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１ 新興・再興感染症対策の推進  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

新型インフルエンザをはじめとする新興感染症や、天然痘などによる生物剤

テロ等の発生が危ぐされているが、こうした重大な新興・再興感染症が発生し

た場合の医療体制の整備や、感染拡大を防止するための仕組みの構築について、

具体的な方策が示されていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）感染拡大を防止するため、集会、企業活動、公共交通機関の運行などの

社会活動の制限について、あらかじめ、法制度を整備するなど、実効性の

ある方策を講じること。 

（２）病原体の国内侵入を未然に防止するため、検疫体制を充実強化し、感染

の疑いのある者に対する検疫について国が責任を持って確実に実施するこ

と。 

（３）施設に収容されている犯罪被疑者や不法入国者等について、感染症の罹

患が疑われた場合に、防疫措置が確実に行えるよう、収容施設の整備など

の必要な対策を講じること。 

（４）新興感染症等の発生に備え、安全性、有効性の高い治療薬やワクチンの

開発を推進するとともに、これらを含む医療資器材の確保や医療提供体制

の確保に向けて、法整備を含めた必要な対策を講じること。 

（５）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく患者

の移送については、衛生主管部局と消防機関との連携により、安全かつ効

率・効果的な運用が行えるようルール化を行うこと。 

 

１ 新興・再興感染症対策の充実 

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

図ること。 
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２ 新型インフルエンザ発生時における保健医療体制の整備  

 

（提案要求先 外務省・厚生労働省・防衛省） 

（都 所 管 局 福祉保健局・知事本局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２１年４月以降、豚インフルエンザから変異した新型インフルエンザＡ

（Ｈ１Ｎ１）が世界各国で発生しており、我が国では、平成２１年２月に提示

された行動計画やガイドライン等を踏まえ、空港での検疫をはじめ、各地方自

治体が発熱相談センターを設置するなど、さまざまな対策がとられている。 

今回の新型インフルエンザウイルスは弱毒性と言われており、現在まで国内

での重大な健康被害は発生していないが、さらに毒性の強い新型インフルエン

ザが発生した場合には、多大な健康被害がもたらされることが懸念されている。 

こうした被害を最小限に抑えるためには、保健医療体制の整備が重要である

が、行動計画やガイドライン等においても具体的な仕組みの明示や財政措置等

がなされていない事項があるなど、多くの課題が残されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新型インフルエンザが疑われる患者の外来・入院診療を行う医療機関が

院内感染対策を講じるための施設整備基準を明示するとともに、施設整備

に必要な財源措置を講じること。 

（２）医療機関の診療体制を確保し、医療従事者が安心して診療に従事できる

よう、医療提供に係る法令適用の明確な基準、医療機関の運営に対する支

援や各種リスクへの対応、個人防護具等医療資器材の備蓄、医療スタッフ

の確保などについて基本的方針を示すとともに必要な費用に対する財源措

置を講じること。また、防疫活動に必要な個人防護具の確保についても、

財政措置を含めた具体的な方策を示すこと。 

（３）抗インフルエンザウイルス薬の備蓄について、新薬の開発状況や薬剤耐

性ウイルスへの対応の必要性を踏まえ、備蓄計画を常時見直すとともに、

必要な財源措置を講じること。 

   また、抗インフルエンザウイルス薬の安定的供給に努めること。 

（４）抗インフルエンザウイルス薬の使用を含め、小児の特性を踏まえた治療

の方針を示すこと。 

（５）プレパンデミックワクチンの接種対象者及びパンデミックワクチンの接

種順位を含め、具体的な接種計画を明確化し、国民に対して十分な説明を

新型インフルエンザへ的確に対応するため、国家危機管理の問題

として保健医療体制の整備を迅速に進めること。 
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行うとともに、接種による健康被害が生じた場合には、対応に万全を期す

こと。また、ワクチンの接種が円滑かつ確実に行えるよう、実効性のある

仕組みを構築するとともに、国の責任において必要な財源措置を講じるこ

と。 

（６）新型インフルエンザのパンデミックワクチンの安定的供給のため、生産

体制を確保すること。 

（７）新型インフルエンザの毒性や感染力の強さに応じて行動計画やガイドラ

インを柔軟に運用すること。 

（８）新型インフルエンザ対策に万全を期するため、「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律」を米軍基地の施設及び区域に適用す

る旨を、日米地位協定上、明記すること。また、協定が整備されるまでの

措置として、「日米駐留米合衆国軍との伝染病情報の交換に関する覚書」

について、早急に新型インフルエンザに対応可能な内容に修正すること。 
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（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

就業環境の変化や家庭、地域の子育て力の低下などを背景に、保育サービス

はすべての子育て家庭に必要な普遍的サービスとなっている。 

しかしながら、認可保育所制度は、「保育に欠ける」要件などの従来の仕組

みを維持したままであり、保育を必要とするすべての人が利用できる制度とは

なっていない。 

公立と社会福祉法人を中心とした全国画一的な制度である現行の認可保育所

制度を、多様な事業者の参入とサービスの競い合いを促す利用者本位の新たな

仕組みへと改め、保育所制度を抜本的に改革する必要がある。 

また、東京においては全国の３割を占める待機児童が生じており、その解消

は喫緊の課題である。待機児童解消は都市の課題であり、都市型保育ニーズに

対応する認証保育所など大都市の地方単独施策に対して国がより積極的に支援

することにより、保育サービスを質・量ともに拡充する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現行の認可保育所が、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、次の改革を進めること。 

① 現行の認可保育所の入所要件である「保育に欠ける」要件を利用者の実

態に即して見直し、保育を必要とする人すべてが利用し、かつ、保育の必

要度に応じて利用できる仕組みとすること。 

② 現行の区市町村への利用申込方式を改め、利用者が希望する保育所と直

接契約できる制度に改めること。 

③ 保育料は、一定の基準の下に、保育所が自ら設定できるようにすること。 

④ 施設整備については、企業等の民間事業者にも財政支援できるしくみと

すること。 

⑤ 大都市に見合った面積基準の一層の緩和や、保育士以外の資格を持つ人

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。 

２ 保育所制度の抜本的改革 

（１）現行の認可保育所が利用者本位の制度となるよう、抜本的な

改革を進めること。 

（２）認証保育所を国の制度に位置づけ、財政措置を講じること。
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（２）大都市東京の保育ニーズに即したサービスを提供し、かつ待機児童の解 

