
 

 

 

５ 福祉・保健・医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 三位一体の改革に伴う国民健康保険制度への都

道府県負担の導入 
 

提案要求先 厚生労働省 

都 所 管 局 福祉保健局 

 

昨年、三位一体の改革において、国民健康保険制度への都道府県負

担の導入が唐突に提案され、平成１７年度から実施されることとなっ

た。 

国民健康保険制度における財政負担の問題は、本来、社会保障審議

会の医療保険部会において、医療保険制度全体の制度設計と一体的に

検討されるべきものであり、今回のような地方の意に反し、財政負担

のみ先行した一方的な実施は、断じて容認できないものである。 

したがって、新たに導入した都道府県負担については、 

 

１ 現在審議中の社会保障審議会の医療保険部会における検討結果を

踏まえ、適切な見直しを行うこと。 

 

２ 今後の医療費の将来負担に十分見合うよう、確実な財源措置を行

うこと。 

 

３ 保険基盤安定制度における都道府県負担割合の引き上げは、都道

府県の役割や権限の強化とは無縁の単なる国負担の転嫁であり、従

来の負担割合に戻すこと。 
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２ 脱法ドラッグ対策の推進 

 

提案要求先 厚生労働省  

都 所 管 局 福祉保健局  

 

 いわゆる脱法ドラッグの乱用は、拡大・深刻化が懸念されてお

り、乱用実態や危険性、青少年に及ぼす広範な悪影響などは看過

できない状況にあることから、脱法ドラッグ規制の実効性を上げ

るため、以下の対策を講じること。 

 

１ 脱法ドラッグの規制が確実に実施されるよう、麻薬への追加

指定を含め早期の法整備を図ること。 

 

２ 新規薬物の分析・評価試験体制を充実・強化すること。 

 

３ 脱法ドラッグの実態を確実に把握するため、試買調査の規模

を拡大すること。 

 

４ インターネットによる販売など、不明な点が多い脱法ドラッ

グの流通状況を把握するための情報網を整備すること。 
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３ 保育所制度の抜本的改革 

 

提案要求先 厚生労働省 

都 所 管 局 福祉保健局 

 

現行制度下の認可保育所は延長保育、零歳児保育など、大都市東

京が抱える切実な保育ニーズに的確に応えられていない。 

これは、現在の保育所制度が公立と社会福祉法人を中心とした全

国で画一的な制度になっているためであり、利用者本位の保育を実

現するためには、多様な事業者の参入とサービスの競い合いを促す

制度へと改める必要がある。 

また、公立保育所については、運営費が一般財源化されたにもか

かわらず、施設基準など画一的な規制についてはなお存続しており、

これは地方分権の推進を目的とした三位一体の改革の趣旨に反する

ものである。民間保育所を含めて、こうした画一的な規制を見直し、

地域特性に応じた地方公共団体の裁量を拡充していくべきである。 

具体的には保育所制度について、以下の改革を行うこと。 

 

１ 大都市住民のニーズに即した新たな保育所として、都が創設し

た認証保育所を制度的に認めること。 

 

２ 現行の認可保育所制度については、「保育に欠ける」要件を利

用者の実態に即して見直すとともに、多様な事業者の参入を促し、

サービスの競い合いによる利用者本位の制度となるよう、次のよ

うな改革を行うこと。 

（１） 保育所の利用方法については、現行の区市町村への利用申

込方式を改め、希望する利用者がニーズに応じて直接契約す

ることも可能となるような制度とすること。 

（２） 保育料は、一定の基準の下に、保育所が自由設定できるよ

うにすること。 

（３） 施設整備については民間事業者も次世代育成支援対策施設

整備交付金の対象とすること。 

（４） 大都市特性に応じた面積基準の一層の緩和や、保育士以外
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の資格を持つ人材の有効活用が可能となるよう保育従事職員

の資格基準の緩和、調理職員についての短時間勤務職員の導

入など、運営上の様々な創意工夫が可能となる制度に改善す

ること。 

 

３ 国において平成１７年度にモデル事業を行い、職員配置などの

具体的内容について検討することとされている総合施設について

は、保育所制度の改革に資するよう、地方公共団体独自の保育施

策を踏まえ、地域の実情や住民のニーズに対応した施設の設置運

営が可能な制度となるよう、施設設備や職員資格等の基準を柔軟

なものにするとともに、必要な財源措置を講じていくこと。 
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参  考 

