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第３章 施策一覧 

 

章 節

訪問介護員等養成研修及び介護職員基礎研修事業者
の指定

福祉保健局生活福祉部 75

介護職員スキルアップ研修事業 福祉保健局高齢社会対策部 75

ショートステイ整備費補助 福祉保健局高齢社会対策部 77

ケアマネジメント支援研修 福祉保健局高齢社会対策部 77

訪問看護ステーション設置促進事業 福祉保健局高齢社会対策部 79

訪問看護ステーション整備補助事業 福祉保健局高齢社会対策部 79

訪問看護ステーション人材確保支援事業【新規】 福祉保健局高齢社会対策部 79

特別養護老人ホームの整備 福祉保健局高齢社会対策部 82

大規模改修費補助 福祉保健局高齢社会対策部 82

定期借地権利用による整備促進特別対策事業 福祉保健局高齢社会対策部 82

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業 福祉保健局高齢社会対策部 82

区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事
業[高齢社会対策区市町村包括補助事業]

福祉保健局高齢社会対策部 82

施設開設準備経費助成特別対策事業 福祉保健局高齢社会対策部 83

社会福祉施設等耐震化の推進
福祉保健局総務部、高齢社会対策
部

83

社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業 福祉保健局総務部 83

介護老人保健施設の整備 福祉保健局高齢社会対策部 89

定期借地権利用による整備促進特別対策事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 89

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 89

区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事
業[高齢社会対策区市町村包括補助事業]〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 89

施設開設準備経費助成特別対策事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 89

介護専用型有料老人ホームの設置促進 福祉保健局高齢社会対策部 99

都市型軽費老人ホーム整備費補助 福祉保健局高齢社会対策部 99

ケアハウスの設置促進 福祉保健局高齢社会対策部 99

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 99

区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事
業[高齢社会対策区市町村包括補助事業]〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 99

防火対策緊急整備支援事業 福祉保健局高齢社会対策部 99

地域密着型サービス等重点整備事業 福祉保健局高齢社会対策部 108

介護基盤の緊急整備特別対策事業 福祉保健局高齢社会対策部 108
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医療・介護連携型サービス付き高齢者向け住宅モデ
ル事業

福祉保健局高齢社会対策部 108

訪問看護ステーション設置促進事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 108

訪問看護ステーション人材確保支援事業【新規】
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 108

認知症高齢者グループホーム緊急整備 福祉保健局高齢社会対策部 108

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 109

施設開設準備経費助成特別対策事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 109

社会福祉施設等耐震化の推進〈再掲〉
福祉保健局総務部、高齢社会対策
部

109

社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業〈再掲〉 福祉保健局総務部 109

防火対策緊急整備支援事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 109

離島等サービス確保対策検討委員会（離島等におけ
る介護保険支援事業）

福祉保健局高齢社会対策部 110

東京都福祉人材センターの運営 福祉保健局生活福祉部 113

東京都福祉人材センターによる再就職支援事業の実
施

福祉保健局生活福祉部 113

介護福祉士等修学資金貸与事業 福祉保健局生活福祉部 113

介護福祉士養成委託訓練 産業労働局雇用就業部 114

職場体験事業 福祉保健局高齢社会対策部 114

施設介護サポーター事業［高齢社会対策区市町村包
括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 114

住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業 福祉保健局生活福祉部 114

新卒者等応援緊急介護人材育成事業 福祉保健局生活福祉部 114

経営者・チームリーダー層等マネジメント促進事業 福祉保健局生活福祉部 114

スキルアップ・定着支援推進研修事業［地域福祉推
進区市町村包括補助事業］

福祉保健局生活福祉部 114

介護福祉士等修学資金貸与事業〈再掲〉 福祉保健局生活福祉部 119

現任介護職員資格取得支援事業 福祉保健局高齢社会対策部 119

ユニットケア研修等事業 福祉保健局高齢社会対策部 119

訪問介護員等養成研修及び介護職員基礎研修事業者
の指定〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 119

介護職員スキルアップ研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 119

訪問リハビリテーション専門人材育成研修事業 福祉保健局高齢社会対策部 119

在宅医療サポート介護支援専門員の養成 福祉保健局高齢社会対策部 120

介護支援専門員実務研修 福祉保健局高齢社会対策部 120

介護支援専門員現任研修 福祉保健局高齢社会対策部 120
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介護支援専門員更新研修 福祉保健局高齢社会対策部 120

