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 事業計画は、公益財団法人東京都福祉保健財団定款第４条に基づいて構成されています。 

※「事業名」欄に記載されている予算額は、収支予算書に計上されている支出予算額です。 



１　福祉保健医療人材の育成に関する事業（定款第４条第１項第１号事業）

1

（370,530千円）

　・受講者数　1,435人（就業後6ヵ月以上の者）

再研修

　介護保険法に基づく「指定研修実施機関」として、介護支援専
門員として実務に就いていない者又は実務から離れている者を対
象に、実務に就く際に介護支援専門員として必要な知識、技術の
再修得を図る。

　・受講者数　527人

　　　・介護支援専門員証書換交付申請（氏名変更） 152 件
　　　・介護支援専門員証再交付申請（紛失等） 108 件

 　　　   再研修修了者 527 件
　　　・介護支援専門員証更新交付申請 3,865 件

①申請により介護支援専門員名簿への新規登録、介護支援専門員証の新規交付
  及び証の有効期間の更新等による交付を行う。
②東京都手数料条例に基づく各申請手数料の徴収事務を行う。
③介護支援専門員名簿のデータ管理（研修受講履歴等を含む）を行う。

件
　　　・介護支援専門員証新規交付申請 2,834 件

（内訳）　実務研修修了者 2,307

　　　・登録申請 2,307

件

身体障害者
受講支援

　視覚・聴覚障害者が研修を受講する際に、点字テキストの提供
及び手話通訳の配置等を行う。

(3)介護支援専門員登録等事業　（29,817千円）

更新研修

　介護保険法に基づく「指定研修実施機関」として、介護支援専
門員証を交付された者のうち更新を申請する者を対象に研修を実
施し、専門職としての能力の保持・向上を図る。

　・受講者数　1,891人
（内訳） 実務未経験者    　1,043人

実務経験者　　　　　848人

実務研修

　介護保険法に基づく「指定研修実施機関」として、介護支援専
門員実務研修受講試験合格者を対象に研修を実施し、介護支援専
門員として必要な専門的知識、技術の修得を図る。

　・受講者数　2,307人
（内訳） 平成30年度試験合格者等　　1,757人

平成31年度試験合格者　　　　550人

　　・試験回数　　　 年1回
　　・受験者数　 　5,000人

(2)介護支援専門員研修事業　（273,613千円）
　 介護保険制度の中核を担う人材を育成し、介護保険制度の適正かつ円滑な運営
 を図る。

研修名等 内　　容　・　規　　模

Ⅱ　事業計画

（目的）　福祉保健医療分野を支える人材を育成し、質を高めることにより、東京都の福祉保健医療の
　　　　向上に寄与する。

事業名（予算額） 内　　　　　　　　容

介護支援専門員
養成事業

(1)介護支援専門員実務研修受講試験事業　（67,100千円）
　 介護保険法に基づく「指定試験実施機関」として、介護支援専門員実務研修受
 講希望者に対して、事前に必要な専門知識等を有していることを確認するための
 試験を実施することにより、介護支援専門員としての高い資質を確保する。

専門研修Ⅰ
（新）

　介護保険法に基づく「指定研修実施機関」として、現任の介護
支援専門員に対し、一定の実務経験をもとに、必要に応じた専門
知識及び技能の修得を図る。



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容

2

3

（17,483千円）

4

5

（7,917千円）

6

居宅サービス系　　　　約2,400人（2回）
施設・居住サービス系　約　600人（1回）

 約　600人（2回）

　　・対象者数　　200人 10,000 千円

現任障害福祉サ
ービス等職員資
格取得支援事業
（24,867千円）

　　・看護小規模多機能型居宅介護実務研修コース
　　・管理者・指導者コース　　146人（73人×2回）、2日間

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 

施設内リーダー職員研修
（看護実務者研修）

　約120人（2回）

◇その他高齢者権利擁護の推進に係ること
　東京都及び関係機関等が実施する高齢者虐待防止等に係る研修及び会議等につい
て、講師の派遣等を行う。

介護サービス等事業管理者
高齢者権利擁護研修

　区市町村等職員や介護サービス事業等管理者等を対象に、高齢者虐待を未然に防
止し、また虐待等権利擁護支援が必要な事例に適切かつ迅速に対応できる人材を育
成する。

区市町村職員等高齢者権利
擁護研修

養護者による高齢者虐待対応研修
・基礎研修Ａ　約600人（2回）
・基礎研修Ｂ　約200人（2回）
・応用研修Ａ　約 60人（1回）
・応用研修Ｂ　約100人（1回）
・権利擁護テーマ別実践研修　約300人（3回）