 

【認証保育所制度】 

 

○ 認証保育所制度の基準及び特徴 

①  零歳児保育の実施 

②  定員の５割以上は低年齢児（０～２歳）を対象 

③  １３時間以上の開所 

④  利用者と保育所の直接契約 

⑤  保育料の自由設定（国の徴収基準を上限） 

⑥  面積及び職員の配置基準は国基準と同等を基本に弾力化 

 

○ 規模 

区分 認証保育所 

（H17.4.1現在） 

認可保育所 

（H17.4.1現在） 

施設数 

271所 

Ａ型 197所 

Ｂ型 74所 

1,635所 

公立 1,006所 

私立  629所 

総定員 

8,045人 

Ａ型 6,513人 

Ｂ型 1,523人 

160,616人 

公立 98,321人 

私立 62,295人 

      ※ Ａ型：駅前に設置することを基本とし、大都市特有の多様なニー

ズに応える。              （設置主体：民間事業者等） 

       Ｂ型：保育室制度からの移行を中心とし、小規模で家庭的な保育 

を行う。                  （設置主体：個人） 

 

○ 零歳児保育及び１３時間開所の平成１７年度実施状況 

区分 認証保育所 認可保育所 

零歳児保育 100％ 
73％ 公立 65％ 

    私立 85％ 

１３時間開所 100％ 

7％  公立 4％ 

    私立 13％ 

（２時間以上延長） 
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４ 医療保険制度の改革 

 

提案要求先 厚生労働省 

都 所 管 局 福祉保健局 

 

１ 急速な少子・高齢化、低迷する経済状況、医療技術の進歩や国民

の意識の変化など、国民の生命と健康を支える医療制度を取り巻く

環境は大きく変化している。こうした環境の変化に対応するため、

医療制度改革を一層推進すること。 

  特に、今後実施が予定されている医療保険制度の改革に当たって

は、 

（１） 国民健康保険制度が、国民皆保険制度の根幹をなすものであ

ることを踏まえ、制度運営が健全かつ円滑に行われるよう、被

保険者の構成等に起因する財政基盤のぜい弱性などの構造的な

問題に対する解決策を示すこと。 

（２） 国民、地方公共団体の意見を十分踏まえた上で、新しい高齢

者医療制度を含めた医療保険制度全般の具体的な将来像と改革

に向けた道筋を早急に示すこと。 

（３） 医療保険制度全般の具体的な将来像を示すことなく、医療保

険制度における財政負担を地方公共団体に転嫁しないこと。 

 

２ 国民健康保険における医療費助成制度に対する国庫支出金減額調

整制度を廃止すること。 

 

 

参  考 

 

２ 国民健康保険における福祉医療費助成制度に対する国庫支出金減

額調整に係る都費による補填状況(平成１６年度) 

（単位：千円） 

減額調整費合計 2,638,656 

老人医療費助成制度 1,584,964 

心身障害者医療費助成制度 926,494 

 

難病医療費助成制度 127,198 
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５ 少子社会対策の推進 

 

提案要求先 厚生労働省         

都 所 管 局 福祉保健局・病院経営本部  

 

１ 次世代育成支援対策の推進 

急速な少子化の進行は、今後の我が国の社会経済活動に深刻な

影響を与えるものであることから、次世代育成支援対策として、

地域における子育て支援策の充実を図るため必要な財源を十分確

保するとともに、労働環境の整備や保育対策の充実など仕事と子

育てを両立するための対策を講じること。 

（１） 低年齢児保育に対する補助制度を拡充すること。 

（２） 延長保育事業や子育て短期支援事業などについて、区市町

村が円滑に事業実施できるよう、評価ポイントを実態に見合

うよう引き上げること。 

（３） 放課後児童健全育成事業については、補助基準額の引き上

げとともに、区市町村が地域のニーズに合わせて実施できる

よう、事業を拡充すること。 

 

２ 児童虐待防止対策の充実 

  乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設やすべての一時保護 

 所で、虐待により心に傷を持つ子どもに対し、継続した十分なケ 

アを行うため、心理職員を配置できるよう、補助基準額の引き上 

げや補助要件を緩和すること。また、児童自立支援施設について 

も、被虐待児等に対し適切な処遇を図るため、心理職員を配置で 

きるよう、補助制度を創設すること。 

 

