


 

 

各都道府県介護保険担当課（室）  

各保険者介護保険課担当課（室）  

各介護保険関係団体       御中  

 

                 厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

 

「高齢者等居住安定化推進事業」・ 

高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進に係る説明会の開催について 

 

 

 介護保険制度の円滑な推進については、日頃より御尽力いただき厚く御礼申し上げます。  

 高齢者の住まいと地域包括ケアの連携については、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正を契機に、

福祉行政と住宅行政が連携して、様々な取り組みが行われているところです。 

国においても、厚生労働大臣と国土交通大臣の指示により、高齢者住宅ケア検討チームを設立し、関係者

のヒアリングを実施しており、６月末を目途に課題、施策案の整理を行い、両省共同で施策の具体化を図る

こととしています。 

また法改正を踏まえ、平成２２年度の国土交通省予算において、「高齢者等居住安定化推進事業」が創設

され、国費１６０億円が計上されております。 

 高齢者等居住安定化推進事業は、高齢者、障害者及び子育て世帯が安心して生活することができる住まい

及び住環境を整備することにより高齢者、障害者及び子育て世帯の居住の安定確保を推進することを目的と

して、先導的な高齢者等向けの住宅に関する技術・システム等の導入や生活支援サービス、介護サービス、

子育て支援サービス等が効率的・効果的に提供される住まいづくりやまちづくりに関する事業の提案を公募

し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を民間事業者に対して直接補助し支援する

事業です。 

厚生労働省では、高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進のため、都市部において居住に要する費用が

高額である等の事情に鑑み、居室面積の基準等を緩和した「都市型軽費老人ホーム」や、集合住宅等に居住

する高齢者に対し、２４時間３６５日対応窓口を設置し、介護保険外のサービスを含めた関係事業者等が連

携して総合的にサービスを提供する事業などを実施する「市町村地域包括ケア推進事業」を創設すること等

を平成２２年度予算案に計上しています。 

別添資料の通り、高齢者等居住安定化推進事業・高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進に係る説明会

が開催されますので、積極的に参加をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 今回の説明会は、第１部が地方公共団体の担当者の方を対象（別添資料１参照）としており、第２部は一

般の方を対象（別添資料２参照）としておりますので、ご注意ください。 

 参加登録については、第１部にご参加いただく地方公共団体の担当者の方は、都道府県の住宅部局に、第

２部にご参加いただく一般の方は高齢者住宅財団（札幌会場については北海道開発局）までご登録いただき

ますようお願い致します。 

 なお、お手数ではございますが、各都道府県の介護保険担当課（室）におかれましては、各都道府県の住

宅部局から情報提供をさせていただく市町村の担当窓口を、各都道府県の住宅部局に連絡していただけるよ

うお願い致します。 

 

 

 
担当者： 

厚生労働省老健局高齢者支援課         廣瀬、小林 

TEL 03-5253-1111 （内線 3981） 



 

 

別添資料１：地方公共団体担当者の方対象 

 

 

平成２２年度 高齢者等居住安定化推進事業・ 

高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進に係る説明会開催のご案内 
 

高齢者の住まいと地域包括ケアの連携については、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正を契機に、

様々な取り組みが行われているところであり、今後一層の推進が期待されています。 

また法改正を踏まえ、平成22年度の国土交通省予算において、「高齢者等居住安定化推進事業」が創設さ

れ、国費 160億円が計上されております。 

高齢者等居住安定化推進事業は、高齢者、障害者及び子育て世帯が安心して生活することができる住まい及び

住環境を整備することにより高齢者、障害者及び子育て世帯の居住の安定確保を推進することを目的として、先

導的な高齢者等向けの住宅に関する技術・システム等の導入や生活支援サービス、介護サービス、子育て支援サ

ービス等が効率的・効果的に提供される住まいづくりやまちづくりに関する事業の提案を公募し、予算の範囲内

において、国が事業の実施に要する費用の一部を民間事業者に対して直接補助し支援します。 

本事業の実施にあたっては、地方公共団体の住宅・福祉部局に対して、情報の確認、推薦・認定等においてご

協力いただくこととしております。つきましては、平成 22年度高齢者等居住安定化推進事業の募集に先立ち、本

事業及び高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進について、下記により説明会を開催しますので、ご参加くだ

さい。 

なお、本事業は、平成22年度予算によるものであり、平成 22年度予算成立が事業実施の条件となります。 

 