介護支援専門員再研修 福祉保健局高齢社会対策部 120

主任介護支援専門員研修 福祉保健局高齢社会対策部 120

主任介護支援専門員を活用した地域のケアマネジメ
ントの向上事業［高齢社会対策区市町村包括補助事
業］【新規】

福祉保健局高齢社会対策部 120

地域包括支援センター職員研修事業 福祉保健局高齢社会対策部 120

スキルアップ・定着支援推進研修事業［地域福祉推
進区市町村包括補助事業］〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 121

介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業 福祉保健局高齢社会対策部 121

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人介護福祉士
候補者受入れ支援

福祉保健局高齢社会対策部 123

介護保険給付費負担金 福祉保健局高齢社会対策部 126

地域支援事業交付金 福祉保健局高齢社会対策部 129

介護保険財政安定化基金の運営 福祉保健局高齢社会対策部 131

認定調査員等研修事業 福祉保健局高齢社会対策部 135

介護認定審査会運営適正化事業 福祉保健局高齢社会対策部 135

ケアマネジメント支援研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 135

東京都介護保険事業推進委員会 福祉保健局高齢社会対策部 135

指定事業者への実地調査の実施 福祉保健局高齢社会対策部 137

新規指定事業者研修会・指定更新事業者研修会 福祉保健局高齢社会対策部 137

実地指導及び監査の実施 福祉保健局指導監査部 138

集団指導の実施 福祉保健局指導監査部 138

介護保険指導検査連絡会 福祉保健局指導監査部 139

区市町村介護保険指導検査支援研修会 福祉保健局指導監査部 139

指導検査結果の公表 福祉保健局指導監査部 139

社会福祉法人経営適正化事業 福祉保健局指導監査部 139

介護サービス情報の公表 福祉保健局高齢社会対策部 141

事業者情報提供システムの運営 福祉保健局高齢社会対策部 141

福祉サービス第三者評価システム 福祉保健局指導監査部 143

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保
険サービスに係る利用者負担額軽減制度

福祉保健局高齢社会対策部 145

介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に
対する利用者負担額軽減制度

福祉保健局高齢社会対策部 145

東京都国民健康保険団体連合会における苦情処理体
制の整備への支援

福祉保健局高齢社会対策部 147
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第4節 区市町村の苦情処理業務への支援 福祉保健局高齢社会対策部 147

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターへの
支援

福祉保健局高齢社会対策部 149

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの整
備

福祉保健局高齢社会対策部 149

在宅療養環境整備支援事業[医療保健政策区市町村
包括補助事業]

福祉保健局医療政策部 156

在宅療養支援員養成事業 福祉保健局医療政策部 156

在宅医療相互研修事業 福祉保健局医療政策部 156

医療連携強化研修事業 福祉保健局医療政策部 156

在宅緩和ケア支援事業 福祉保健局医療政策部 156

訪問看護ステーション設置促進事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 157

訪問看護ステーション整備補助事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 157

在宅医療サポート介護支援専門員の養成〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 157

在宅医療相互研修事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 159

医療連携強化研修事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 159

在宅医等相互支援体制構築事業【新規】 福祉保健局医療政策部 159

在宅療養支援員養成事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 159

在宅医療サポート介護支援専門員の養成〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 160

訪問看護ステーション人材確保支援事業【新規】
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 160

訪問リハビリテーション専門人材育成研修事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 160

認知症対策推進事業 福祉保健局高齢社会対策部 165

認知症対策推進事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 167

認知症地域支援ネットワーク事業［高齢社会対策区
市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 167

認知症の人を地域で支える事業［高齢社会対策区市
町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 167

キャラバン・メイト養成研修 福祉保健局高齢社会対策部 168

認知症疾患医療センター運営事業 福祉保健局高齢社会対策部 173

認知症専門病棟運営費補助 福祉保健局障害者施策推進部 173

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターへの
支援〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 173

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの整
備〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 174

認知症高齢者グループホーム緊急整備〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 176

共同住宅併設型地域密着型サービス等整備促進事業 福祉保健局高齢社会対策部 176
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認知症デイサービスセンター延長事業[高齢社会対
策区市町村包括補助事業]

福祉保健局高齢社会対策部 177

認知症介護研修事業 福祉保健局高齢社会対策部 177

認知症対策推進事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 180

東京都若年性認知症総合支援センター設置事業【新
規】

福祉保健局高齢社会対策部 180

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターへの
支援〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 183