３ 児童福祉施設等の充実 

（１） 老朽化した保育所、母子生活支援施設、児童養護施設、児

童自立支援施設、乳児院及び児童相談所の一時保護所などの

児童福祉施設について、居住環境の改善や個別的なケアが必

要な子どもに適切に対応するための個室化など、計画的な増

改築等に必要な予算を確保すること。 
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（２） 老朽化した婦人相談所の一時保護所及び婦人保護施設につ

いて、居住環境を改善するため、増改築等に必要な予算を確

保すること。 

 

４ 家庭的養護施策の充実 

 地域小規模児童養護施設の箇所数を拡大するとともに、１本体

施設における複数設置を認め、施設運営に支障を来すことなく職

員の増配置が図られるよう運営費の基準を引き上げること。また、

賃借方式による施設に対する家賃補助制度を創設すること。 

 

５ 自立支援策の充実 

 施設退所や、里親委託解除後、就職又は進学時の身元保証や、

アパート賃借時の連帯保証、生活福祉資金の貸付時に必要な連帯

保証人などになる施設長や里親などに対しての資金援助制度を創

設すること。 

 

６ 児童扶養手当国庫負担金の負担割合の堅持 

  児童扶養手当制度は、その支出額や支出基準について、国が定

めた基準に基づき一律に実施している制度である。したがって、

児童扶養手当国庫負担金については、現在の負担割合を堅持する

こと。 

 

７ 母子医療体制の充実 

周産期医療に対する補助制度及び診療報酬を充実すること。 

（１） 地域周産期母子医療センターについても、周産期母子医療

センター運営費補助の対象とすること。 

（２） 母子医療施設整備補助の予算を増額するとともに、補助基

準額を引き上げること。 

（３） 周産期医療に係る診療報酬制度について、以下の拡充を図

ること。 

ア 新生児特定集中治療室管理料及び総合周産期特定集中治療

室管理料に係る診療点数の改善・算定日数の延長など、診療

報酬を充実すること。 

イ 地域周産期母子医療センターが、集中治療管理が必要な妊
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産婦の入院治療を行った場合、総合周産期母子医療センター

に準じた診療報酬を算定できる項目を創設すること。 

ウ 新生児集中治療管理室の後方病床について、人員配置に見

合った診療報酬が算定できる項目を創設すること。 

エ 新生児専用ドクターカーなどにおいて、新生児の搬送中に

行う医学的管理の診療報酬制度を確立すること。 

 

８ 小児医療体制の整備推進 

（１） 小児医療、小児救急医療の不採算性を解消するため、診療

報酬制度を抜本的に改善すること。 

（２） 小児（救急）医学カリキュラムの整備・充実により、小児

科医師を養成・確保すること。 

（３） 特に需要の高い準夜間帯の小児初期救急医療については、

地域の実情に応じた効果的な体制確保ができるよう支援策を

講じること。 

（４） 小児の二次及び三次救急医療対策については、保健医療提

供体制整備交付金及び保健医療提供体制推進事業の創設に当

たり十分な財源を措置するとともに、地域の実情に応じた都

道府県独自の取組を十分に考慮した算定基準とすること。 

（５） 都道府県における小児医療のセンター的機能を担う医療機

関の整備を計画的に進めるとともに、補助制度を拡充するこ

と。 
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参  考 

 

１ 次世代育成支援対策の推進 

（１）低年齢児保育補助制度の拡充 

【都の零歳児の入所状況等(H17.4.1現在)】 （単位：人） 

取扱人員 入所児童数 待機児童数 

11,975 10,339 
○新    546 

○旧  1,333 

 

【零歳児保育対策予算額】       （単位：千円） 

 平成16年度 平成17年度 

東京都予算額 2,757,613 2,799,420 

国庫補助金（※）   179,164 8,283 

 ※ 東京都歳入予算額 

 

（２）延長保育事業の評価ポイントの引き上げ 

【延長保育事業の補助基準額例（30分延長の場合の1か所当たり年額）(平成16年度）】

              （単位：千円） 

 

 

 

※ 平成１７年度は、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）

に再構築された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都加算（定額） 600 

国庫補助金（定額）（※） 300 
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（３）放課後児童健全育成事業の補助基準額の引上げ及び障害児へ