消にも資する認証保育所を国の制度に位置づけ、財政措置を講じること。 

 

 

 

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(H20.4.1現在) 認可保育所(H20.4.1現在) 

施設数 
410所 

(Ａ型321所・Ｂ型89所) 

1,689所 

（公立995所・私立694所） 

総定員 
12,723人（Ａ型10,910人・

Ｂ型1,813人） 

166,552人 

（公立97,654人・私立68,898人） 
（注）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時間開所の実施状況 

区分 認証保育所 認可保育所 

零歳児保育 100％ 
76％ （公立 68％・私立 88％） 

※19 年度実績

１３時間開所 100％ 
13％ （公立 8％・私立 19％） 

（２時間以上延長）※19 年度実績
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１ 医師確保対策の充実  

       

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

 全国的に医師不足が深刻化している中、都内においても産科、小児科、救急

医療、へき地医療等において、依然として、医師の不足及び医師の診療科偏在

が大きな問題となっており、診療科廃止、分娩・救急制限等もいまだ続いてい

るほか、救急搬送受入困難事案も発生している。 

 国は平成２１年度の医学部入学定員を過去最大に増員したが、医師の養成に

は時間を要するため、あわせて、今ある危機に対し即効性のある対策も重層的

に講じる必要がある。また、国は、平成２１年度予算において、救急医療を担

う医師の手当の新設など補助事業の拡充等の対策を講じ、臨床研修制度の見直

しも行ってはいるが、医師の診療科偏在の解消に向けた施策として十分とはい

えない。 

 都道府県における対策には限界があるため、診療報酬制度、医師の養成、医

師法等を所管する国の責任において、抜本的な対策を講じる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）産科、小児科、救急医療など不足が顕著な診療科の医師の確保について、

実効性のある措置を緊急に講じること。 

（２）看護師等の他職種を含めた医療人材の活躍の場の拡大、業務分担の見直

しを行う等、医師以外の医療従事者の地位向上と就業意欲を高めるような

制度の改善を図ること。 

（３）女性医師が生涯にわたって、安心して医療に携わることができるよう、

再就業等総合的な支援策の一層の充実を図ること。 

（４）へき地等勤務医師の安定的な確保や在宅医療を推進するため、新たな医

師キャリアシステムの構築や総合的な診療に対応できる医師養成を図ると

ともに、へき地等派遣医師に対する特別な手当を創設すること。 

３ 保健医療施策の推進 

現下の医師不足の状況に対して、不足が顕著な産科、小児科、救

急医療等の医師の早急な確保や医師の勤務環境改善に向け、診療報

酬の改善を含め、より実効性のある総合的な対策を国の責任におい

て講じること。 
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２ 看護職員確保対策の充実  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

 都では、都内看護職員の安定的な確保に向け、従来より「東京都看護職員需給見

通し」を策定している。平成１９年１１月に策定した需給見通しでは、何らかの対

策等を講じなければ平成２３年には約３,５００人の不足と推計されている。 

 こうした状況を解消するため、需要と供給が均衡するよう、総合的な看護職員確

保対策を国においても推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）看護職員の養成・確保を図るため、看護師等養成所運営費補助の拡充を

図ること。 

（２）看護職員の離職防止及び再就業を図るため、医療提供体制推進事業費補

助金の病院内保育運営事業について、補助要件を緩和するとともに、補助

基準額のさらなる充実を図ること。 

（３）潜在看護職員の活用を図るためには、実態の把握が不可欠である。この

ため、医師等と同様に免許保持者の届出義務化等、実態把握に向けた対策

を早急に講じること。 

（４）看護職員需給見通しの達成に向け都道府県が独自に行う、身近な地域で

行う研修や就業支援などの再就業対策や、病院における短時間正職員制度

の導入支援、臨床研修を充実させ新人看護師の早期離職を防止する定着対

策など、看護師確保対策事業についても支援を図ること。 

 

看護職員の確保・定着に向けて十分な財源を確保するとともに、

都道府県が独自に行う取組についても支援策の拡充を図ること。ま

た、潜在看護職員の実態把握に向けた対策を早急に講じること。 
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３ 地域医療の推進  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、平成２０年３月に「東京都保健医療計画(平成２０年３月改定)」を策

定した。同計画は、患者中心の医療体制の構築を目的の一つとして掲げ、疾病･

事業ごとの医療連携体制、在宅医療及びリハビリテーション医療の充実、保健

医療を担う人材の確保と資質の向上等について施策の方向性を示したものであ

る。 

医療連携の推進並びに在宅医療及びリハビリテーション医療の充実を図るう

えで、実施主体である各医療機関･介護事業者等に対する診療報酬上の評価や、

担い手となる保健医療の人材育成、必要な機能を担う医療機関等の確保が重要

な課題である。 

特に、急速な高齢化の進展に対応していくためには、急性期を脱した後の地

域における医療提供体制の質的量的確保が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療連携の推進に当たっては、地域連携クリティカルパスに関する診療

報酬の充実を図るとともに、医療計画の見直しを踏まえて、対象疾患にが

ん、心疾患及び糖尿病を加えること。 

（２）脳卒中医療連携の推進に資するよう、診療報酬の改善を図ること。 

（１）地域における医療連携の推進に資するよう、診療報酬の改善

を図ること。 

（２）在宅医療の充実を図るため、診療報酬の改善を図るとともに、

医師、看護師など関係職種において在宅医療の担い手となる人

材を養成する施策を推進すること。 

（３）急速な高齢化の進展を踏まえ、急性期を脱した後も医学的管

理が求められる患者への対応など、高齢者にとって安心な医療

提供体制の実現のために必要な医療療養病床を確保すること。

（４）状態に応じたリハビリテーション提供体制の整備を行うため、

回復期リハビリテーション病棟の確保に対する支援策を講じる

こと。 
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（３）地域医療支援病院など、地域の医療機関との紹介、逆紹介をはじめとす