養介護施設従事者等による高齢者虐待対応研修
　約100人（1回）

高齢者権利擁護
推進事業

　高齢者虐待の未然防止、適切な対応を図るため、区市町村職員等を対象とした相
談支援・人材育成を実施し、高齢者の権利擁護のための取組を推進する。

（50,870千円） ◇権利擁護に関する区市町村相談支援事業

訪問看護管理者
育成事業

　訪問看護事業所の管理者・指導者の資質を向上し、人材の育成・定着及び経営の
安定化を図る。
　併せて、在宅領域における看護機能強化を図るため、看護小規模多機能型居宅介
護の参入と安定的運営を行うことのできる管理者を育成する研修を実施する。

                               30人（30人×1回）、1日間

　障害福祉サービス事業所等で働く現任の職員が国家資格取得のために要する経費
の一部を、事業所に対して助成することにより、職員の育成及びサービスの質の向
上を図る。

　　社会福祉士、看護師、弁護士等が、高齢者虐待をはじめとした高齢者の権利擁
　護に係る困難事例等について区市町村職員等の相談に応じる。

　　・専門相談（電話・面接等による相談）
　　・体制整備支援（訪問による助言支援）

◇権利擁護推進のための人材育成事業

研　修　名 規　　模

現任者研修 　約400人（約100人×4回）、2日間

現任介護職員資
格取得支援事業

　介護現場で働く現任の介護職員が介護福祉士国家資格取得のために要する経費の
一部を、事業者に対して助成することにより、介護職員の育成及びサービスの質の
向上を図る。

　　・対象者数　　270人 13,500 千円

地域包括支援セ
ンター職員研修
事業

　地域包括支援センター職員に対して、地域包括支援センターの意義、その業務、
他の専門職との連携に関する研修を実施し、地域包括支援センターの適切な運営及
びさらなる機能強化を図る。

（9,024千円） 研　修　名 規　　模

初任者研修 　約400人（約100人×4回）、2日間



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容
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8

9

◇登録申請等業務
　　高齢者等の施設及び在宅系サービスにおいて、たんの吸引等を行おうとする
　者の認定及びその者が行おうとする施設及び事業所の登録業務を行う。

　多職種が連携し、高齢者の自立した日常生活の支援、介護予防、要介護状態等の
軽減を目的とした地域ケア会議の開催を推進するため、高齢者の生活課題とその背
景にある要因を理解し、尊厳を保ちつつ、個々の高齢者に合った適切な支援方法に
ついて提案・助言できる人材を養成する研修を実施する。

　　・研修規模　　450人（90人×5回）、2日間

自立支援・介護
予防に向けた地
域ケア会議実践
者養成研修事業
（14,811千円）

2,460組※実地研修 喀痰吸引、
（在宅等での実習） 経管栄養

　※組：たんの吸引等の医療的ケアを受ける利用者1人と介護職員1人の組合せ

特定の者への医
行為を前提とし
たもの

基本研修 講義 9時間

不特定多数の者
への医行為が可
能なもの

基本研修

講義
演習 喀痰吸引、

経管栄養、
救急蘇生法

喀痰吸引、
（施設等での実習） 経管栄養
実地研修

介護職員等によ
るたんの吸引等
のための研修・
登録受付等事業
（143,887千円）

　医療的なケアに対するニーズに対応するため、適切にたんの吸引等を実施する介
護職員等を養成するとともに、実施に当たっての体制整備を図る。

◇研修業務
　　高齢者及び障害者の施設・在宅系サービス等において、たんの吸引等の医療
  的ケアを行う介護職員等を養成する。

研　修　名 内　容 規　模

50時間

480人

病児・病後児（訪問型）
保育研修

 （23.5時間+演習1～2日）20人（20人×1回）

認可外保育施設職員
テーマ別研修

 7,000人（3,500人×2回）

家庭的保育者研修
 認定研修（40時間）　 50人
 現任研修（18時間）　120人（60人×2回）

病児・病後児保育研修  （8時間）　　　　　　　80人（80人×1回）

（27,621千円） 研　修　名 規　　模

認証保育所施設長研修  300人（150人×2回）、4日間

認証保育所中堅保育士研修  300人（100人×3回）、3日間

保育人材育成研
修事業

　認証保育所施設長や認可外保育施設職員に対する研修を実施し、保育従事者の資
質向上を図り、児童福祉の増進に寄与する。



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容
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（157,335千円）