の対応など 

【補助基準額（平成１７年度）】 

  東京都 国 

登録10～19人クラブ 
国基準に１人当たり 

年額96,500円を加算 

１クラブ当たり 

年額1,134千円 

登録20～35人クラブ 
国基準に１人当たり 

年額67,500円を加算 

１クラブ当たり 

年額1,686千円 

基 

本 

登録36人以上クラブ 
国基準に１人当たり 

年額40,000円を加算 

１クラブ当たり 

年額2,643千円 

障害児加算 
１人当たり 

年額404千円を加算 

１クラブ当たり 

年額  689千円 

時間延長加算 同 右 
１クラブ当たり 

年額  310千円 

 

【障害児加算の補助対象（H17.8.1 現在）】 

 東京都 国 

補助要件 
障害児が登録されてい

る場合 

２人以上の障害児が登

録されている場合 

補助対象施設数 ３２３クラブ １９８クラブ 

 

２ 児童虐待防止対策の充実 

乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・一時保護所の心理

職の充実 

【現在の国の対策】 

事   業 内   容 備   考 

一時保護所への

心理職員の配置 

１施設当たり 

年額1,634千円
中央児相付設の一時保護所（１か所）

心理療法担当職

員雇上費加算 

（児童養護施設・乳児院） 

１施設当たり 

年額2,209千円

虐待等の理由により心理療法が必要

と児童相談所長が認めた児童が10名

以上入所していること。 

心理療法担当職

員雇上費加算 

（母子生活支援施設） 

１施設当たり 

年額2,209千円

ＤＶ、虐待等の理由により心理療法

が必要と福祉事務所長が認めた母子

が合計10人以上入所していること。

- 187 -



４ 家庭的養護施策の充実 

【地域小規模児童養護施設(H17.9.1現在)】 

 都（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設型） 国（地域小規模児童養護施設）

設 置 

箇所数 

３２ 

（自己所有６、借家２６）

１００（東京都１９か所） 

（自己所有９ 、借家１０） 

 

５ 自立支援策の充実 

児童自立生活援助事業にかかる補助額の引上げ 

【国庫補助事業の現状】 

事業名 基準額 職員配置 

児童自立生活援助事業 

運営費 

対象人員１０人以上 

７，３０６千円

対象人員１０人未満 

５，１９１千円

非常勤 ２名 

地域小規模児童養護施設 
一般事務費 

   １７，００３千円

常勤  ２名 

非常勤 １名 

 

７ 母子医療体制の充実 

（１）周産期母子医療センター運営費補助 

○ 都及び国の予算比較（平成１７年度） 

区  分 都 国 

総合周産期母子医療センター 185,563 千円（8 施設） 17 年度以降統合補助金

地域周産期母子医療センター  58,599 千円（8 施設） 補助対象外 

 

（２）母子医療施設整備補助 

○ 国の補助基準額及び周産期母子医療センターの工事契約実績 

区  分 単  価 

国庫補助基準(17 年度実施分) 144,100 円／㎡又は 165,000 円／㎡ 

14 年度契約実績 329,276 円／㎡  
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（３）周産期医療に係る診療報酬制度 

ア 現行の診療報酬 

 ・新生児特定集中治療室管理料  ８，５００点 

  ２１日（出生児体重１，０００ｇ未満は９０日、１，０００ｇ以上 

１，５００ｇ未満は６０日）を限度として算定 

 ・総合周産期特定集中治療室管理料 

 １）母体・胎児集中治療室管理料 ７，０００点 

  妊産婦である患者に対して１４日を限度として算定 

 ２）新生児集中治療室管理料   ８，６００点 

   ２１日（出生児体重１，０００ｇ未満は９０日、１，０００ｇ以上 

１，５００ｇ未満は６０日）を限度として算定 

 

東京都周産期母子医療センターにおけるＮＩＣＵ入院時入院日数 

平成１２年 平成１３年 平成１４年 
1,000ｇ未満 

出生体重 入院期間 出生体重 入院期間 出生体重 入院期間

平   均 771ｇ 96 日 749ｇ 106 日 748ｇ 105 日

 

平成１２年 平成１３年 平成１４年 1,000ｇ以上 

1,500ｇ未満 出生体重 入院期間 出生体重 入院期間 出生体重 入院期間

平   均 1,268ｇ 69 日 1,262ｇ 73 日 1,274ｇ 73 日

 