る地域における医療連携の推進に積極的に取り組んできた病院について

は、その一層の推進を促すような特段の診療報酬上の措置を講じること。 

（４）在宅療養患者の２４時間の安心を確保するため、診療報酬評価において、

在宅療養支援診療所と訪問看護ステーションの連携体制の評価を一層充実

すること。 

また、複数の医師間による連携や訪問看護ステーション間の連携をさら

に促進するため、診療報酬上の評価の充実を図ること。 

（５）在宅医療に関する専門的知識及び技術を有する医師、看護師、歯科医師、

歯科衛生士等を養成する施策を推進すること。 

（６）急性期を脱した後も医学的管理を必要とする高齢者が、地域で安心して

医療を受けることができるよう、医療療養病床を将来に向け安定的に確保

すること。 

高齢者にみられる複合的かつ多様な合併症状に対する医療的ケアの重要

性を踏まえ、医療療養病床の入院基本料の評価水準を全体的に改善するこ

と。 

   また、急性期を脱した後の医療提供体制を確保するため、医療療養病床

における急性期医療機関からの速やかな患者受入や在宅療養患者等の症状

急変時の後方支援などの多様なニーズに対応した入院受入れに対し、診療

報酬の評価を図ること。 

（７）切れ目のない医療連携体制の構築を推進するため、回復期リハビリテー

ションを必要とする患者が円滑に受け入れられるように、診療報酬の改善

や回復期リハビリテーション病棟の新設等に対する十分な支援を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  202  -



４ がん対策の充実  

（１）がん検診の充実  

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成１９年６月に策定された国の「がん対策推進基本計画」では、がん検診

の受診率を５年以内に、５０％以上とするとともに、がん検診の実施方法につ

いても、科学的に有効性があると認識された手法で検診が行われることを目標

としている。 

 がん検診の受診率を高めるためには、国を挙げた取組が重要であり、区市町

村が実施するがん検診受診率を向上させることに加えて、職域でのがん検診の

取組を促進するため、国による働きかけが必要である。 

 また、がん検診の精度管理・事業評価をするためには、職域等も含めたがん

検診の実施状況を詳細に把握する必要がある。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）がん検診の受診率を向上させるため、区市町村が実施する普及啓発に必

要な財政措置を講じるなど、国としてもがん検診受診率の向上策に積極的

に取り組むこと。 

（２）職域におけるがん検診の実施を促進するため、企業や健康保険組合等に

働きかけること。また、有効ながん検診が実施されるよう、ガイドライン

を示すなど支援すること。 

（３）がん検診の精度管理・事業評価ができるよう、がん検診の受診率や実施

方法等を正確に把握するための調査を職域も含めて実施すること。 

 

（１）がん検診の受診促進策に国として取り組むとともに、区市町

村が実施する普及啓発等について財政措置を講じること。 

（２）職域において有効ながん検診の促進を図ること。 

（３）がん検診の精度管理・事業評価ができるよう、受診状況を調

査すること。 
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（２）がん医療の充実  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、平成２０年３月に「東京都がん対策推進計画」を策定した。同計画は

がんの予防から治療及び療養生活の質の向上に至るまでの総合的な計画であ

り、基本方針として、「がんの予防と早期発見の推進」「高度ながん医療の総

合的な展開」「患者の不安の軽減」「がん登録と研究の推進」を掲げるもので

ある。 

 都全体のがん医療水準の向上を図っていくためには、がん診療連携拠点病院

及び同等の機能を有する病院として東京都が独自に認定している「東京都認定

がん診療病院」を中心として、高度ながん医療を提供するとともに、地域の医

療機関の連携体制の構築が必要である。また、集学的治療や早期からの緩和ケ

アを推進していくためには、化学療法・放射線療法や緩和ケアに関する人材育

成が重要である。 

がん対策の効果的な実施には、がん登録に基づく実態把握が不可欠である。

がん登録の取組が円滑かつ統一的に実施されるためには、制度の確立と十分な

財源が確保される必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）がん診療連携拠点病院が、地域の医療従事者の研修、院内がん登録、相

談支援センターの設置、情報提供や普及啓発の取組を円滑に実施できるよ

う、また、地域の連携体制の構築を進められるよう、がん診療連携拠点病

院機能強化事業補助金の一層の拡充を図ること。 

（１）がん診療連携拠点病院の補助事業の拡充を図ること。 

（２）東京都認定がん診療病院の診療報酬上の評価を行うこと。 

（３）専門医や医療従事者の養成・確保策の拡充を図ること。 

（４）５大がんの地域連携クリティカルパスについて診療報酬上の

評価を行うこと。 

（５）がん患者及びその家族に対する相談体制の充実を図ること。

（６）がん登録を円滑に実施するための制度の確立と十分な財源を

確保すること。 
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（２) がん診療連携拠点病院と同等の機能を有する病院を都道府県が独自に認

定した場合において、当該病院についてもがん診療連携拠点病院と同様に

診療報酬上の評価を行うこと。あわせて、がん診療連携拠点病院機能強化

事業補助金の対象事業とすること。 

（３）化学療法や放射線療法に係るがん治療の専門医、緩和ケアに関わる医療

従事者の養成・確保策の一層の拡充を図ること。特に、研修等の取組を推

進するための指導者の確保対策の充実を図ること。 

（４) ５大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）についての地

域連携クリティカルパスの整備・活用が促進されるよう、診療報酬上の評

価を行うこと。 

（５) 休日や夜間の相談など、がん患者やその家族の多様なニーズに対応でき

る相談体制の整備を行うこと。 

（６) 院内がん登録の予後調査や都道府県域を越えた情報収集が行えるよう、

個人情報保護法上の取扱いを含めた制度面での整備を行うとともに、人員

確保や情報収集のための経費について実態を踏まえた実施財源を確保する

こと。 
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５ 救急医療体制の整備  

          

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

 都の救急医療体制は、「突発不測の傷病者が、いつでも、どこでも、だれで

も、症状に応じた適切な医療が受けられる」という理念の下に、初期、二次、

三次の救急医療機関の体系的な整備を進めている。 

 しかし、少子・高齢化の進展や都民意識の変化等から、救急医療需要は年々

増加し、その内容が高度化・多様化する一方、医療人材の確保難や救急医療の

不採算性等を背景に救急医療機関数は減少しており、受入医療機関の選定に時

間を要する事例も生じている。 

 迅速・適切な救急医療を確保する上では、診療報酬の改善、医師確保対策の

推進といった国の取組が不可欠であるほか、都道府県が救急医療体制を整備す

る上で十分な補助が行われる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）二次救急医療機関が減少するなど、救急医療の厳しい現状を踏まえ、救