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの整
備〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 183

認知症の予防・治療法の研究開発の支援 福祉保健局総務部 183

東京都福祉人材センターの運営〈再掲〉 福祉保健局生活福祉部 190

東京都福祉人材センターによる再就職支援事業の実
施〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 190

介護福祉士等修学資金貸与事業〈再掲〉 福祉保健局生活福祉部 190

介護福祉士養成委託訓練〈再掲〉 産業労働局雇用就業部 191

職場体験事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 191

施設介護サポーター事業［高齢社会対策区市町村包
括補助事業］〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 191

住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業〈再
掲〉

福祉保健局生活福祉部 191

新卒者等応援緊急介護人材育成事業〈再掲〉 福祉保健局生活福祉部 191

経営者・チームリーダー層等マネジメント促進事業
〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 191

スキルアップ・定着支援推進研修事業［地域福祉推
進区市町村包括補助事業］〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 191

介護福祉士等修学資金貸与事業〈再掲〉 福祉保健局生活福祉部 195

現任介護職員資格取得支援事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 195

ユニットケア研修等事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 195

訪問介護員等養成研修及び介護職員基礎研修事業者
の指定〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 195

介護職員スキルアップ研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 195

訪問リハビリテーション専門人材育成研修事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 195

在宅医療サポート介護支援専門員の養成〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 195

介護支援専門員実務研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 196

介護支援専門員現任研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 196

介護支援専門員更新研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 196

介護支援専門員再研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 196

主任介護支援専門員研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 196
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主任介護支援専門員を活用した地域のケアマネジメ
ントの向上事業［高齢社会対策区市町村包括補助事
業］【新規】〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 196

地域包括支援センター職員研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 196

スキルアップ・定着支援推進研修事業［地域福祉推
進区市町村包括補助事業］〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 196

介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 197

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人介護福祉士
候補者受入れ支援〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 198

在宅医療相互研修事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

医療連携強化研修事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

在宅医等相互支援体制構築事業【新規】〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

在宅療養支援員養成事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

在宅医療サポート介護支援専門員の養成〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 201

訪問看護ステーション人材確保支援事業【新規】
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 201

訪問リハビリテーション専門人材育成研修事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 201

認知症疾患医療センター運営事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 205

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターへの
支援〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 205

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの整
備〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 205

認知症介護研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 205

キャラバン・メイト養成研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 205

住宅改善事業（バリアフリー化等）［高齢社会対策
区市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 213

あんしん居住制度 都市整備局住宅政策推進部 213

サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度 都市整備局住宅政策推進部 217

東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度 都市整備局住宅政策推進部 217

東京都サービス付き高齢者向け住宅供給助成事業 都市整備局住宅政策推進部 217

東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業 都市整備局住宅政策推進部 217

医療・介護連携型サービス付き高齢者向け住宅モデ
ル事業〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 217

共同住宅併設型地域密着型サービス等整備促進事業
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 218

民間住宅活用モデル事業（仮称） 都市整備局住宅政策推進部 218

第３部
事業名 所管部署

掲載
ページ

第4章

第1節

第2節

第3節

第5章 第1節

シルバーピア事業
都市整備局住宅政策推進部、
都営住宅経営部、
福祉保健局高齢社会対策部

217

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準強化
福祉保健局高齢社会対策部、
都市整備局住宅政策推進部

219
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章 節

主任介護支援専門員を活用した地域のケアマネジメ
ントの向上事業［高齢社会対策区市町村包括補助事
業］【新規】〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 196

地域包括支援センター職員研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 196

スキルアップ・定着支援推進研修事業［地域福祉推
進区市町村包括補助事業］〈再掲〉

福祉保健局生活福祉部 196

介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 197

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人介護福祉士
候補者受入れ支援〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 198

在宅医療相互研修事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

医療連携強化研修事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

在宅医等相互支援体制構築事業【新規】〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

在宅療養支援員養成事業〈再掲〉 福祉保健局医療政策部 200

在宅医療サポート介護支援専門員の養成〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 201

訪問看護ステーション人材確保支援事業【新規】
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 201

訪問リハビリテーション専門人材育成研修事業〈再
掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 201

認知症疾患医療センター運営事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 205

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターへの
支援〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 205

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの整
備〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 205