イ 平成１６年度東京都周産期母子医療センター患者実績 

区   分 総合（9 施設） 地域(10 施設) 計 

母体搬送受入件数 880 件 785 件 1,665 件 

１ｾﾝﾀｰ平均受入件数 98 件 65 件 79 件 

      注：地域周産期母子医療センターのうち小児病院(2 所)は除く  
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ウ 新生児集中治療管理室の後方病床の施設基準 

区 分 施 設 整 備 看 護 職 員 配 置 基 準 

周産期母子医療

センターの後方

病床の基準 

新生児集中治療管理室

の２倍以上を有するこ

とが望ましい。 

常時８床に１人の看護師が勤

務していること。 

医科診療報酬制

度における基準

（小児入院医療

管理料） 

新生児の入院医療管理

に必要な装置・器具等

を常時備えているこ

と。 

常時入院患者の数が６又は端

数を増す毎に１人以上の看護

師が勤務していること。 
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８ 小児医療体制の整備推進 

（１）診療報酬制度 

   平成１６年度改定では、一定の改善が図られたが一層の改善が望まれる。 

   （１６年度における主たる改定項目） 

   ・小児入院医療管理料の要件見直し 

   ・地域連携小児夜間・休日診療料の算定要件緩和 

   ・入院医療管理料の見直し 等 

 

（２）小児科医師の養成確保 
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人

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000

4,100

4,200

4,300
人

医師総数 小児科医師数

○小児科医師の減少傾向 

→休日や夜間の専門医療スタッフの確保が困難 

○ 診療に手間がかかる。 

→不採算性が強い。 

○ 東京都救急医療対策協議会（平成 12 年 9 月）提言 

→小児科医師の養成・確保対策や診療報酬制度の抜本

的な改善が必要であり、国に要望する必要がある。 

平成 12 年度 4,012 人の

小児科医のうち、 

60 歳以上が 1,776 人で

全体の 44%を占める。 
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（４）小児救急医療体制の整備 

 （ 国 ） （ 都 ） 

二次救急 

・小児救急医療支援事業 

 二次医療圏単位で当番制により 

対応可能な病院を確保 

○ 休日・全夜間診療事業 (小児) 

固定・通年制で小児科医師が診療、 

都内約 50 施設確保 

三次救急 

・小児救急専門病床確保事業 

救命救急センターに小児専門 

ICU 整備（18 年度予算概算要求）

○ 小児三次救急医療ネットワーク〔都単〕

初期・二次・三次救急医療機関が 

円滑に連携する体制を構築する 

 

（５）都立小児総合医療センターの設置 

   平成１５年１月に策定した「都立病院改革実行プログラム」では、小児医療に

関し、心から身体に至る総合的で高度・専門的な医療を提供するセンター的機能

を担う中核的小児医療機関として、「小児総合医療センター」を整備することと

している。 

    センター的機能：(1)小児特殊医療（がん、心臓病、腎臓病等） 

                   (2)小児救急医療 

                        (3)小児精神医療 

                        (4)周産期医療 
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６ 高齢社会対策の推進 

 

提案要求先 厚生労働省 

都 所 管 局 福祉保健局 

 

 １ 介護保険制度改革の円滑な実施 

介護保険制度を将来にわたり国民に信頼される持続可能なもの

としていくため、今後の政省令等による制度の詳細の設計に当た

っては、地方公共団体が地域の実情に応じて柔軟に対応できるよ

う裁量を拡大するなど、地方分権を一層推進しつつ制度改革を円

滑に実施する観点から、以下の事項について実現すること。 

（１）総合的な介護予防の推進 

新予防給付の対象者に対し必要な生活援助などの支援を確保

するとともに、介護予防サービスにかかわるスクリーニング体

制の整備や人材の養成、普及啓発など介護予防の取組を総合的

に推進すること。 

（２）地域における包括的な支援体制の整備 

政令で定めることとされている地域支援事業の財政規模につ

いて、現行の老人保健事業、介護予防・地域支え合い事業及び

在宅介護支援センター運営事業によるサービス水準を下回るこ

とがないよう、適切な水準とすること。特に、地域包括支援セ

ンターの運営に係る経費については、専門性の高い人材を安定

的に確保できるよう、十分な財政措置が図られる仕組みとする

こと。 

（３）ケアマネジメントの充実 

ケアマネジメントの公正・中立性と独立性を確保し、質の高

いケアマネジメントの実現を図るため、介護支援専門員の担当

件数の見直しや兼務の制限など、実効性ある対策を講じること。 

（４）サービスの質の確保・向上 

   認知症高齢者のケアなど新たなニーズに的確に対応できる人

材を養成するとともに、「介護サービス情報の公表」の実施に

当たっては、福祉サービス第三者評価制度の仕組みを活用する

など、サービスの質の確保・向上を図るための取組を進めるこ
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と。 