11

12

13

（111,594千円）

人数
2,880人
160人

地域保育
80～85人

80人
34コース

コース名 定員

◇セミナー及び個別相談会の開催
　　・開催回数　　各4回

◇人事制度改善等支援

　　・対象者数　　600人（300事業所）

　　・対象者数　　270人

2コース

子育て支援員研
修事業

　子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、地域において保育や子育て支援分野の
各事業等に従事する上で必要な知識や技能を修得するための研修を開催し、これら
の支援の担い手となる「子育て支援員」を養成する。

　　・研修規模　　36コース、3,040人

分類
地域型保育
一時預かり事業

コース数

　　・実施規模　　200事業所

介護職員奨学金
返済・育成支援
事業

　介護保険事業所等が、常勤介護職員として就職（有期雇用を除く）した新卒者等
を計画的に育成するとともに、キャリアアップできる環境確保のため、奨学金貸与
を受けた者に対して、返済金相当額を支給した事業者に対する助成を行うため、募
集、申請受付、審査等を行う。（29,202千円）

　障害福祉サービス事業所が常勤福祉・介護職員として就職（有期雇用を除く）し
た新卒者等を計画的に育成するとともに、キャリアアップできる環境確保のため、
奨学金貸与を受けた者に対して、返済金相当額を支給した事業者に対する助成を行
うため、募集、申請受付、審査等を行う。

（14,648千円）

◇事業者助成
　　・実施規模　　500事業所

◇アセッサー講習受講料助成
　　・実施規模　　600人

◇専門人材育成・定着促進助成
　　・実施規模　　60事業所

東京都介護職員
キャリアパス導
入促進事業

　介護保険事業者にキャリアパスの導入を促し、職員がキャリアパスを図れる環境
を実現し、専門人材の育成・定着を促進する。
　「介護キャリア段位制度」を活用し、レベル認定者に認定手当相当額を支給した
事業者に対する助成及びキャリアパスを導入して離職率を改善した事業者に対する
助成の募集、申請受付、審査等を行う。
　併せて、キャリアパス導入を効果的に実施するために、管理者等に対するセミ
ナーを開催する。
　また、多くの事業者への効果的なキャリアパス導入を支援するため、人事制度等
の作成・改善を集合研修や個別相談の機会を設定して支援するとともに、キャリア
パスの導入等についてリーダー職員、新任職員向けに研修を実施する。

規　　模
（内訳）

研　修　名

障害福祉サービ
ス事業所職員奨
学金返済・育成
支援事業（新）



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容
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（39,895千円）

15

16

17

（32,002千円）

◇外国人介護従事者受入れ環境整備事業
・介護事業者向け外国人受入れセミナー

実施規模　450人（150人×3回）
・外国人介護職員指導担当者研修

実施規模　100人（ 50人×2回）
・介護施設等による留学生受入れ支援事業

助成規模　 70人（35施設）

◇経済連携協定等に基づく外国人介護士受入れ支援事業
・助成規模　315人

◇外国人技能実習制度に基づく外国人介護実習生の受入れ支援事業
・助成規模　 75人

18

（12,722千円）

　　・実践研修　　400人（3回）
　　・講師養成研修

　　　　障害者福祉施設等従事者コース　　300人（150人×2回）

魅力ある福祉の
職場づくり研修
等事業

　　・研修規模　　30人（30人×1回）、1日間

健康づくり事業
推進指導者育成
事業

障害福祉サービ
ス等事業者に対
する経営管理研
修事業
（14,055千円）

　健康寿命の延伸、健康格差の縮小、がん予防などの推進を図るため、地域や職域
において指導的な立場で健康づくりに関する事業を担う区市町村、医療保険者、都
保健所等の人材を育成する。

　　　　障害者福祉施設等管理者コース　　250人（125人×2回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    100人（100人×1回）
　　・権利擁護センター・虐待防止センター担当職員等研修

研　修　名 規　　模

健康づくり事業推進指導者育成研修 　50人×25回、1日間

　障害福祉サービス事業所等の法人代表者、管理者及び施設長等に対し、人材マネ
ジメント等の研修を実施することで、事業所における職員の定着や資質向上を図
る。

　　・研修規模　　200人（50人×4回）、1日間

　都内で福祉サービスを提供する事業所の経営・管理層や従事者を対象に、喫緊の
課題である人材の確保・育成・定着をはじめとする時宜に応じたテーマについて、
福祉の仕事や職場の魅力を高めるための研修等を実施する。

