観点では多少効果が
あると想定される △

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

従業員の収入拡大、それに伴う定着率向上等により、事業者の
事業効率性が高まる可能性はある

△

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

従業員の収入拡大、それに伴う定着率向上等により、事業者の
事業効率性が高まる可能性はある

△
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RFI 事業アイデアの評価（案） ⑦社会的インパクト
大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 社会的インパクトの評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

利用者家族にとってはメリットはあるが、現状、運用面で対応で
きている場合がある。 △

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

一体的提供が可能となることで、サービス価格の低減等につな
がるのであれば一定の社会的インパクトがあるが、その影響は限
定的

△

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

ICT活用によって身体等状態の詳細な把握が可能となれば、
サービス提供効率向上の可能性あり。また、業界・事業者のオ
ペレーション、構造変革により、大きな効果を発揮する可能性は
ある

○

（人員配置基準を緩和する場合）
配置基準の合理的な緩和ができれば、業界全体の効率性の向
上、人材のさらなる有効活用が可能となり、人材確保面の課題
解消にも貢献できる

○

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

現行でも一部実施しているものがあり、社会的な影響は限定的 ×

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

デイサービスで対応できることを増やすことで、他の保険内外の
サービスの削減等が可能となれば一定の効果が期待できる △

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等

利用者の利便性向上及びサービス利用の活性化につながる可
能性があり、一定のインパクトはあると想定できる △

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス
一度、要介護状態から卒業した人が再度要介護状態になるこ
とを予防できれば、社会的なインパクトも大きいと想定 ○

学童保育等
子どもの居場所確保、多世代交流などとしての社会的意義はあ
る △

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

利用者の利便向上の可能性はあるが、現状、人材確保等の効
果は未知数。効果があれば、社会的インパクトはある △

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

訪問介護の繁閑の平準化等につなげることができれば社会的イ
ンパクトは大きいと想定 △
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RFI 事業アイデアの評価（案） ⑧地域課題との親和性
大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要 地域課題とのテーマ親和性の評価理由 評価

Ⅰ．介護保険
サービスと保
険外サービス
の同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の
支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理

独居高齢者が多いという豊島区の課題とある程度合致しており、
課題解消に貢献できる可能性がある +2

２．短時間で提供できる付加的
な生活支援サービスの一体的
提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃
除、日常品以外の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、
書類の仕分け、手続き支援等

独居高齢者が多いという豊島区の課題とある程度合致しており、
課題解消に貢献できる可能性がある +2

３．生活支援におけるICTの活用
のサポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケ
アコール端末、IoT機器等）

独居高齢者が多いという豊島区の課題とある程度合致しており、
課題解消に貢献できる可能性がある +2

（人員配置基準を緩和する場合）
独居高齢者が多い地域であり、見守りニーズも高い等の傾向を
踏まえると、親和性は高い。また、地域での介護人材確保面の
課題にも貢献できる可能性がある

+5

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の
提供
（※保険外サービスを含む）

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介
護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

独居高齢者が多いという豊島区の課題とある程度合致しており、
課題解消に貢献できる可能性がある +2

通所介護

５．利用者に対するデイサービス
の場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランド
リーサービス等

独居高齢者が多いという豊島区の課題とある程度合致しており、
課題解消に貢献できる可能性がある +2

６．送迎経路上の立ち寄り、途
中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等 -

７．介護給付利用者以外への
サービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス -

学童保育等 -

Ⅱ．介護保険
サービスに付
加価値を付け
た部分への
料金設定

付加価値に
応じた上乗せ
料金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス
提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT
機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する資格や技能、
経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なス
タッフを含む複数名で構成されるチームを編成し、継続的
なチームケア行う「パーソナルスタッフ制度」

-

繁忙期や経
費上昇時の
上乗せ料金

２．介護報酬では充当しきれな
い追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難とな
る時期について、事業所ごとに割増料金を設定、一方で、
介護スタッフが充足している時期について、同様に割引料
金を設定
利用者都合による時間指定に対し、時間指定料金を導入

-
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大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要

①現行法
規制上で
の実現の
難しさ

②事業者
の理解・
意向

③ケアマ
ネジャー
の理解・
納得

④自立支
援効果

⑤想定需
要量

⑥効率化
効果

⑦社会的
インパクト

⑧地域課
題との親
和性

総合評価
（点）

Ⅰ．介護
保険サー
ビスと保
険外サー
ビスの同
時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家
事の支援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理 △ ○ ○ △ △ △ △ +2 △

２．短時間で提供できる付
加的な生活支援サービスの
一体的提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有
部の掃除、日常品以外の買物代行、健康チェック、
庭の手入れ、書類の仕分け、手続き支援等

△ ○ ○ △ △ ○ △ +2 ○

３．生活支援におけるICTの
活用のサポートの一体的提
供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提
供（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）セン
サー、ケアコール端末、IoT機器等）

× △ △ ○ △ △ ○ +5 △

（人員配置基準を緩和する場合） ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ +5 ○

居宅外・外
出先

４．居宅外／外出先での介
護の提供

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院
内の介護、金融機関、墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同
行等

○ ○ ○ ○ ○ × × +2 ○

通所介護

５．利用者に対するデイ
サービスの場での保険外
サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コイン
ランドリーサービス等 △ ○ △ ○ ○ △ △ +2 △