（５）保険料に係る所得段階の見直し 

   第１号保険料の低所得者に係る新たな所得段階の基準設定に

当たっては、被保険者に申告を求めるなどの新たな負担が生じ

ないよう、既存の税情報や公的年金情報の活用により公平かつ

明確に区分できる仕組みとすること。 

（６）低所得者に対する利用者負担軽減措置の見直し 

 対象サービス及び事業主体を限定して実施している「社会福

祉法人による利用者負担軽減制度」に代え、全サービス、全事

業主体を対象とする仕組みを制度化すること。 

（７）保険者の責によらない財政上の不均衡の是正 

大都市特有の課題である住所不定者の集中に起因する過重な

財政負担などの保険者間の財政上の不均衡を是正するため、調

整交付金の算定要素に含めるなどの仕組みを制度化すること。

特に、養護老人ホームに住所地特例を導入することに伴い、住

所不定であった養護老人ホーム入所者が、新たに介護保険施設

へ入所する場合等に、養護老人ホームへの措置権者であった区

市町村の過大な財政負担が生じることについて、具体的な対策

を講じること。 

（８）大都市の実情や事業者の経営実態に見合う介護報酬の改定 

   次期介護報酬改定に当たっては、サービスの質の維持・向上

を図る観点から、大都市の実情や事業者の経営実態に見合う報

酬水準とすること。 

 

２ 大都市特性を踏まえた基盤整備の促進 

 大都市特性など地域の実情に応じた柔軟かつ計画的な基盤整備

が可能となるよう、規制緩和を推進して多様な事業者の参入によ

るサービスの質と量の確保を図るとともに、「地域介護・福祉空

間整備等交付金」の創設の趣旨である地方公共団体の裁量の拡大

を図る観点から、以下の事項について実現すること。 

（１）規制緩和の推進 

   特別養護老人ホームの参入規制について、設置・運営主体の

多様化などによるサービスの質の向上と量の確保を図るため、

一層の規制緩和を行うこと。 
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（２）地域密着型サービスの基準の弾力化 

   地域密着型サービスの指定基準については、一定の範囲内で

区市町村が変更できることとされているが、特に、小規模多機

能型居宅介護の定員や登録者数、認知症高齢者グループホーム

のユニット数などについて、全国一律に規制するのではなく、

地域の実情に応じて柔軟に設定できるものとすること。 

（３）「地域介護・福祉空間整備等交付金」の改善 

   社会福祉施設の整備に係る既存の補助・負担金を廃止して創

設された「地域介護・福祉空間整備等交付金」について、地域

の実情に応じた計画的な基盤整備を着実に促進する観点から、

必要な改善を図ること。 
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参  考 

 

１ 介護保険制度改革の円滑な実施 

（６）「社会福祉法人による利用者負担軽減制度」における国制度

と都制度との比較 

区 分 国制度 都制度 

対象サービス 

４種類 

・訪問介護 

・通所介護 

・短期入所生活介護 

・指定介護老人福祉施設

における施設サービス

９種類 

 国制度に加え、 

・訪問入浴介護 

・訪問看護 

・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

・通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

・短期入所療養介護 

事業主体 社会福祉法人、区市町村 すべての事業者 

 

（７）養護老人ホーム被措置者数に占める住所不定者の割合が 

高い区市町村 

区市町村 
被措置者数（ａ）

（人） 

住所不定者数（ｂ）

（人） 

構成割合（ｂ／ａ）

（％） 

Ａ区 ３５０ ２７２ ７７．７ 

Ｂ区 ２８４ １８８ ６６．２ 

Ｃ市  ４５  ２６ ５７．８ 

Ｄ区 １５３  ８０ ５２．３ 

※ 平成１６年４月１日現在 

※ 構成割合が５０％を超える区市町村について記載 

※ 住所不定者の措置費については、平成１６年度まで、国１/２、都１/２で 財

政負担 
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７ 障害者施策の推進 

 