外国人介護従事
者受入れ環境整
備等事業（新）

　外国人介護従事者について、各制度（経済連携協定（EPA）、外国人技能実習制
度、介護福祉士の資格取得を目指す留学生）の趣旨に沿って、高齢者施設等が外国
人を円滑に受け入れられるように支援する。

◇職員が働きやすい職場環境を整備し職員の定着を図るため、福祉の現場で働い
ている中堅職員等を対象に、業務を行う上での悩みの解決や職員支援に必要とな
る方法・技術を学ぶ研修を実施する。

（360千円）

◇強度行動障害支援者養成研修事業
　　強度行動障害を有する者（児）に対し、適切な支援を行う職員、及び、適切な
　障害特性の評価及び支援計画の作成ができる職員の人材育成を図るため、障害福
　祉サービス事業者従事者等を対象に研修を実施する。

　　・基礎研修　　990人（5回）

障害者虐待防止
対策支援事業

　障害者に対する虐待の防止や虐待を受けた者に対する支援等を図り、また、強度
行動障害を有する者等に対して適切な支援等を行う職員の人材育成を行うための研
修を実施する。

◇障害者虐待防止・権利擁護研修事業
　　障害者虐待の問題について、障害者福祉施設従事者等の理解を深めるととも
　に、区市町村の障害者虐待防止担当等の専門性の強化を図るため、施設管理者、
　施設従事者、区市町村職員等を対象に研修を実施する。

　　・障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応研修



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容
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◇アレルギー相談実務研修

◇ぜん息・食物アレルギー緊急時対応研修

◇アレルギー対応体制強化研修

20

（12,350千円）

21

アレルギー疾患
研修事業
（19,176千円）

　　　　　　　　　　　　　　 900人（300人×3回）、1日間

                             200人（100人×2回）、1日間

　　・受講定員 45人

◇大学において教育に関する科目を履修して専任教員となった新人教員に対して、
看護教育に必要な基礎的知識を習得するための研修を実施する。

認定看護管理者
養成研修事業

　病院において管理・監督職の立場にある看護師に対して、認定看護管理者制度
ファーストレベルの研修を実施し、看護管理者の資質と看護水準の維持及び向上に
寄与する。

　　・研修規模 70人（70人×1回）、19日間
　　・特別講義 70人（70人×1回）、 1日間

　　・研修期間 5日間
　　・養成人員 30人

看護教員養成研
修事業

　看護師養成を担う看護教員の育成及び現任新人教員の研修を実施し、看護教育の
質の向上に寄与する。

（31,515千円） ◇看護職員の養成に携わる者に対して、看護教員として必要な知識と技術の修得
に向けた研修を実施する。

　　・修業期間 11か月（870時間）

　　子供の保育や支援を担う施設等におけるアレルギーの組織的対応の充実強化
　を図るための研修を実施し、施設のアレルギー対策に係る体制整備を推進する。

　　・成人のアレルギー疾患に関する相談実務研修

　　保育所等において、生命の危険があるぜん息発作や食物アレルギーによる
　アナフィラキシーショック症状等の緊急時の対応ができる人材を育成する。

　　・区市町村職員向け研修　　60人（ 30人×2回）、1日間

　　・研修規模　　　　　　 1,000人（500人×2回）、1日間

　　・施設向け研修　　 　　1,000人（500人×2回）、1日間

　　・子供のアレルギー疾患に関する相談実務研修

　地域におけるアレルギー疾患対策の取組を推進する人材を育成し、アレルギー疾
患の発症や悪化を防止し、都民の健康増進を図る。

　　アレルギー疾患に関する基本的知識の普及及び援助技術の向上等を図り、
　アレルギー疾患の対応ができる人材を育成する。



1

（47,780千円）

2

（79,996千円）

サービス
事業所
か所

3

件
人

4

（37,589千円）

5

（41,441千円）

6

（129,596千円） 　　・保健医療福祉相談 件55,000
　　・夜間休日医療機関案内

34

福祉情報総合ネ
ットワーク事業

　　・事業者情報 35,900約

介護サービス情
報の公表事業

　　・実施規模　　 509法人

285

　　・対象サービス

　　・対象事業所　 高齢、児童、障害、ひとり親家庭・女性、生活保護

9,900

２　福祉保健医療に関する相談及び情報提供並びに福祉サービス評価に関する事業
　（定款第４条第１項第２号事業）

（目的）　福祉保健医療に関する専門的な知識等の普及・啓発、相談及び情報提供を行い、都民のサ
　　　　ービス選択の支援をするほか、事業者間の「競い合い」の促進によるサービスの質の向上を
　　　　図る。