＜会  場＞ ※場所につきましては、別紙をご覧ください。 

○東京会場（日本教育会館 ８階 第一会議室） 

開催日時：平成22年3月 8日（月）13:30～14:30（定員：300名） 

○福岡会場（九州ビル ５階 ホールM） 

開催日時：平成22年3月 9日（火）13:30～14:30（定員：180名） 

○大阪会場（大阪商工会議所 地下１階 １号会議室） 

開催日時：平成22年3月11日（木）13:30～14:30（定員：240名） 

○広島会場（広島国際会議場 地下２階 中会議室「コスモス」） 

開催日時：平成22年3月12日（金）13:30～14:30（定員：180名） 

○仙台会場（仙台国際センター ３階 大会議室「萩」） 

開催日時：平成22年3月15日（月）13:30～14:30（定員：225名） 

○名古屋会場（名古屋国際センター 別棟ホール） 

開催日時：平成22年3月17日（水）13:30～14:30（定員：180名） 

 ○札幌会場（札幌エルプラザ ３階ホール） 

開催日時：平成22年3月19日（金）14:00～15:00（定員：200名） 

＜参 加 費＞ 無料 

＜申込方法＞ 次頁の都道府県住宅部局に登録をお願い致します。（受講票は発行しませんので、開催当日、会場

にお越しください。） 

       なお、会場の都合により開場予定は13:00以降となりますのでご協力ください。 



 

 

（都道府県 住宅部局 問い合わせ先一覧） 

 

〒 住 所 ＴＥＬ

北海道 建設部住宅局住宅課 060-8588 札幌市中央区北3条西6 011-231-4111

青森県 県土整備部建築住宅課 030-8570 青森市長島1-1-1 017-734-9695

岩手県 県土整備部建築住宅課 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-5933

宮城県 土木部住宅課 980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-3256

秋田県 建設交通部建築住宅課 010-8570 秋田市山王4-1-1 018-860-2561

山形県 土木部建築住宅課 990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2640

福島県 土木部建築総室建築住宅課 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7529

茨城県 土木部都市局住宅課 310-8555 水戸市笠原町978-6 029-301-4759

栃木県 県土整備部住宅課 320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2483

群馬県 県土整備部建築住宅課 371-8570 前橋市大手町1-1-1 027-226-3717

埼玉県 都市整備部住宅課 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-5562

千葉県 県土整備部住宅課 260-8667 千葉市中央区市場町1-1 043-223-3229

東京都 都市整備局住宅政策推進部民間住宅課 163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎 03-5320-4947

神奈川県 県土整備部住宅課 231-8588 横浜市中区日本大通1 045-210-6557

新潟県 土木部都市局建築住宅課 950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025-280-5443

富山県 土木部建築住宅課 930-8501 富山市新総曲輪1-7 076-444-3358

石川県 土木部建築住宅課 920-8580 金沢市鞍月1-1 076-225-1777

福井県 土木部建築住宅課 910-8580 福井市大手3-17-1 0776-20-0506

山梨県 県土整備部建築住宅課 400-8501 甲府市丸の内1-6-1 055-223-1730

長野県 建設部住宅課 380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7339

岐阜県 都市建築部公共建築住宅課 500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 058-272-1111

静岡県 県民部建築住宅局住まいづくり室 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-221-3081

愛知県 建設部建築担当局住宅計画課 460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6568

三重県 県土整備部住宅室 514-8570 津市広明町13 059-224-2720

滋賀県 土木交通部住宅課 520-8577 大津市京町4-1-1 077-528-4235

京都府 建設交通部住宅課 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075-414-5361

大阪府 住宅まちづくり部居住企画課 540-8570 大阪市中央区大手前2 06-6941-0351

兵庫県 県土整備部住宅建築局住宅政策課 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-341-7711

奈良県 土木部まちづくり推進局住宅課 630-8501 奈良市登大路町30 0742-27-7544

和歌山県 県土整備部都市住宅局建築住宅課 640-8585 和歌山市小松原通1-1 073-441-3210

鳥取県 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 680-8570 鳥取市東町1-220 0857-26-7408

島根県 土木部建築住宅課 690-8501 松江市殿町1 0852-22-5485

岡山県 土木部都市局住宅課 700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 086-226-7527

広島県 都市局住宅課 730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-4164

山口県 土木建築部住宅課 753-8501 山口市滝町1-1 083-933-3883

徳島県 県土整備部住宅課 770-8570 徳島市万代町1-1 088-621-2593

香川県 土木部住宅課 760-8570 高松市番町4-1-10 087-832-3584

愛媛県 土木部道路都市局建築住宅課 790-8570 松山市一番町4-4-2 089-912-2755

高知県 土木部住宅課 780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9862

福岡県 建築都市部住宅計画課 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3731

佐賀県 県土づくり本部建築住宅課 840-8570 佐賀市城内1-1-59 0952-25-7164

長崎県 土木部まちづくり推進局住宅課 850-8570 長崎市江戸町2-13 095-894-3101

熊本県 土木部住宅課 862-8570 熊本市水前寺6-18-1 096-333-2547

大分県 土木建築部建築住宅課 870-8501 大分市大手町3-1-1 097-506-4677

宮崎県 県土整備部建築住宅課 880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 0985-26-7196