提案要求先 厚生労働省 

都 所 管 局 福祉保健局 

 

１ 障害者の地域における自立を支援する制度の構築 

  障害保健福祉施策の改革を進めるに当たっては、真に障害者の

自立支援に資する制度となるよう、都や区市町村とのこれまでの

意見交換を十分に踏まえ、下記の事項について方策を講じるこ

と。 

（１） 施設整備や自立支援給付の水準確保等のサービス基盤の整

備について、国が積極的に財政支援を行うこと。 

（２） 福祉サービスの一元化に伴うサービス体系の再編について

は、現在の利用者が施設等からの退所や転居を余儀なくされ

ることのないよう柔軟な対応を行うこと。 

（３） 障害者がもっと働ける社会をつくるために、企業での職場

実習や、法定雇用率を達成した企業の社会的評価を高める方

策等、企業と連携した取組を行うこと。 

（４） 福祉サービスを受ける際の手続きや基準の透明化と明確化

のため、公正で客観性があり、知的障害や精神障害など障害

の多様性に十分対応した信頼性の高い障害程度区分を用い

ること。 

（５） 国の財政負担義務化に当たっては、区市町村が多額の超過

負担を強いられないよう、その負担根拠となる基準額にはサ

ービス提供の実態を十分反映すること。 

（６） 良質なサービスを提供する小規模作業所等については、新

たな障害福祉サービス体系において、その柔軟な機能が発揮

できるよう位置付けるとともに、新たな施設体系への移行が

スムーズに行えるよう、必要な措置を講じること。 

 

２ サービス基盤の整備 

  現行の施策体系下においても、障害者自らが必要なサービスを

選択し利用するという、支援費制度の理念を実現できるよう、サ
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ービス基盤整備や居宅生活支援事業等について、安定的な財源を

国が責任を持って確保すること。具体的には以下の方策を講じる

こと。 

（１）  積極的にサービス基盤整備に取り組み、サービス水準の

向上を図る区市町村を支援するため、区市町村の支援費の

支給実績に見合った額の国庫補助金を確保すること。特に、

居宅介護事業（ホームヘルプサービス）、地域生活援助事

業（グループホーム）などにおいて、必要額を確保するこ

と。 

（２）  グループホームなどの居宅生活支援費について、大都市特

性を踏まえた適切な水準とすること。 

（３） 社会福祉施設等の整備 

ア 障害者（児）施設の整備については、国の新障害者プラン

に基づく通所授産施設及びデイサービスセンターの整備に

係る十分な予算措置を講じること。また、入所施設について

は、地域移行を促進し、地域の居宅サービスの拠点として位

置付けられる、真に必要な施設の新規採択及び大規模修繕の

実施の抑制を行わないこと。 

イ 設置者等の超過負担の解消を進めるとともに、施設整備費

へ統合されていない設備整備費についても補助対象とし、必

要額を確保すること。 

ウ グループホームなど地域における居住の場について、補助

の対象とすること。 

 

 

参  考 

 

２  サービス基盤の整備 

 

【居宅生活支援費（ホームヘルプサービス）国庫補助】           

（単位：千円） 

区市町村補助申請額 国庫補助決定額 国庫補助不足額 

10,009,857 8,794,912 1,214,945  

※ 平成１６年度 
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【知的障害者地域生活援助支援費（グループホーム）補助単価】          

（単位：円／月） 

障害程度区分     国     都 

区 分 １ １４４，３５０ ２１３，５２０ 

区 分 ２ ７２，１７０ ９３，１１０ 

※ 単価は区部、入居定員４人の場合 

 

【短期入所支援費補助単価】             （単位：円／日） 

障害程度区分 国 都 

区 分 １ ８，４１０ １１，０３０ 

区 分 ２ ７，６３０ ９，９３０ 

区 分 ３ ４，８１０ ９，４７０ 

※ 単価は区部、知的障害者の場合 

 

【「障害者地域生活支援緊急３か年プラン」による整備計画】              

種   別 平成１７年度まで 

地域における居住の場  ２，３８９人    

在宅サービスの充実    ５１１人    

日 中 活 動 の 場 １０，１３８人    

入 所 施 設   ７，０８５人    

合   計 ２０，１２３人    

 