　インターネット・携帯電話・ＦＡＸ・一般電話といった様々な通信手段を通じて、
事業者情報、サービス評価情報等の福祉情報を総合的・一体的に提供することによ
り、都民がいつでも必要なときに、自分に合った福祉サービスを主体的に選択できる
ようにするとともに、事業者が提供する福祉サービスの質の向上に寄与する。

件

事業名（予算額） 内　　　　　　　　容

  「東京都指定情報公表センター」として、東京都の情報公表計画に基づき、利用者
が介護サービスを利用するために必要とされる情報について、事業所からの報告の受
理及び公表を行い、利用者がより適切な事業者を選択できるよう支援する。

運営情報の内容を調査する調査員の養成及び質の向上を図る。

　　・訪問調査対象事業所　 2,500
　　・対象事業所 約 16,000

58,000

　　・フォローアップ研修の実施  300人

ユニバーサルデ
ザイン情報サイ
ト事業

働きやすい福祉
・介護の職場宣
言情報公表事業

　　・相談等支援者数

保健医療情報セ
ンター事業

60
　　・償還対象件数

生活サポート特
別貸付アフター
フォロー事業
（53,573千円）

　　・掲載施設数　　1,570件

　生活サポート特別貸付事業貸付金の債権管理を行うとともに、借受人に対して、生
活相談と就労支援を行い、生活の安定化を図る。

　保健医療福祉に関する情報の総合窓口として、保健、医療、福祉に関する相談や医
療機関等の情報提供を行う。

約

件

　駅・地下鉄・道路・建築物・トイレ等のユニバーサルデザインに関する情報を一元
化したポータルサイト「とうきょうユニバーサルデザインナビ」を運営し、高齢者や
障害者等を含めたすべての人が外出する際に必要な情報を容易に入手できるようにす
るとともに、情報バリアフリーや心のバリアフリー等、区市町村や事業者の取組を促
進する情報を発信することにより、ユニバーサルデザイン及びバリアフリーの普及・
推進に寄与する。

　　・調査員養成研修の実施     　30人

　人材育成、キャリアパス、負担軽減等、働きやすさの指標となる項目を明示した
「働きやすい福祉・介護の職場ガイドライン」を踏まえた職場づくりに取り組み、
「ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言」を行う福祉・介護事業所の情報を東京都福
祉人材情報バンクシステム「ふくむすび」に登録し公表する。

件
　　・外国語による情報提供



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容

7

（48,519千円）

集合型研修
実践型講習会

90人（90人×1回）、1日間
※福祉サービス第三者評価システム事業との連携事業

※福祉用具展示説明会と同時開催

区市町村連絡会（新）

福祉系学校等・施設等従事者
福祉関係者への福祉用具体験講習会

20人（20人×1回）、1日間

福祉サービス第三者評価者向け福祉用具に関する講
習会

介護サービス利用者・家族

 20人（ 20人×1回）、1日間

介護支援専門員等

51時間（1時間の修了評価含む）60人（60人×1回）
福祉用具専門相談員指定講習会　

　福祉サービスの利用者やその家族等がより身近な地域で適切なサービスを選択でき
るよう、福祉に携わる人材に対して知識や技術の普及等を行うとともに、福祉に関す
る情報を提供し、都民の福祉の向上に寄与する。

 　    1回

福祉情報提供事
業

内　　容　・　規　　模

区市町村への出張適合技術等支援

　 (2)福祉用具に係る普及啓発のための動画制作（新）　　2本

福祉用具専門相談員

福祉用具展示説明会

福祉用具・適合相談担当者向けスキルアップ講習会

施設職員向け研修会

 1回

介護支援専門員等対象福祉用具講習会

 90人（ 30人×3回）、1日間専門講習

      10回

　・書籍の有償頒布　27種
　　　福祉保健に係る情報等の普及を図るため、書籍を作成し頒布する。
　　　介護支援専門員関連、介護保険関連、福祉用具関連、
　　　住宅改修関連、介護予防関連等