６．送迎経路上の立ち寄り、
途中乗車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等 ○ △ ○ △ ○ △ △ - ○

７．介護給付利用者以外へ
のサービス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス △ △ △ △ × △ ○ - ×
学童保育等 △ × × △ △ △ △ - ×

Ⅱ．介護
保険サー
ビスに付
加価値を
付けた部
分への料
金設定

付加価値
に応じた上
乗せ料金

１．付加価値に応じた上乗
せ
（かつ、同時・一体的にサー
ビス提供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、
家電・IT機器の知識が豊富など、ヘルパーが有する
資格や技能、経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可
能なスタッフを含む複数名で構成されるチームを編
成し、継続的なチームケア行う「パーソナルスタッフ
制度」

○ × △ △ △ △ △ - △

繁忙期や
経費上昇
時の上乗
せ料金

２．介護報酬では充当しき
れない
追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が
困難となる時期について、事業所ごとに割増料金を
設定、一方で、介護スタッフが充足している時期に
ついて、同様に割引料金を設定、利用者都合によ
る時間指定に対し、時間指定料金を導入

○ △ △ △ △ △ △ - △

事業アイデアのうち「優先的に検討するテーマ」の選定に係る総合評価（案）
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モデル事業推進・着手に関する考え方（案）

12

【対応方針①】

平成30年度のモデル事業
開始を前提に検討

【対応方針③】

今後の取組方針等について
継続検討

（事業の評価を向上できる方策があれば、
31年度開始を検討）

【対応方針②】

平成31年度のモデル事業
開始を前提に検討

【対応方針④】

中長期的な検討の方向性や
課題整理を中心に検討

（31年度までのモデル事業着手は困難と
想定されるが、継続的に検討推進）

事業アイデア
総合評価

【高】

【低】

【長】
準備の負荷・
障壁等が高い

【短】
準備の負荷・
障壁等が高くない

モデル事業の実施に向けては、前掲の事業アイデアの評価に加えて、準備に係る負荷等、対応にどの程度の時間がかかるか
という点も考慮すべきと思料。
各事業案をどのように検討・進めて行くかについては、以下のような枠組みで検討を進めたい。

対応に
要する時間



大項目 中項目 小項目 各事業者の提案概要
事業アイ
デア評価

対応に要
する時間

対応方針
（案）

Ⅰ．介護保
険サービス
と保険外
サービスの
同時・一体
的提供

居宅内

１．介護を担う家族分の家事の支
援

利用者家族の調理・掃除・洗濯、買物等
利用者家族向けに弁当提供、栄養指導・栄養管理 △ 短

【対応方針③】
継続検討

２．短時間で提供できる付加的な
生活支援サービスの一体的提供

ペットの世話、電球交換、窓拭き、話し相手、共有部の掃除、日常品以外
の買物代行、健康チェック、庭の手入れ、書類の仕分け、手続き支援等 ○ 短

【対応方針①】
30年度着手候補

３．生活支援におけるICTの活用の
サポートの一体的提供

生活支援におけるICTの活用のサポートの一体的提供
（服薬管理、カメラの設置、モーション（人感）センサー、ケアコール端末、
IoT機器等）

△ 中～短
【対応方針③】
継続検討

（人員配置基準を緩和する場合） ○ 中～短
【対応方針①】
30年度着手候補

居宅外・外出
先

４．居宅外／外出先での介護の提
供

通院介助と買物支援の組み合わせ、入院中、病院内の介護、金融機関、
墓参り、旅行への同行
その他（趣味の外出、孫の運動会、結婚式）への同行等

○ 短 【対応方針①】
30年度着手候補

通所介護

５．利用者に対するデイサービスの
場での保険外サービスの提供

買物支援、健康関連グッズ販売、弁当販売、コインランドリーサービス等 △ 短
【対応方針②】
31年度着手候補

６．送迎経路上の立ち寄り、途中乗
車・下車

帰宅時のCVSやスーパーへの買出し ・
帰宅時の受診等 ○ 中

【対応方針②】
31年度着手候補

７．介護給付利用者以外へのサービ
ス提供

要介護状態が改善した「卒業」した人向けサービス × 中
【対応方針④】
方針・課題整理

学童保育 × 中
【対応方針④】
方針・課題整理

Ⅱ．介護保
険サービス
に付加価値
を付けた部
分への料金
設定

付加価値に応
じた上乗せ料
金

１．付加価値に応じた上乗せ
（かつ、同時・一体的にサービス提
供）

外国語や方言、手話、栄養士、エステティシャン、家電・IT機器の知識が豊
富など、ヘルパーが有する資格や技能、経験値に対して、追加料金を設定
利用者・家族から要望のあった スタイル に対応可能なスタッフを含む複数
名で構成されるチームを編成し、継続的なチームケア行う「パーソナルス
タッフ制度」

△ 中～長
【対応方針③】
継続検討

繁忙期や経費
上昇時の上乗
せ料金

２．介護報酬では充当しきれない
追加費用相当分の上乗せ

年末年始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難となる時期について、
事業所ごとに割増料金を設定、一方で、介護スタッフが充足している時期に
ついて、同様に割引料金を設定、利用者都合による時間指定に対し、時間
指定料金を導入

△ 中～長
【対応方針③】
継続検討

モデル事業実施に向けた対応方針（案）
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