【施設整備費補助基準】                 （単位：千円） 

本体工事費（定員１人当たり）  

種   別 

 国 都 

身体障害者通所授産施設 ３，３２０ ３，７００ 

知的障害者更生施設（入所） ４，８３０ ５，５００ 

知的障害者更生施設（通所） ２，２４０ ２，４００ 
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８ 生活福祉施策の推進 

 

提案要求先 厚生労働省             

都 所 管 局 福祉保健局・都市整備局・産業労働局  

 

１ 生活保護費国庫負担金の負担割合の堅持 

  生活保護制度は、憲法の理念に基づき、国が自らの責任の下、

すべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する

制度であり、その財源についても、本来ならばすべてを国が義務

的に負担すべき性格のものである。したがって、生活保護費国庫

負担金については、少なくとも現在の負担割合を堅持すること。 

 

２ 路上生活者対策の推進 

  大都市を中心とする我が国全体の問題である路上生活者問題を

解決するため、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置

法」に定める施策の目標の実現に向け、明確な国の責任の下、福

祉、雇用、保健・医療、住宅等にわたる総合的な対策を行うとと

もに、必要かつ十分な財政措置を行うこと。 

  とりわけ、ホームレス自立支援事業については、事業運営の実

態を考慮し、制度を拡充するとともに補助基準額の大幅な引き上

げを行い、東京における路上生活者対策の実情に見合うものとす

ること。 

  また、都と特別区が共同で独自に実施している地域生活移行支

援事業についても、特に就労対策や住宅対策などに対し、十分な

財政措置を講じること。 
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参  考 

 

２ 路上生活者対策の推進 

 

【自立支援事業（平成１７年度）】 

                       （単位：千円） 

施設運営費見込み 国庫補助（推計） 都区負担額 都負担額 

  2,076,124 570,596 1,505,528 752,764 

 国の基準では、給食費、人件費、事務費等の単価及び対象が必要性を満た

していない。また、自立支援費（就職決定後に必要な支度品や転宅費）等が

計上されていない。 

 

 【地域生活移行支援事業（平成１７年度）】 

                       （単位：千円） 

生活サポート業務委託 面接相談・地域生活

のサポート 

 

82,933

宿泊援護業務委託 借上げ住居移行前の

期間の宿泊援護 

 

22,552

居住支援業務委託 借上げ住居の確保  

754,494

就労支援業務委託 臨時就労の紹介及び

再就職支援 

 

70,879

地域生活就労支援等 都立施設等環境美化

事業 

 

33,128

健康診査委託 借上げ住居移行前の

健康診断等 

 

21,279

本部経費等      

 3,114

         

     計 

  

988,379
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９ 感染症対策の充実 

 

提案要求先 内閣官房・法務省・厚生労働省・国土交通省  

都 所 管 局 福祉保健局・総務局・港湾局         

 

重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）や新型インフルエンザの集団

発生、天然痘テロ発生等が危ぐされる現状を踏まえ、感染症健康危

機管理の観点から、新興・再興感染症をはじめとする感染症対策の

更なる充実強化を図るため、以下の方策を講じること。 

 

１ 新感染症及び一類感染症等に対応できる専門医の確保や感染症

病室の整備運営、感染防止資器材の確保等について、地方公共団

体に過重に負担が生じないよう、地域の実情にあった国庫補助を

行うなど、積極的支援を図ること。 

 

２ 新興感染症や原因不明疾患等の発生を早期に把握するシステム

を充実させるとともに、発生時に迅速かつ的確な対応がとれるよ

う、治療薬、ワクチンの開発を推進すること。また、国が主体的

に抗インフルエンザ治療薬の備蓄を行うなど、予防対策を充実す

ること。               （以上、厚生労働省） 

 

３ 検疫体制を充実強化し、病原体の国内侵入を未然に防止するこ

と。また、感染の疑いのある不法入国者等に対する隔離・収容等

の防疫措置について、行動制限が行えるよう法令を整備するとと

もに、収容施設を整備するなど国において主体的に対策を講じる

こと。 

 

４ 特に、新型インフルエンザの大規模発生に備え、国が主体とな

って総合的な対策を講じること。 

 （以上、内閣官房・法務省・厚生労働省・国土交通省） 
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