鹿児島県 土木部建築課住宅政策室 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-3738

沖縄県 土木建築部住宅課 900-8570 那覇市泉崎1-2-2 098-866-2418

部 署 名

 

 

 

 

 

 



 

 

別添資料２：一般の方対象 

 

平成２２年度 高齢者等居住安定化推進事業・ 

高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進に係る説明会開催のご案内 
 

高齢者の住まいと地域包括ケアの連携については、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正を契機に、

様々な取り組みが行われているところであり、今後一層の推進が期待されています。 

また法改正を踏まえ、平成22年度の国土交通省予算において、「高齢者等居住安定化推進事業」が創設さ

れ、国費 160億円が計上されております。 

高齢者等居住安定化推進事業は、高齢者、障害者及び子育て世帯が安心して生活することができる住まい及び

住環境を整備することにより高齢者、障害者及び子育て世帯の居住の安定確保を推進することを目的として、先

導的な高齢者等向けの住宅に関する技術・システム等の導入や生活支援サービス、介護サービス、子育て支援サ

ービス等が効率的・効果的に提供される住まいづくりやまちづくりに関する事業の提案を公募し、予算の範囲内

において、国が事業の実施に要する費用の一部を民間事業者に対して直接補助し支援します。 

今回、平成22年度高齢者等居住安定化推進事業の募集に先立ち、本事業及び高齢者の住まいと地域包括ケアの

連携推進について、下記により説明会を開催しますので、ご案内致します。 

なお、本事業は、平成22年度予算によるものであり、平成 22年度予算成立が事業実施の条件となります。 

 

＜会  場＞ ※場所につきましては、別紙をご覧ください。 

○東京会場（日本教育会館 ８階 第一会議室） 

開催日時：平成22年3月 8日（月）15:00～16:30（定員：300名） 

○福岡会場（九州ビル ５階 ホールM） 

開催日時：平成22年3月 9日（火）15:00～16:30（定員：180名） 

○大阪会場（大阪商工会議所 地下１階 １号会議室） 

開催日時：平成22年3月11日（木）15:00～16:30（定員：240名） 

○広島会場（広島国際会議場 地下２階 中会議室「コスモス」） 

開催日時：平成22年3月12日（金）15:00～16:30（定員：180名） 

○仙台会場（仙台国際センター ３階 大会議室「萩」） 

開催日時：平成22年3月15日（月）15:00～16:30（定員：225名） 

○名古屋会場（名古屋国際センター 別棟ホール） 

開催日時：平成22年3月17日（水）15:00～16:30（定員：180名） 

 ○札幌会場（札幌第一合同庁舎 ２階講堂） 

開催日時：平成22年3月19日（金）15:30～17:00（定員：100名） 

＜参 加 費＞ 無料 

＜申込方法＞ 次頁の申込書に必要事項をご記入のうえ、高齢者住宅財団までＦＡＸで（札幌会場については北

海道開発局までメール又はFAX で 3 月 15 日（月）迄に）お申し込みください。（受講票は発行

しませんので、開催当日、会場にお越しください。） 

       なお、会場の都合により開場予定は 14:30（札幌会場については 15:00）以降となりますのでご

協力ください。 



 

 

●東京会場、福岡会場、大阪会場、広島会場、仙台会場、名古屋会場 

 

（財）高齢者住宅財団 川窪・鹿島 宛（ＦＡＸ．０３－３２０６－５２５６） 

「高齢者等居住安定化推進事業説明会」参加申込書 

会 場 
□東京（3/8） ・□福岡（3/9） ・□大阪（3/11） ・□広島（3/12）   

□仙台（3/15） ・□名古屋（3/17） ※いずれかに☑をつけてください。 

ご氏名 

（フリガナ） 
 

会社・団体名  

連絡先 

（電話番号） 
 

＜お問合せ＞（財）高齢者住宅財団（担当：川窪・鹿島） 

〒104－0032 東京都中央区八丁堀2－20－9 

TEL. 03 (3206) 6437  FAX.03 (3206) 5256 

 

 

 

 

●札幌会場 

 

北海道開発局事業振興部都市住宅課 宛 

「高齢者等居住安定化推進事業説明会」参加申込書 

会社名           

所属・役職 参加者氏名 

  

  

 

  代表者連絡先（電話番号）      

 