認知症介護研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 205

キャラバン・メイト養成研修〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 205

住宅改善事業（バリアフリー化等）［高齢社会対策
区市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 213

あんしん居住制度 都市整備局住宅政策推進部 213

サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度 都市整備局住宅政策推進部 217

東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度 都市整備局住宅政策推進部 217

東京都サービス付き高齢者向け住宅供給助成事業 都市整備局住宅政策推進部 217

東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業 都市整備局住宅政策推進部 217

医療・介護連携型サービス付き高齢者向け住宅モデ
ル事業〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 217

共同住宅併設型地域密着型サービス等整備促進事業
〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 218

民間住宅活用モデル事業（仮称） 都市整備局住宅政策推進部 218

第３部
事業名 所管部署

掲載
ページ

第4章

第1節

第2節

第3節

第5章 第1節

シルバーピア事業
都市整備局住宅政策推進部、
都営住宅経営部、
福祉保健局高齢社会対策部

217

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準強化
福祉保健局高齢社会対策部、
都市整備局住宅政策推進部
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章 節

「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供の
あり方指針」の遵守

福祉保健局高齢社会対策部 220

高齢者向け住宅の生活支援サービス公表事業 福祉保健局高齢社会対策部 220

地域包括支援センター職員研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 227

地域支援事業交付金〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 227

主任介護支援専門員を活用した地域のケアマネジメ
ントの向上事業［高齢社会対策区市町村包括補助事
業］【新規】〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 227

シルバー交番設置事業 福祉保健局高齢社会対策部 229

高齢者地域見守り事業［高齢社会対策区市町村包括
補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 229

ふらっとハウス(地域サロン)事業［高齢社会対策区
市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 230

一人暮らし高齢者等安心生活支援事業［高齢社会対
策区市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 230

区市町村の高齢者見守り体制充実に向けた関係者会
議【新規】

福祉保健局高齢社会対策部 230

高齢者住宅支援員研修事業 福祉保健局高齢社会対策部 230

高齢者を熱中症等から守る区市町村支援事業［医療
保健政策区市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 232

高齢者が地域で安心して生活できるための事業［高
齢社会対策区市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 235

高齢者が在宅での生活を続けていくための事業［高
齢社会対策区市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 235

救急医療情報キット事業［高齢社会対策区市町村包
括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 235

地域支援事業交付金〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 235

災害時要援護者避難支援体制整備の推進 福祉保健局総務部 238

住宅防火対策等の推進 東京消防庁防災部 238

災害時要援護者に対する安全対策の充実強化 東京消防庁防災部 238

社会福祉施設等耐震化の推進〈再掲〉
福祉保健局総務部、高齢社会対策
部

238

社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業〈再掲〉 福祉保健局総務部 238

防火対策緊急整備支援事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 238

高齢者交通安全対策推進会議 青少年・治安対策本部総合対策部 240

区市町村交通安全教育担当者実務講習会 青少年・治安対策本部総合対策部 240

参加・体験型の高齢者交通安全教室 青少年・治安対策本部総合対策部 240

シルバーパス用パンフレットへの交通事故防止啓発
記事の掲載

青少年・治安対策本部総合対策部 240

感染症対策指導者養成研修 福祉保健局高齢社会対策部 242

第３部
事業名 所管部署

掲載
ページ

第5章 第1節

第6章 第1節

緊急通報システム事業［高齢社会対策区市町村包括
補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部、
東京消防庁防災部

235

高齢者火災安全システム事業［高齢社会対策区市町
村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部、
東京消防庁防災部

235
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章 節

東京都介護予防推進会議 福祉保健局高齢社会対策部 244

地域支援事業交付金〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 244

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターへの
支援〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 245

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの整
備〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 245

東京都健康推進プラン21評価推進戦略会議の設置 福祉保健局保健政策部 253

糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策事業 福祉保健局保健政策部 253

がん対策事業 福祉保健局保健政策部 253

高齢者権利擁護推進事業 福祉保健局高齢社会対策部 256

日常生活自立支援事業 福祉保健局生活福祉部 256

福祉サービス総合支援事業[地域福祉推進区市町村
包括補助事業]

福祉保健局生活福祉部 257

苦情対応事業 福祉保健局生活福祉部 257

成年後見活用あんしん生活創造事業 福祉保健局生活福祉部 257

長寿社会総合対策（実態把握活動・保護活動・取締
りの推進）

警視庁生活安全部 260

高齢者権利擁護推進事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 260

地域包括支援センター職員研修事業〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 260

高齢者虐待防止対策事業［高齢社会対策区市町村包
括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 260