急医療を担う人材の確保や救急医療にかかる診療報酬の改善など、抜本的

な対策を講じること。 

（２）真に急を要する救急患者に的確に対応できるよう、救急医療の適切な受

診について国民の理解促進に積極的に取り組むこと。 

（３）救急医療の整備については、医療提供体制施設整備交付金及び医療提供

体制推進事業費補助金において、十分な財源を確保するとともに、地域の

実情に応じた補助制度とすること。 

（１）救急医療の厳しい現状を踏まえ、迅速・適切な救急医療の確

保に向け、抜本的な対策を講じること。 

（２）医療提供体制施設整備交付金及び医療提供体制推進事業費補

助金において、十分な財源を確保するとともに、地域の実情に

応じた補助制度とすること。 

（３）救急外来における「トリアージシステム」の普及を進めると

ともに、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させるこ

と。 
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（４）地方自治体がそれぞれの医療体制の現状や資源を生かしながら、ヘリコ

プターを用いた救急医療体制の確保が進められるよう、ドクターヘリ導入

促進事業補助金の補助対象、補助内容の拡大を図ること。 

（５）「管制塔機能を担う救急医療機関等運営事業」に対する補助については、

地域の実情に応じた制度とすること。 

（６）救急外来において、軽症者を含めた多数の患者の中から緊急度の高い重

症患者を判別し、迅速な医療提供につなげる「トリアージシステム」の普

及を進めるとともに、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させる

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  207  -



６ 周産期医療体制の充実  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

 周産期母子医療センターは、都道府県の周産期医療ネットワークの中心的な

役割を担っている。緊急性や高度・専門的な医療内容を必要とするが、医業収

入のみでの運営は困難な不採算部門である。一方、低出生体重児やハイリスク

妊婦の増加による高度周産期医療の需要の増大や、地域の産科医や分娩取扱医

療機関の減少等に伴う分娩の集中等により、周産期母子医療センターの負担は

増大している。 

なお、平成２１年度から、国は、地域周産期母子医療センターについても補

助対象としたが、補助額の算定にあたっては、Ｍ-ＦＩＣＵ数が基準となってお

り、ＮＩＣＵ数は算定基準になっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）周産期医療に係る診療報酬に関し、新生児特定集中治療室管理料の基準

や算定評価の改善、ドクターカー等において同乗する医師が搬送中に行う

診療行為に対する評価等、周産期医療に係る診療報酬を実態に合わせて大

幅に改善すること。 

（２）周産期母子医療センター運営費補助金の算定基準にＮＩＣＵ数を加える

とともに、補助額を増額するなど、補助制度の充実を図ること。 

（３）周産期医療施設の整備促進のため、施設整備費補助を充実させること。 

（１）周産期医療にかかる診療報酬の改善に引き続き努めること。

（２）周産期母子医療センター運営費補助金の算定基準にＮＩＣＵ

数を加え、補助額を増額するなど、補助制度の充実を図ること。
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参  考 

 

○ 周産期医療体制の充実 

（１）周産期医療に係る診療報酬制度 

  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 

   ア 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 

   イ 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入院児入院日数】 

平成１４年 平成１５年 平成１６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 748ｇ 105 日 752ｇ 109 日 745ｇ 108 日

 

平成１４年 平成１５年 平成１６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 1,274ｇ 73 日 1,257ｇ 73 日 1,276ｇ 70 日

 

（２）周産期母子医療センター運営費補助（病床にかかる額） 

【都の予算（平成２１年度）】 

区  分 予算額 

総合周産期母子医療センター 191,595 千円（ 8 施設） 

地域周産期母子医療センター   72,387 千円（10 施設） 

 

（３）周産期母子医療センターに対する施設設備整備費補助 

【都の予算（平成２１年度）】 

区  分 予算額 

周産期医療施設 150,407 千円（1施設） 施設整備費 

小児医療施設 ― 

周産期医療施設 38,962 千円（3施設） 設備整備費 

小児医療施設 86,398 千円（7施設） 
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７ 小児救急医療体制の整備  

 

（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） 

 

＜現状・課題＞ 

 病院勤務医師を中心に小児科医師の確保難、待遇改善の必要性が指摘される

中、小児救急医療の提供に係る不採算性を改善する必要がある。平成２０年度

診療報酬改定においても、小児救急医療に係る改定は小幅にとどまっており、

引き続き改善が図られる必要がある。 

 また、夜間・休日に二次救急医療機関において取り扱う患者のうち、入院に

至らない比較的軽症な患者が約９５％を占めていることから、緊急度の高い重

症患者に対する迅速かつ適切な医療提供のためのシステムの普及が図られる必

要がある。 

 さらに、統合補助金制度として医療提供体制推進事業費補助金が導入された

が、地域の実情に合った小児救急医療体制の整備を進めるためには、現行制度

をより柔軟に活用できるよう、補助対象の拡充等が図られる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）小児医療、小児救急医療の不採算性を解消するため、診療報酬の改善に

引き続き努めること。 

（２）小児救急外来において、軽症者を含めた多数の患者の中から緊急度の高

い重症患者を判別し、迅速な医療提供に繋げる「トリアージシステム」の

普及を進めるとともに、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させ

ること。 

（３）小児救急医療対策に係る医療提供体制推進事業費補助金を地域の実情に

見合った実効性のあるものとするため、補助対象を拡充・改善すること。 

① 小児初期救急医療については、小児救急医療に関する専門的知識を有す

る医師が診療に当たる初期救急医療体制を整備する場合、補助対象とする

こと。 

（１）小児救急医療にかかる診療報酬の改善に引き続き努めること。

（２）小児救急外来における「トリアージシステム」の普及を進め

るとともに、専任看護師を配置する場合、診療報酬に反映させ

ること。 

（３）小児救急医療対策にかかる医療提供体制推進事業費補助金の

補助対象を拡充・改善すること。 
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② 小児の二次救急医療対策については、小児人口等を勘案し二次保健医療

圏で複数の二次救急医療機関を確保する場合においても、補助対象とする

こと。 

③ 小児の三次救急医療対策については、医療機関内で救命救急部門と小児

科部門が連携し小児の重症患者に常時対応する体制を確保する場合につい

ても、補助対象とすること。 
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（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 肝がんへ進行するリスクの高いウイルス肝炎は、早期発見、早期治療が極め