 

＜お問合せ・送付先＞北海道開発局事業振興部都市住宅課  （担当：滝波・忠村） 

〒060－8511 札幌市北区北 8条西2丁目   TEL. 011 (709) 2311 

                      FAX．011 (738) 0235 

E-mail :  machidukuri@hkd.mlit.go.jp  
 



 

 

（別 紙） 

会場のご案内 

 

●東京会場（日本教育会館 ８階 第一会議室） 

開催日時：平成22年3月 8日（月）第1部13:30～14:30 第2部15:00～16:30 

 

 

 

 

 

●福岡会場（九州ビル ５階 ホールＭ） 

開催日時：平成22年3月 9日（火）第1部13:30～14:30 第2部15:00～16:30 

 

 
 

 

＜所在地＞ 

東京都千代田一ツ橋２－６－２ 

TEL.03-3230-2831 

＜アクセス＞ 

・地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線 

神保町駅（A1出口）下車徒歩 3分 

・地下鉄都営三田線 

神保町駅（A8出口）下車徒歩 5分 

・東京メトロ東西線 

竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩 5分 

・東京メトロ東西線 

九段下駅（6番出口）下車徒歩 7分 

・JR総武線 

水道橋駅（西口出口）下車徒歩 15分 

＜所在地＞ 

福岡市博多区博多駅前南１－８－３１ 

TEL.092-461-1112 

＜アクセス＞ 

・ＪＲ九州・福岡市営地下鉄 

「博多」駅筑紫口より徒歩５分 



 

 

●大阪会場（大阪商工会議所 地下１階 １号会議室） 

開催日時：平成22年3月11日（水）第1部13:30～14:30 第2部15:00～16:30 

 
 

 

 

●広島会場（広島国際会議場 地下２階 中会議室「コスモス」） 

開催日時：平成22年3月12日（金）第1部13:30～14:30 第2部15:00～16:30 

 

 

＜所在地＞ 

大阪市中央区本町橋２－８ 

TEL.06-6944-6268 

＜アクセス＞ 

・中央線・堺筋線「堺筋本町」駅 

①、⑫番出口から徒歩８分 

・谷町線「谷町四丁目」駅の④番出口から

徒歩８分 

＜所在地＞ 

広島市中区中島町１－５ 

TEL.082-242-7777 

＜アクセス＞ 

ＪＲ広島駅から 

・南口バスのりば A-3 ホームより、広島バ

ス 24 号線吉島営業所または吉島病院行

「平和記念公園」下車すぐ 

・市内電車、広島港①行「袋町」下車、徒

歩約１０分 

・市内電車西広島②、 江波⑥、 宮島行「原

爆ドーム前」下車、 徒歩約 10分 

・タクシー約１５分 

広島バスセンターから 

・徒歩約１０分 



 

 

●仙台会場（仙台国際センター ３階 大会議室「萩」） 

開催日時：平成22年3月15日（月）第1部13:30～14:30 第2部15:00～16:30 

 

 

 

 

 

●名古屋会場（名古屋国際センター 別棟ホール） 

開催日時：平成22年3月17日（水）第1部13:30～14:30 第2部15:00～16:30 

 

 

＜所在地＞ 

仙台市青葉区青葉山（無番地） 

TEL.022-265-2450 

＜アクセス＞ 

・市営バス 仙台駅前（西口バスプール９番

乗り場）約１０分乗車「博物館・国際セン

ター前」バス停 徒歩１分 

・「仙台」駅よりタクシー約７分 

 

＜所在地＞ 

名古屋市中村区那古野１－４７－１ 

TEL.052-581-5679 

＜アクセス＞ 

・名古屋駅から東へ徒歩 7分 

・地下鉄桜通線「国際センター」駅下車すぐ  

・市バス「国際センター」下車すぐ 

 



 

 

●札幌会場【地方公共団体担当者の方対象】（札幌エルプラザ ３階ホール） 
開催日時：平成22年3月19日（金）14:00～15:00 

 

 

 

 

 

 
●札幌会場【一般の方対象】（札幌第一合同庁舎 ２階講堂） 
開催日時：平成22年3月19日（金）15:30～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜所在地＞ 

札幌市北区北８条西２丁目 

TEL. 011-709-2311 

＜アクセス＞ 

・会場は、札幌駅からすぐの場所にありま

すので、公共交通機関をご利用いただき

ますようお願いいたします。 

＜所在地＞ 

札幌市北区北８条西３丁目 

TEL. 011-728-1222 

＜アクセス＞ 

・会場は、札幌駅からすぐの場所にありま

すので、公共交通機関をご利用いただき

ますようお願いいたします。 