高齢者の消費者被害防止のための地域におけるしく
みづくりの推進

生活文化局消費生活部 262

高齢者被害防止キャンペーン 生活文化局消費生活部 262

介護事業者への出前講座 生活文化局消費生活部 262

高齢者被害に係る相談体制の強化 生活文化局消費生活部 262

長寿社会総合対策（高齢者保護の推進） 警視庁生活安全部 263

長寿社会総合対策（実態把握活動・広報啓発活動の
推進）

警視庁生活安全部 263

老人クラブ助成事業 福祉保健局高齢社会対策部 269

老人クラブ等活動推進員設置事業 福祉保健局高齢社会対策部 269

老人クラブ友愛実践活動助成事業 福祉保健局高齢社会対策部 269

老人クラブ健康教室事業 福祉保健局高齢社会対策部 269

シルバーパスの交付 福祉保健局高齢社会対策部 269

地域支援事業交付金〈再掲〉 福祉保健局高齢社会対策部 269

元気高齢者地域活動促進事業［高齢社会対策区市町
村包括補助事業］【新規】

福祉保健局高齢社会対策部 269

第３部
事業名 所管部署

掲載
ページ

第6章

第2節

第3節

第7章 第1節
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章 節

東京ボランティア・市民活動センター事業補助 生活文化局都民生活部 269

視覚・聴覚障害者教養講座 教育庁地域教育支援部 270

都民生涯スポーツ大会 スポーツ振興局スポーツ事業部 270

都民スポレクふれあい大会 スポーツ振興局スポーツ事業部 270

シニア健康スポーツフェスティバルの開催 スポーツ振興局スポーツ事業部 270

「全国健康福祉祭（ねんりんピック）」への参加支
援

スポーツ振興局スポーツ事業部 270

高齢者地域見守り事業［高齢社会対策区市町村包括
補助事業］〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 272

ＴＯＫＹＯシニア情報サイトの運営 福祉保健局高齢社会対策部 272

施設介護サポーター事業［高齢社会対策区市町村包
括補助事業］〈再掲〉

福祉保健局高齢社会対策部 272

団塊世代の高齢者の多様な社会参加を促進する事業
［高齢社会対策区市町村包括補助事業］

福祉保健局高齢社会対策部 272

東京しごとセンター事業（高齢者の雇用就業支援） 産業労働局雇用就業部 275

はつらつ高齢者就業機会創出支援事業 産業労働局雇用就業部 275

シルバー人材センター事業 産業労働局雇用就業部 275

高年齢者訓練 産業労働局雇用就業部 275

ＴＯＫＹＯ起業塾 産業労働局商工部 276

創業融資 産業労働局金融部 277

インキュベーション施設の運営 産業労働局商工部 277

定年等就農者セミナー、シニア就農者セミナー 産業労働局農林水産部 277

福祉のまちづくりの普及・推進 福祉保健局生活福祉部 279

ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業 福祉保健局生活福祉部 279

とうきょうトイレ整備事業 福祉保健局生活福祉部 279

コミュニティバスの導入［地域福祉推進区市町村包
括補助事業］

福祉保健局生活福祉部 279

だれにも乗り降りしやすいバス整備事業 福祉保健局生活福祉部 279

鉄道駅エレベーター等整備事業 福祉保健局生活福祉部 279

バリアフリー新法に基づく区市町村の基本構想作成
に関わる支援業務

都市整備局都市基盤部 279

宿泊施設のバリアフリー化支援事業 産業労働局観光部 279

東京ひとり歩きサイン計画 産業労働局観光部 279

わかりやすい案内サインの改良 交通局電車部 279

第３部
事業名 所管部署

掲載
ページ

第7章

第1節

第2節

第3節

道路や公園等の都市施設における福祉のまちづくり
の推進

都市整備局市街地整備部、
建設局道路管理部、道路建設部、
公園緑地部、河川部

279
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第４章 その他 

第１節 東京都高齢者保健福祉計画作成委員会及び東京都高齢者保健福祉計 

画作成委員会起草委員会 審議経過等 

 

 

 

 