て重要であり、検査体制、医療連携体制の強化や検査方法、治療方法の向上な

ど、地域特性を踏まえた上で、ウイルス肝炎対策を充実する必要がある。 

 検診受診を促進する国の「緊急肝炎ウイルス検査事業」は平成２１年度で終

了するが、２２年度以降についても、引き続き肝炎ウイルス検診の受診を促進

していく必要がある。 

 また、平成２０年４月より国の医療費助成制度が創設されたが、低所得者に

対する配慮が不十分となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）肝炎ウイルス検診の受診を促進するため、普及啓発を強化するとともに、

区市町村及び保健所における検診実施について十分な財政措置をするこ

と。 

また、検査を医療機関に委託する場合の補助基準単価については、実態

に見合った額にすること。 

（２）Ｂ型肝炎について潜在する陽性者をより確実に把握するため、精度の高

い検査方法を導入すること。 

（３）肝疾患診療体制の整備については、専門医療機関の配置状況など、地域

の実情に応じた診療体制の構築ができるようにすること。 

（４）医療費助成制度については、低所得者の負担の軽減措置を図るとともに、

地方に超過負担が生じることのないよう確実な財源措置を講じること。 

４ ウイルス肝炎対策の強化 

（１）肝炎ウイルス検診の受診を促進するため、検診の必要性を普

及啓発するとともに、検診実施に係る十分な財政措置をするこ

と。 

（２）肝疾患診療体制の整備は、地域の実情に応じた診療体制の構

築ができるようにすること。 

（３）医療費助成は低所得者の経済的負担に配慮し、確実な財源措

置を講じること。 

-  212  -



（５）感染者等に対する的確な情報提供や患者への相談支援に係る体制を整備

すること。 

（６）ウイルス肝炎の効果的な治療法の研究・開発を推進すること。 

 

 

 

参  考 

 

 

 

 

医療費助成制度の助成内容 

   

  Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎のインターフェロン治療に係る保険診療の患者一部負担額か

ら、下記の自己負担分を除いた額を助成 

   

自己負担額（①＋②） 

世帯の区市町村民税非課税 な し（※） 

世帯の区市町村民税課税年額 65,000 円未満 月額１万円まで

世帯の区市町村民税課税年額 65,000 円以上 235,000 円未満 月額３万円まで
① 

世帯の区市町村民税課税年額 235,000 円以上 月額５万円まで

② 入院時食事療養・生活療養標準負担額 

   

  ※ 低所得層の経済的負担に配慮し、非課税世帯については、東京都独自に 

     「自己負担なし」としている。 
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（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 児童養護施設は、保護者のいない児童、その他環境上養護を要する児童が生

活する施設であるが、近年、児童虐待の急増等により、情緒面や行動面で問題

を抱えた児童の入所が増加している。これまでは、こうした状況に対して、加

算職員の配置により対応してきたところであるが、今後は、実態を十分に調査

した上で専門的・治療的ケアが十分に行えるよう、３０年にわたり見直されて

いない職種別職員定数を抜本的に改善し、児童に対する支援体制の充実を図る

必要がある。 

 また、社会的養護の下で育つ子どもたちは、家庭的な雰囲気の中で育まれ自

立できることが望ましく、家庭的養護を一層充実していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童養護施設や児童自立支援施設において、専門的・治療的ケアを十分

に行うために必要な職員を配置できるよう、配置職種別職員定数を抜本的

に改善すること。 

（２）地域小規模児童養護施設（グループホーム）において、家庭的養護を必

要とする児童にきめ細かな支援ができる体制を確保するため、職員配置基

準を充実すること。 

（３）学習指導費支給の対象を社会的養護の必要な高校生まで拡充すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 社会的養護施策の充実 

（１）児童養護施設や児童自立支援施設における職員配置を抜本的

に改善すること。 

（２）社会的養護の下で育つ子どもへの支援を充実すること。 
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参  考 

 

 

児童福祉施設職員配置基準の改善 

 

【処遇関係職員配置基準の状況】 

児童養護施設 児童自立支援施設 
区  分 

国基準 都基準 国基準 都基準 

一般児童 ６：１ ５：１ 

３歳未満児 ２：１ 

３歳児 
２：１ 

一 

般 

基 

準 
年少児 

４：１ 
４：１ 

５：１ 
１４：５ 

（２．８：１）

児童指導員加算 － 全施設１名 － － 

非常勤指導員加算 － 

中・高生が 

１０人以上 

在籍  

 

－ 

 

－ 

福祉係長 － － － 各施設１人
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１ 大都市にふさわしい施設基準と介護報酬水準の設定   

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

現在、介護保険施設は慢性的な介護人材不足により、施設運営が極めて厳し

い状況にある。また、特別養護老人ホームの設置要件をはじめ、国が画一的な

基準を定めていることから、事業者は創意工夫しながら施設運営を行うことが

妨げられ、健全な施設運営に深刻な影響を及ぼしている。 

 さらに、平成２１年４月の介護報酬改定においては、都が提案していた事項

の一部は実現したものの、物価水準の地域差については考慮されず、また、都

が重点的な整備に取り組んでいる認知症高齢者グループホームや小規模多機能

型居宅介護では、都が把握している実態とは逆に、人件費比率を大幅に引き下

げられたことにより、都内のほとんどの地域で報酬単価が引き下げられるなど、

不十分な内容となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国の定める様々な基準の見直しを行い、弾力的な施設運営を可能とする

こと。 

特に、特別養護老人ホームについて、施設建物の賃借により設置するこ

とができるよう要件を緩和すること。 

（２）平成２４年４月に予定されている次期介護報酬の改定に当たっては、介

護人材の定着・確保を図るとともに、良質な介護サービスの提供と健全な

施設運営が成り立つ報酬改定を行うこと。 

改定に当たっては、賃金水準や物価水準の地域差を適正に反映した介護

報酬水準を設定すること。 

 

６ 高齢社会対策の推進 

良質な介護サービスの提供と健全な施設運営が行えるよう、施設

基準等の見直しを行うこと。 
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２ 専門人材の確保及び育成   

  

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、平成１９年８月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措