◇福祉保健情報の普及・啓発事業

基礎講習　　　

福祉用具サービス業務従事者講習会

区市町村職員・
地域包括支援センター職員等

300人（30人×10回）、1日間
200人（100人×2回）、3日間

      15回

60人（30人×2回）、1日間

都民向け展示会（新）

　 (1)講習会等の開催
　・福祉関連従事者等に対する福祉用具の基礎的・専門的知識の普及等

対　　象

福祉系学校等への福祉用具体験講習会

区市町村職員等向け福祉用具見学ツアー

280人（140人×2回）、1日間

◇福祉関係の知識、技術の普及・向上事業

テーマ別講習

 30人（30人×1回）、1日間

基礎講習

出張講習会

介護支援専門員等対象福祉用具見学会

介護施設職員

福祉関連従事者等に対する福祉用具等専門相談及び技術相談

  6回

福祉用具専門相談員等スキルアップ講習会

福祉サービス第三者評価者

400人（100人×4回）、1日間



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容

8

（47,964千円）

9 施設活用事業
（574,923千円）

10

（62,923千円）

養成研修　　 30人（1回）
継続研修　　 25人（1回）

20人（1回）

40人（1回）

評価者養成講習

評価機関支援研修

研　修　名 規　　模

105人（35人×3コース）
※講習期間：6日間

共通コース　1,360人
（70～250人×10回）

専門コース　  590人
（25～100人×13回）

　個人や団体が実施する自主的な健康づくり等の活動や、区市町村、関係団体等が実
施する健康づくりをはじめとする福祉保健医療に関する研修・講習会等の場として、
運動施設や研修室・会議室を提供し、都民の健康づくりを推進する

　「東京都福祉サービス評価推進機構」として、評価機関の認証・指導、評価者養成
講習の実施、評価結果の公表、苦情対応、共通評価項目・評価手法の検討等の業務を
実施し、福祉サービスにおける評価の定着・普及を促進することにより、利用者に対
する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促すこと
で、利用者本位のサービスシステムの構築を図る。

　活用事例等の情報提供など、他施設のモデルとなるアドバンスト施設を育成する。

次世代介護機器
の活用支援事業

　機器を導入している施設で実際の活用場面などを見学できる機会を提供する。

　　・実施規模　　50人（25人×2回）、1日間

◇アドバンストセミナー（新）

4回

  利用者の自立支援や介護者の負担軽減の効果を有する「次世代介護機器」の適切な
使用及び効果的な導入を支援することにより、介護従事者の負担の軽減、介護の質の
向上及び高齢者の自立支援を図り、介護職員の定着支援及び高齢者の自立支援に資す
ることを目的とする。

3回
7回

3,520件

婦人保護施設評価者研修（新）

社会的養護関係施設評価者
研修

フォローアップ研修

　　・常設展示　　通年

　　受審件数

1回

福祉サービス第
三者評価システ
ム事業

　機器に関する基礎知識や最新動向などの情報を提供する。
　　・実施規模　　500人（250人×2回）、1日間

　　・実施規模　　50人（10人×5回）、1日間

◇次世代介護機器導入後セミナー（新）

◇普及啓発セミナー

　機器を導入した事業者を対象に、機器の活用・定着等を支援する。

◇次世代介護機器導入前セミナー（新）
　機器の導入を検討している事業者を対象に、機器選定等の効果的導入を支援する。

　　　分野別ワーキング

　　評価・研究委員会

◇専門アドバイザーによる情報提供

◇次世代介護機器体験展示コーナーの運営

　　・出張展示会　2回

　　　評価手法ワーキング

　　　評価者養成講習資格審査会
2回

　　認証・公表委員会

◇公開見学会

　　・実施規模　　25人（25人×1回）、2日間

　　・実施規模　　100人（25人×2回×2施設）、1日間



1

2

3

4

5

6

（520,014千円）

　　・サービス付き高齢者向け住宅登録更新件数　　45件

（その他の取組）
　　・サービス付き高齢者向け住宅に係る実態調査

東京都介護職員
宿舎借り上げ支
援事業

　介護事業者に対し、介護職員の宿舎借り上げに要する経費の一部を助成すること
により、働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保定着を図るとともに、事業所
による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応
を推進する。

　　・助成規模 768 戸

　　・変更届等受付 2,068 件

サービス付き高
齢者向け住宅登
録等事業

　高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく指定登録機関として、サービス付
き高齢者向け住宅の登録及び登録簿の閲覧に係る業務等を行い、高齢者の居住の安
定の確保を図り、その福祉の増進等に寄与する。