 容内議審 日月年催開

第１回 

作成委員会 
平成 23年 5月 16日 

○「東京都高齢者保健福祉計画」の基本的考え方

について 

第２回 

作成委員会 
7 月 5 日 

○「東京都高齢者保健福祉計画」に盛り込むべき

内容について 

第３回 

作成委員会 
7 月 29 日 

○「東京都高齢者保健福祉計画」に盛り込むべき

内容について（その２） 

第１回 

起草委員会 
9 月 6 日 

○東京都高齢者保健福祉計画の現状と課題及び

施策の方向性について 

第２回 

起草委員会 
10 月 18 日 

○「地域における高齢福祉に関わる住民活動等の

事例」の審査について 

第３回 

起草委員会 
11 月 15 日 

○東京都高齢者保健福祉計画の中間のまとめ（素

案）について 

第４回 

作成委員会 
12 月 19 日 

○東京都高齢者保健福祉計画の中間のまとめ（素

案）について 

第５回 

作成委員会 
平成 24年 1月 19日 

○東京都高齢者保健福祉計画の中間のまとめ

（案）について 

 
1 月 27 日 

～2 月 9 日
○「中間のまとめ」パブリックコメントの実施 

第６回 

作成委員会 
2 月 20 日 

○「中間のまとめ」に関するパブリックコメント

の状況について 

○東京都高齢者保健福祉計画（最終案）について
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第４章 その他 
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第２節 東京都高齢者保健福祉計画作成委員会 委員名簿 

＜東京都高齢者保健福祉計画作成委員会 委員名簿＞ 

（五十音順）

所　属　等

秋　山　　　隆 社団法人東京都老人クラブ連合会　事務局長

阿　部　智　子 東京訪問看護ステーション協議会　副会長

◎ 市　川　一　宏 ルーテル学院大学　学長

小　川　久美子 特別区高齢福祉・介護保険課長会（千代田区保健福祉部高齢介護課長）

加　藤　万喜子 公募委員

香　取　眞惠子 一般社団法人日本在宅介護協会　東京支部長

草　薙　　　豊 公募委員

今　　　裕　司 社会福祉法人東京都社会福祉協議会　センター部会部会長

清　水　　　稔
市町村高齢者・介護保険担当課長会（町村部）（檜原村福祉けんこう課長）
平成２３年６月３０日まで

鈴　木　久　弥 市町村高齢者・介護保険担当課長会（市部）（東村山市健康福祉部高齢介護課長）

髙　取　弥三郎
市町村高齢者・介護保険担当課長会（町村部）（檜原村福祉けんこう課長）
平成２３年７月４日から

髙　野　直　久 社団法人東京都歯科医師会　理事

高　原　敏　夫 社会福祉法人東京都社会福祉協議会　高齢者施設福祉部会部会長

冨　井　敏　弘 公募委員

内　藤　佳津雄 日本大学　文理学部心理学科教授

永　田　久美子 認知症介護研究・研修東京センター　研究部副部長

中　山　政　昭 東京都福祉保健局高齢社会対策部長

西　本　裕　子 特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会　理事長

灰　藤　　　誠 社団法人全国有料老人ホーム協会　事務局長

浜　　　佳葉子
東京都福祉保健局企画担当部長
平成２３年８月１日から

林　田　俊　弘 東京都地域密着型サービス事業者連絡協議会　事務局長

日　置　豊　見
東京都福祉保健局企画担当部長
平成２３年７月３１日まで

菱　沼　幹　男 日本社会事業大学　社会福祉学部福祉計画学科講師

平　川　博　之 社団法人東京都医師会　理事

松　永　哲　郎
東京都シルバー人材センター連合　事務局長
平成２３年８月１日から

松　原　信　敏 特別区高齢福祉・介護保険課長会（目黒区健康福祉部高齢福祉課長）

氏　名
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所　属　等

矢田部　裕　文
東京都シルバー人材センター連合　事務局長
平成２３年７月３１日まで

芳　須　保　行 東京都民生児童委員連合会　副会長

○ 和　気　康　太 明治学院大学　社会学部社会福祉学科教授

　◎：委員長、○：副委員長

氏　名

 

 

 

＜東京都高齢者保健福祉計画作成委員会起草委員会 委員名簿＞ 

（五十音順）

所　属　等

○ 内　藤　佳津雄 日本大学　文理学部心理学科教授

西　本　裕　子 特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会　理事長

平　川　博　之 社団法人東京都医師会　理事

◎ 和　気　康　太 明治学院大学　社会学部社会福祉学科教授

　◎：委員長、○：副委員長

氏　名
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第３節 東京都高齢者保健福祉計画作成委員会 設置要綱 