置に関する基本的な指針」を改正し介護人材確保の基本的な考え方を示したも

のの、将来的な介護人材の需給見通しに基づく体系的・統一的な取組策が十分

に図られていない。     

 福祉・介護サービス分野における労働の需給状況はひっ迫しており、高い離

職率と相まって常態的に求人募集が行われ、東京をはじめとする大都市の介護

施設では人手不足が慢性的に生じている。 

 特に、新規採用者等への訓練指導やサービスの質の向上に欠くことのできな

い中核となる人材が育たないため、せっかく確保した職員も定着せず、更に残

った職員も業務の多忙さや困難性などを理由に離職するという悪循環に陥って

いる。 

これを断ち切り、今後とも増大する介護ニーズに対応できる質の高い人材を

安定的に確保していくことは喫緊の課題である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）人材不足が深刻な介護施設・事業所における人材の確保及び介護労働に

関する実態と将来的な需給見通しに基づき、介護人材の計画的な確保対策

を確立すること。 

（２）サービスの質の向上や新たなニーズに的確に対応できる多様な専門的人

材の育成を図るため、資格や研修の在り方を体系的に整備すること。 

 

介護にかかわる人材の育成・確保及び専門性の向上を図るため、

総合的な人材対策を確立し、着実に推進すること。 

-  217  -



３ 介護サービス情報の公表制度の見直し   

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成１８年度に導入された介護サービス情報の公表制度は、介護サービス事

業者への便宜を供与するために必要な調査及び公平な情報の公表の機会を提供

する事務を行うものであることから、事業者から手数料を徴収できるものとさ

れており、事業者からの手数料で運営が行われている。 

また、同一所在地で複数のサービスを提供している事業者にあっては、介護

サービスの種類ごとに報告、調査、公表を行うこととされている。 

このため、介護サービス事業者から事務的、経済的負担が過重であるとの苦

情や意見が多く、厳しい経営状況にある事業者の状況を踏まえて、制度の抜本

的見直しを行うよう要望がなされている。 

さらに、利用者の利活用をより一層進めるためには、利用者の視点にたった

公表システムの検索機能などの充実が必要である。 

なお、平成２１年度の介護報酬改定は、介護従事者の処遇改善を図るため３

％の引き上げがされたものであり、介護従事者の処遇改善にどのように結びつ

いたのかを事業者が公表する仕組みとして本制度を活用すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）調査情報を確認する訪問調査については、調査周期を隔年とするなど、

事業者の事務的、経済的負担の軽減を図ること。 

（２）複数の介護サービスを運営している事業者については、公表単位を同類

型の介護サービスごとから同一所在地ごとに改めるなど、事業者の負担を

軽減することができる環境を整備すること。 

（３）公表システムについては、利用者の利便性の向上の観点から、項目に係

る検索機能などの充実を図ること。 

（４）基本情報の項目に、職種、年齢及び勤続年数別の処遇や人件費比率等を

加えることにより、事業者が介護従事者の給与等を自主的、積極的に公表

できるようにすること。 

介護サービス情報の公表制度の見直しを図ること。 
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４ 認知症対策の総合的な推進   

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

今後、高齢者数の増加等に伴い認知症の人も増えることが見込まれ、また、

認知症高齢者の多くは居宅で生活している。認知症の人やその家族が地域で安

心して生活できるよう、切れ目のない医療支援体制と医療と介護の連携を構築

することは急務である。 

認知症の周辺症状（徘徊、妄想等の行動障害や精神症状）は、身体症状（脱

水症状、便秘、発熱等）と密接な関係があり、こうした身体症状を適切に管理

することで周辺症状の悪化を防ぐことができることが明らかになっている。 

そのため、認知症のケアにおいては、地域の身近な医療機関（かかりつけ医

等）が常時適切に身体症状を管理することが必要であるが、現行はかかりつけ

医等に十分認知されているとは言えない。さらに、認知症の人が通常の身体疾

患を発症した際に受入れ可能な医療機関の存在が重要であるが、一般病床での

認知症患者の受入れは負担が大きく、受入れが進んでいないのが現状である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域における認知症医療支援体制を充実するため、現行のかかりつけ医

等に対する研修カリキュラムに、認知症への影響も踏まえた身体疾患の管

理を加える等、研修内容を見直すこと。 

また、かかりつけ医等を中心に地域の専門医療機関、相談機関等との連

携を促進するための取組について財政措置を講じること。 

（２）精神科等と連携し、認知症の身体合併症の患者を一般病床で治療した場

合について、診療報酬で評価すること。また、一般病床での受入れを促進

するため、一般急性期病院の勤務医や看護師に対する研修を実施すること。 

（１）地域における認知症医療支援体制を充実するため、研修の充

実及び連携の促進を図ること。 

（２）一般病床での身体合併症患者の受入促進のための仕組みを講

じること。 
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５ 療養病床再編成の円滑な実施  

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

療養病床の再編成に当たっては、いわゆる「社会的入院」の解消、医療保険

及び介護保険の健全かつ安定的な運営の確保のみならず、急性期医療を終えた

後も医学的管理が必要な患者、医療の必要な要介護高齢者が安心して療養生活

を継続できる場の確保が必要である。 

とりわけ東京においては、高齢者人口あたりの療養病床数が全国平均を大き

く下回っていることから、医療療養病床及び介護療養型老人保健施設等の整備

が急務となっている。 

しかし、医療療養病床については、診療報酬改定において二度にわたる評価

の引き下げが行われたことから、地域における必要な療養病床数の確保が困難

になっている。 

また、介護療養型老人保健施設についても、医療機関が有する療養病床数以

内での転換しか認められていないことから安定的な運営が困難なことや新設や

既存の老人保健施設からの移行を認められていないことなどにより、整備が進

んでいない現状にある。 

さらに、特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設等においては、入

居（所）者の重度化の進行等により、医療的ケアのニーズが高まっていること

から、看護職員と介護職員が連携して、安心・安全なケアを提供することが求

められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療療養病床の充実 

高齢者医療の実態を十分に把握し、検証した上で、高齢者が状態に応じて

適切な医療を受けられるよう診療報酬の評価の充実を図ること。 

① 高齢者に見られる複合的かつ多様な合併症状に対する医療的ケアの重

要性を踏まえ、入院基本料の評価水準を全体的に改善すること。 

② 急性期を脱した後の医療提供体制を確保するため、医療療養病床におけ

る急性期医療機関からの速やかな患者受入や在宅療養患者等の症状急変

時の後方支援など多様なニーズに対応した入院受入れに対し、診療報酬

の評価を図ること。 

 