（31,294千円） 　　・サービス付き高齢者向け住宅登録件数　　　　30件（登録戸数1,200戸）

施術者 708 件
　　・指定更新申請受付 2,664 件

変更
・変更届等受付
・変更届時実地確認

生活保護法指定
医療機関等指定
申請受付等事業

　生活保護法等による医療機関等の指定・変更・廃止等について、申請受付、審査
等を行うことにより、生活保護制度の基盤を整備し、医療扶助等を必要とする者の
最低限度の生活保障に寄与する。

（19,649千円） 　　・新規指定申請受付 医療機関 1,464 件

回

指定
更新

・指定更新申請受付 2,212 件
・指定更新時実地調査
・指定更新事業者研修会 2 回

介護保険事業者
指定申請受付等
事業

　介護保険事業者の指定・更新・変更等について、申請受付、審査、調査を行うと
ともに、申請及び届出書類等のデータ化、文書管理等を行うことにより、介護保険
におけるサービス基盤を整備し、利用者のサービス選択を支援する。

（114,094千円）

新規
・新規指定申請受付 849 件
・新規指定前実地調査
・新規指定事業者研修会 12

（32,712千円） ・実施規模 500 件

障害福祉サービ
ス等指定市町村
事務受託法人事
業
（12,227千円）

　障害者総合支援法第11条の2及び児童福祉法第57条の3の4に基づく「指定市町村
事務受託法人」として、障害者総合支援法第9条等に規定する質問等事務を行い、
区市町村を支援する。

・実施規模 90 件

３　ＮＰＯ法人及び社会福祉法人等に対する支援事業（定款第４条第１項第３号事業）

（目的）　福祉保健医療制度を支える社会福祉施設等の運営等を支援し、制度の適正運営を支援する機
　　　　能を強化することで、法人等の安定的な運営を確保する。

事業名（予算額） 内　　　　　　　　容

介護サービス指
定市町村事務受
託法人事業

　介護保険法第24条の2に基づく「指定市町村事務受託法人」として、介護保険法
第23条に規定する照会等事務を行い、保険者たる区市町村を支援し、介護保険の適
正化に寄与する。



事業名（予算額） 内　　　　　　　　容
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12

13

（178,866千円）

地域福祉振興事
業

　地域社会において民間団体が実施する福祉サービスのうち、既存の公的制度や、
補助事業では対象とされていない事業に対して助成金を交付し、地域社会における
福祉の推進を図る。(※但し、継続助成事業のみ)

　　・助成対象事業 障害者自立生活プログラム
その他サービス提供事業

　　・助成件数 50 件 176,582 千円

4 件 （平成31年度借入予定分）
　　・利子補給額 391,751 千円

介護老人保健施
設整備資金利子
補給事業

　医療法人等が、介護老人保健施設の整備のために、独立行政法人福祉医療機構か
ら借り入れた「医療貸付資金」について、その利子を補給することにより、医療法
人等の財政負担を軽減し、介護保険事業の安定的な運営を支援する。

（392,645千円） 　　・対象件数 132 件 （既借入分）

155 件 （平成31年度借入予定分）
　　・利子補給額 924,790 千円

福祉医療機構借
入金利子補給事
業

　社会福祉法人等が、施設整備等のために、独立行政法人福祉医療機構から借り入
れた「福祉貸付資金」について、その利子を補給することにより、社会福祉法人等
の財政負担を軽減し、社会福祉事業の安定的な運営を支援する。

（931,964千円） 　　・対象件数 1,176 件 （既借入分）

福祉施設経営改
善特別融資事業
(債権債務管理)

　東京緊急対策Ⅱに盛り込まれた、福祉施設における安全安心対策として、福祉施
設を運営する法人に貸し付けた資金の債権管理を行うとともに、法人からの貸付金
償還金を東京都へ納付する。

（59,967千円） 　　・法人から財団への償還　 19 件 58,900 千円

　　耐震化が未実施の社会福祉施設・医療施設等からの求めに応じ、建築・耐震
　化に関する専門知識を有する者を派遣し、耐震診断・耐震改修に関する技術的
　助言や提案を行う。

　　・派遣施設数　　 13施設（社会福祉施設・医療施設等）

社会福祉事業振
興資金貸付事業
(債権債務管理)
（38,079千円）

　社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法人等へ貸し付けた資金の債権管理及
び東京都より借り入れた貸付原資の償還業務を行う。