 

平成２３年４月７日 
２３福保高計第７号 
福祉保健局長決定 

 
（目的） 
第１ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の９に基づく「都道府県老

人福祉計画」及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１８条に基づく「都

道府県介護保険事業支援計画」を一体的に検討し、平成２４年度から平成２６年度

までの３か年における東京都の高齢者施策を総括する「東京都高齢者保健福祉計画」

（以下「高齢者計画」という。）の作成を目的として、「東京都高齢者保健福祉計画

作成委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（検討事項） 
第２ 委員会は、高齢者計画に関し、次の事項を検討する。 
 （１）東京都の高齢者施策に係る政策目標と課題 
 （２）介護保険対象サービスに係る現状及び今後の量の見込み 
 （３）介護保険対象サービスを提供するための基盤の確保及び質の向上 
 （４）介護保険対象サービスの円滑な提供を図るための事業 
 （５）その他必要な事項 
 
（構成） 
第３ 委員会は、学識経験者、都民団体、事業者団体、区市町村、都民等のうちから、

福祉保健局長が委嘱する２６名以内の委員で構成する。 
 
（委員の任期） 
第４ 委員の任期は、平成２４年３月３１日までとする。 
２ 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（委員長） 
第５ 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員会は、会務を総括し、委員会を代表する。 
３ 委員長は、副委員長を指名することができる。 
４ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 
 
（招集等） 
第６ 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員長は、第３に定める者のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。 
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（専門部会） 
第７ 委員会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会は、委員会が定める事項について調査・検討する。 
３ 専門部会の専門部会長及び専門部会委員は、委員会の委員のうちから委員長が指

名する。 
４ 専門部会長は、専門部会の会議を主催する。 
５ 専門部会長に事故があるときは、あらかじめ専門部会長が指定する者がその職務

を代理する。 
 
（専門部会の招集等） 
第８ 専門部会は、専門部会長が招集する。 
２ 専門部会長は、必要があると認めるときは、関係者に専門部会への出席を求め、

その意見を聞くことができる。 
３ 委員長は、専門部会に出席し、発言することができる。 
 
（幹事） 
第９ 委員会における調査・研究の充実及び効率化を図るため、委員のほかに幹事を

設置する。 
２ 幹事は、福祉保健局長が任命する。 
３ 幹事は、委員会及び専門部会に出席し、調査・検討に必要な情報を提供する。 
 
（会議の公開） 
第１０ 委員会及び専門部会の会議は、公開で行う。ただし、委員長又は委員の発議

により出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。 
 
（報告） 
第１１ 委員会は、検討を終了したときは、その結果について福祉保健局長に報告す

るものとする。 
 
（庶務） 
第１２ 委員会の庶務は、福祉保健局高齢社会対策部計画課において処理する。 
 
（その他） 
第１３ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が

定める。 
 

附 則 
１ この要綱は平成２３年４月７日から施行する。 
２ この要綱は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。
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第４節 区市町村 協議経過等 

 

 

開催日 項目 主な議題・内容 

平成 23 年 

6 月 20 日 

～8月 29日 

介護保険事業計画に関す

るヒアリング 

（区市町村別） 

○介護給付等対象サービス量の見込みと実績に

ついて 

○介護保険施設等の整備について 

○介護保険事業計画作成に当たっての考え方、

課題等について 

7 月 13 日 
介護保険事業計画策定に

係る区市町村説明会 

○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を

確保するための基本的な指針の改正（案）に

ついて 

○介護保険料について 

○介護予防・日常生活支援総合事業について 

10 月 25 日 

～11 月 9 日 

介護保険事業計画担当者

意見交換会 

（老人福祉圏域別） 

○必要入所（利用）定員総数について 

○介護給付等対象サービス量の見込みについて

○介護保険事業計画策定の進捗状況について 

平成 24 年 

1 月 13 日 

東京都高齢者保健福祉計

画に関する説明会 

○東京都高齢者保健福祉計画の作成経過と計画

の趣旨・考え方等について 

○介護保険施設等の必要入所（利用）定員総数

の広域調整の設定について 

○老人福祉圏域別のデータ掲載について 

○介護給付等対象サービス量の見込みについて
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