療養病床再編成が円滑に実施されるよう十分な支援策を講じるこ

と。 
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（２）介護療養型老人保健施設の充実 

① 療養病床を有する医療機関が行う介護療養型老人保健施設への転換に

ついて、増床を認めるとともに、新設や既存の老人保健施設からの移行

も可能な制度とすること。 

② 医療保険適用の療養病床から介護療養型老人保健施設へ転換後も引き

続き医療・介護の一体的サービスが継続して提供できるよう介護報酬の

充実を図ること。 

 

（３）特別養護老人ホーム、老人保健施設及び有料老人ホームについて、医療

提供体制のあり方を早急に検討し、明らかにすること。 

 

 

-  221  -



６ いわゆるケア付き高齢者向け住宅等の適正な運営   

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

近年、介護保険法に定める特定施設入居者生活介護の指定を受けない住宅型

有料老人ホームやいわゆるケア付き高齢者住宅が増加している。 

住宅型有料老人ホームについては、老人福祉法第２９条に基づき、法令に定

める事項について、都道府県知事への届出が義務付けられている。しかしなが

ら、国の指導指針を踏まえ都道府県が策定している有料老人ホーム指導指針（以

下「指針」という。）においては、施設の規模や防災面も含めた構造設備、職

員の配置、施設の管理・運営、サービス等について詳細な基準が定められてい

るものの、指針は行政指導であり強制力がないことから、指針に適合していな

い劣悪な有料老人ホームを排除することができない。 

また、いわゆるケア付き高齢者住宅については、高齢者の居住の安定確保に

関する法律（以下「高齢者居住確保法」という。）及び同法施行規則に基づき、

高齢者円滑入居賃貸住宅や高齢者専用賃貸住宅として登録を申請することがで

きることとなっているが、登録は義務付けではないため、登録しないで高齢者

向け住宅を標ぼうしている事業者もある。 

さらに、現在国会において審議されている高齢者居住確保法の改正案におい

ても、賃貸住宅の各戸の床面積、構造及び設備、賃貸の条件等の事項について

は法令に基準が定められているが、見守りなどの生活支援等のサービス提供の

基準については定めがない。 

加えて、老人福祉法等には社会福祉法第７２条のような事業を停止させる規

定や、介護保険法第７６条の２のような勧告を行う既定もない。 

このため、ケア付き高齢者住宅を標ぼうする住宅の中には、防災設備もない

劣悪な居住環境下で、不十分なサービスしか提供していない事業者も存在して

おり、高齢者の尊厳が大きく損なわれている。  

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）届出を行っていない施設についても立ち入り調査に加え、改善勧告、命

令等が行うことができるよう、法改正を行うこと。 

（２）住宅の提供者と介護等サービスの供与者が契約上異なるため、非該当と

なる施設についても老人福祉法第２９条第１項に規定する「有料老人ホー

ム」と同様な指導等が行えるよう、直ちに必要な措置を講じること。 

（３）法令に違反する事業者に対し、事業停止など、実効性のある措置を講じ

ること。 

いわゆるケア付き高齢者向け住宅等の適正な運営を確保するため

の法令上の仕組みを整備すること。 
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７ 障害者施策の推進 

 

１ 障害者自立支援法の円滑な実施  

     

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 障害者自立支援法では、法を円滑に運用していくため、施行後３年を目途に

施行状況を勘案、検討のうえ必要な措置を講じることとしており、関連法律、

制度改正の内容等でその方向性が明らかにされたところである。 

 大規模な改正が見込まれるなか、それらを円滑に実施していくための措置等

を十分に講じるべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者自立支援法附則第３条第１項及び第３項による見直しは、実施状

況や地方自治体の意見を十分踏まえた上で、障害者の生活実態に即した効

果的な仕組みとすること。また、改正の実施に当たっては、障害者（児）、

その家族等への周知のための期間や事業運営の準備期間が適切に確保でき

るよう、早期にその具体的内容を自治体や事業者等に提示すること。 

（２）障害程度区分認定の新たな仕組みの検討に当たって、判定については、

三障害の特性に合った調査項目及び判定基準とし、信頼性の高いシステム

を構築するとともに、障害程度区分認定について、全国的な平準化を図る

ため、状態像の例や変更事例の充実を図る等の対策を講じること。 

（３）平成２３年度まで延長された障害者自立支援対策特例交付金による特別

対策事業について、報酬改定や相次ぐ制度改正及び今後の大規模な法改正

等への対応に要する経費についても十分な財源措置を行うこと。 

 

 

 

 

 

 障害者自立支援法の見直しに際し、障害者の生活実態に即した効

果的な仕組みとすること。 
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参  考 

 

（１）障害者自立支援法附則 

 （検討） 

  第３条 政府は、この法律の施行後３年を目途として、この法律及び障害

者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施

設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定につい

て、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

  ２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、第２章第２  

節第５款、第３節及び第４節の規定の施行の状況について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

  ３ 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済

的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る

施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

 

（２）障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金の延長・積み増し（国

費６５０億円／福祉・介護人材の育成・定着に向けた総合的な対策に必

要な経費２０５億円を含めて８５５億円） 

 

○ 「平成２０年度までの交付金に基づく基金事業を、平成２１年度以降も

延長するため、基金の積み増しを行い、事業所の支援、新法への移行等

を行う」とされた。 

○ 平成２１年度以降３年間の同交付金都交付決定額は、約５１億円 

○ 基金事業のメニューの一つである障害者自立支援法等改正施行円滑化

特別支援事業は、障害者自立支援法・児童福祉法の改正に伴い、地方自

治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要

の助成を行い、制度基盤の安定化、適正運営に資することが目的。国予

算額（３ヵ年分）２１億円。うち都全体に対する配分額１１６百万円。

（内訳：都 ３９百万円、区市町村 ７７百万円） 
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２ 障害福祉サービス基盤整備  

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局）   

 

＜現状・課題＞ 

 都では、障害者の地域生活への移行を促進するために、「障害者の就労支援

・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定し、グループホーム等の地域居住の

場の整備について補助している。 

 国事業においては、ケアホーム等の創設については、補助対象が限定的であ

り、また協議時期が着工の前年度となっているなど、活用しづらい制度となっ

ている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者支援施設については、地域特性、施設の設置状況を踏まえ、真に

必要な場合には新規創設も引き続き整備費補助を行うこと。 

（２）平成２０年度より、グループホーム、ケアホームも「社会福祉施設等施

設整備費国庫補助」等の対象とされたが、整備規模・補助対象・協議日程

等は大都市における整備状況に合わせたものとし、活用しやすい制度とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害者の地域生活基盤の整備促進のため、自治体ごとの人口規模、