　　・法人から財団への償還　 23 件 28,150 千円

社会福祉施設・
医療施設等耐震
化促進事業
（8,340千円）

　未耐震の社会福祉施設・医療施設等の耐震化を促進し、利用者等の安心・安全の
確保を図る。

◇訪問業務
　　耐震化が未実施の社会福祉施設等を訪問し、耐震化の必要性や支援制度の案
　内を行い、耐震化を促進する。

　　・訪問施設数　　 93件（社会福祉施設等）

◇専門的支援業務

東京都障害福祉
サービス等職員
宿舎借り上げ支
援事業

　障害福祉サービス等事業者に対して、職員の宿舎借り上げに要する経費の一部を
助成することにより、働きやすい職場環境を実現し福祉・介護人材の確保定着を図
るとともに、施設による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災
害時の迅速な対応を推進する。

（172,127千円） 　　・助成規模 180 戸
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（225,318千円）

（1）地域の資源等を活用した結婚支援
（2）妊娠、出産、育児期における親や子供に対する支援
（3）多世代交流や地域との連携等による子育て支援
（4）病気や障害等を抱える子供への支援
（5）社会的養護に係る取組
（6）学齢期の子供に対する各種支援
（7）若者が社会的に自立した生活を営むための支援

（継続14件を含む）

子供が輝く東京
・応援事業

　　・助成対象事業

　　・助成予定件数 34 件 200,198 千円

　社会全体で子育てを支えることを目的として、都の出えん及び企業等の寄附によ
る基金を活用し、ＮＰＯ法人等による、結婚、子育て、学び、就労までのライフス
テージに応じた取組を支援するため、新たに実施する事業（定額助成）と、既存事
業のレベルアップにつながる事業（成果連動型助成）に対して助成金を交付する。



1

（60,147千円）

2

3

4

5

（307,045千円）

施設

6 サービス推進費
補助等事務

◇申請書等の受理及び審査

887

人
人

◇東京都心身障害者扶養共済制度の事務

　　・徴収対象施設数

（66,803千円）

（24,289千円） 　　・加入予定者数
　　・給付予定者数

　東京都心身障害者扶養年金制度の受給者及び清算対象者に対し、給付・清算金
の支出に関する事務を行う。

　　・給付予定者数

　　・徴収対象人員

　東京都において行うサービス推進費補助金、保育士等キャリアアップ補助金及び
保育サービス推進事業補助金の交付に関する事務を行う。

53

　　・病院経営本部独自研修
　　　　新任研修 等15研修
　　・合同研修（福祉保健局と合同実施）

　　・生活保護行政主管課長研修 等8研修

　東京都病院経営本部職員を対象とした研修及び東京都福祉保健医療学会に関する
業務を行う。

◇福祉保健局職員研修

◇行政機関職員研修等

　　・福祉保健局独自研修
　　　　転入職員研修 等26研修
　　・合同研修（病院経営本部と合同実施）

　　東京都内福祉事務所等の職員を対象とした研修を実施する。

　　　　東京都福祉保健医療学会、医師研修 等53研修

　　東京都福祉保健局職員を対象とした研修及び東京都福祉保健医療学会に関す
　る業務を行う。

4,430

　　　　東京都福祉保健医療学会、医師研修 等53研修

◇申請方法等ＰＲ用パンフレットの作成

◇補てん金の支払

7,950
　　・清算対象者数

　外国人未払医療費に係る医療機関の負担の軽減を図るため、都内医療機関に対
し、回収努力にも関わらず前年度に未収となっている医療費の一部を補てんする。

心身障害者扶養
共済制度等事務

福祉保健局職員
研修等事業

（22,355千円）

　　・教室予約受付及び教室貸出業務

◇東京都心身障害者扶養年金制度の事務

病院経営本部職
員研修事業

　東京都が実施する心身障害者扶養共済制度への加入・給付に関する事務を行う。

人

1,580 施設

9
633 人

　　・対象施設数

外国人未払医療
費補てん事務

人

４　行政職員等研修及び行政機関支援に関する事業（定款第４条第１項第４号事業）

　社会福祉施設の利用者について、障害者総合支援法に係る自己負担分の徴収を代
行し、事業者に一括して支払う。これにより、事務の迅速化及び事業者の利便を図
る。

（30,367千円）

（目的）　都区市町村職員等に対する研修を実施するほか、行政機関等への支援を行うことにより、行
　　　　政施策を補完するとともに行政ニーズに対応する。

内　　　　　　　　容事業名（予算額）

利用者負担金徴
収事務
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