地域の整備状況等を勘案した国庫補助制度とすること。 
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参  考 

 

整備費制度比較         

【グループホーム・ケアホーム分】       

社会福祉施設等 

施設整備事業 

障害者就労訓練 

設備等整備事業 

障害者通所施設等 

整備費補助   

（国庫事業） （国庫事業） （都単独事業） 

補助対象法人格 社会福祉法人等 全ての法人格 全ての法人格 

補助内容 創設・改修 改修 創設・改修 

１９，６００千円 

（創設） 
  

補助基準額 
 ６，０００千円 

（改修） 

 ６，０００千円 

（改修） 

２４，０００千円 

補助率 

国：１／２  

都：１／４  

事業者：１／４ 

国：１／２  

都：１／４  

事業者：１／４ 

（特別助成の場合） 

都：７／８   

事業者：１／８  

建
築
等 

補助対象物件 自己所有物件 
賃貸物件・NPO 法人

の自己所有物件 
自己所有・賃貸物件 

補助対象内容 － － １件１０万以上  

補助基準額 － － １，０００千円 備
品
等 

補助率 － － 

（特別助成の場合） 

都：７／８   

事業者：１／８  

着工の前年度 着工の前年度 当該年度 

協議時期 

（平成２１年度分） 

 国：ヒアリング日程 

  平成２１年３月  

１８日 

 

   (国内示：平成

２１年５月～６月） 

（平成２１年度分） 

 国：書類提出日 

   平成２１年３月 

３１日 

 

  （国内示：平成 

２１年５月～６月） 

（平成２１年度分） 

予定 

 都：書類提出日 

   平成２１年６月  

以降年４回実施
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３ 障害者の地域生活の実現のための施策の充実  

 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２１年４月に５.１％増の報酬改定が行われ、一定の改善が図られたが、

多くの加算項目が設定された一方で、地域区分の割合は改善されないなど、引

き続き報酬改善を図っていく必要がある。そのうち、在宅の最重度障害者を対

象とする重度訪問介護の報酬単価は居宅介護（身体介護）の単価より低く、「重

度の障害者に特に配慮した報酬単価」とはいえない状況となっている。 

 精神障害者の退院促進の観点から、精神科病院から退院して地域生活へ移行

した後、地域において継続した支援（サービス）を受けるため、入院時から各

種サービスを利用することは重要であるが、現状では入院中は利用できない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）報酬単価の設定に当たっては、人件費、土地取得費、物件費等が高額で

ある大都市の実情を適切に反映させること。 

（２）グループホーム、ケアホームについては、十分な夜間の安全支援体制が

図れるよう報酬加算を拡充すること。 

（３）重度訪問介護の報酬単価については、事業の実態に即して改善すること。 

（４）障害児に係る施設・事業のサービス体系の再編については、自治体や施

設関係者等の意見等を踏まえ、具体的な改正内容の検討をすること。また、

施行準備に支障がないよう速やかに情報提供するとともに、自治体や施設

等に必要な支援を行うこと。 

（５）地域の受入条件が整えば退院可能な精神障害者の地域移行を推進するた

めに、障害福祉サービス（通所）及び相談支援事業や指定相談支援事業等

を入院中から利用できるようにすること。 

（６）都道府県等が実施する発達障害者支援センターに精神科医を配置し、相

談体制を充実するなど、発達障害者への支援を拡充すること。 

（７）知的障害者通勤寮からの自立は３年程度を要していることから、宿泊型

自立訓練の利用期間を３年まで可能とし、その間は十分な報酬単価とする

こと。また、通勤寮における日中の就労支援や就労継続支援部分の機能を

付与し、その報酬を充実すること。 

 

 障害者を支える人材確保、良質なサービス提供のため、サービス

全般にわたり基本的な報酬の改善を行うこと。 
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４ 就労支援の充実  

   

（提案要求先 厚生労働省） 

（都 所 管 局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現在、景気悪化の影響により、障害者の雇用・就労を巡る状況が一段と厳し

くなってきており、引き続き情勢を注視していく必要がある。 

国では、障害者就業・生活支援センターにおいては一般就労の促進を、「工

賃倍増５か年計画」においては福祉的就労の底上げを図ることとしているが、

それぞれの実施主体は都道府県とされている。 

 都では、区市町村において地域の実情に応じた支援を積極的に行うことが必

要なことから、平成１５年度から就労面と生活面の支援を一体的に提供する「区

市町村障害者就労支援事業」を実施している。また、工賃アップを図るため、

平成１９年度から「障害者施策推進区市町村包括補助事業」の先駆的事業「作

業所等経営ネットワーク支援事業」を実施し、区市町村を支援している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

福祉施設の工賃水準向上への支援策など、区市町村での就労支援事業の実施

に財政支援を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の就労支援策及び工賃倍増計画支援事業については、区市町村

も実施主体として取り組めるよう、柔軟に実施し、財政支援を行う

こと。 
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参  考 

 

(１) 障害者就業・生活支援センター 
 

障害者就業・生活支援センターは、身近な地域で、雇用、保健福祉、教

育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、

就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・助言等の支援を一体的

に行うことを目的としており、全国で２０６か所（平成２０年度）設置・

運営されている。 

 

（２）工賃倍増計画支援事業の創設  

   障害者が地域で経済的にも自立して生活するためには、一般就労への移

行支援のみならず、福祉施設等における工賃水準の向上を図ることが重要

であり、２００７年度より「工賃倍増計画支援事業」を創設した。 

 本事業により、都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な方策を

定めた「工賃倍増計画」が策定されることとなり、５年後の２０１１年度

には現状の工賃の倍増を目指すこととしている。  

 

（３）「工賃倍増５か年計画」による福祉的就労の底上げ  

   工賃水準の向上については、「成長力底上げ戦略」に『「工賃倍増５か

年計画」による福祉的就労の底上げ』として位置付けられ、官民一体とな

った取組を推進することとしている。  

 具体的には、各事業所において、民間企業等の技術、ノウハウ等を活用

し、経営コンサルタントや企業勤務経験者の受入れによる経営改善や企業

経営感覚の醸成を図るとともに、一般企業と協力して商品開発や市場開拓

等を行うこととしている。  
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