
令和 3 年 6 月 26 日発行 第 60 号 

東中野図書館 第 60 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

    

 

 

 

 

【展示期間】：2021 年 6 月 26 日（土）～2021 年 8 月 26 日（木） 

【展示場所】：東中野図書館 3Ｆ 法務情報コーナー 

【お問合せ】：中野区立東中野図書館 

   中野区東中野 1-35-5 ☎03-3366-9581 

介護保険法とは、介護保険制度について定めた法律であり、介護

保険制度とは、介護を必要とする人やその家族を社会全体で支えてい

くための仕組みです。 

介護保険制度には、いくつかの課題があります。そのひとつに、介護

保険の利用者の増加にともない、大幅に増加している費用の問題が

あげられます。また、高齢者の一人暮らしや夫婦のみの世帯の増加、

認知症の人の増加などにより、求められる介護サービスは多様化して

います。そうした事情をふまえて、２０１５年度から推奨されているのが

「地域包括ケアシステム」です。「地域包括ケアシステム」とは、要介護

状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、

介護、医療、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制のこと

です。 
 

２０２０年の法改正は、「地域共生社会」をつくるための改正が中心と

なっています。介護保険を有効に機能させるためには、介護だけでなく、

医療や社会福祉などの他分野との協働が重要といえるでしょう。 
 

※参考文献：井戸美枝 『２０２１年度介護保険の改正 早わかりガイド』 ２０２０年 日本実業出版社 



介護保険法について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

介護保険法 ／ 介護保険 ／ 介護保険制度 ／ 介護福祉 ／ 介護 ／  

高齢者福祉 ／ 介護予防 ／ 介護施設 ／ 訪問介護 ／  

福祉事業者 ／ 社会保障 ／ 地域包括ケア ／ など 

 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや館内利用者検索機（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                    https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp 

 

『都内図書館統合検索（東京都立図書館）』・・・東京都内の複数館の資料を横断検索できます。 

                    https://www.library.metro.tokyo.jp/ 

 

『国立国会図書館』・・・国会図書館の蔵書について一括して検索できます。 

                    https://www.ndl.go.jp/ 

 

３．雑誌・新聞で調べる  

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

雑誌 『ジュリスト』（有斐閣）・・・日常業務に生かせる法律情報誌 

   『法学セミナー』（日本評論社）・・・リーガルマインド修得のための教養誌 

 

４．図書を調べる  

テーマの棚を調べてみましょう。 

 

分野 分類記号 

介護保険 364.4 

高齢者福祉 369.2 

老人問題 367.7 

 

 

 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://www.library.metro.tokyo.jp/
https://www.ndl.go.jp/


５．オンラインデータベースで調べる  

中野区立中央図書館の参考・地域行政資料コーナーでは、以下のオンラインデータベースが利用

できます。 

 

日経テレコン 1975 年からの日経 4 紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文検索、

企業情報、人事情報の検索が可能です。 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879 年から当日までの朝日新聞の検索ができます。 

官報情報検索サービス 1947 年 5 月 3 日から当日までの官報記事の検索ができます。 

MAGAZINEPLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文の検索ができます。 

D1-Law.com 判例情報、法律等の改廃履歴、法律判例文献情報が検索できます。 

 

 

６．関連機関を活用する  

関連機関で介護保険法に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『介護保険制度の概要 ｜厚生労働省』 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ 

kaigo_koureisha/ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【展示図書ピックアップ】 

介護事業者・関係者必携 改正介護保険 

早わかり 

田中 元／著 

２０２０年 自由国民社 

364.4 

タ 

２０２１年度施行の「改正介護保険」のポイントを、項目別

にいち早く、やさしく詳しく解説しています。 

介護事業者・介護福祉関係者必携の１冊です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/


 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

残念な介護 楽になる介護 井戸 美枝／著 
日経ＢＰ日
本経済新聞
出版本部 

2021 369.2イ 

ケアマネ一年生の教科書 鈴村 美咲／漫画 
ユーキャン
学び出版 

2017 369.1ケ 

プロとして知っておきたい！介護保険の

しくみと使い方 ２０２１年介護保険改

正対応 

「ケアマネジャー」編集

部／編 

中央法規出
版 

2021 364.4プ 

世界一わかりやすい介護保険のきほんと

しくみ〈２０２１‐２０２４年度版〉 
イノウ／編著 ソシム 2021 

364.4セ

21 

介護３．０ 横木 淳平／著 内外出版社 2021 369.2ヨ 

自由と豊かさを手に入れる６０歳からの

暮らし方 
浅沼 静華／著 

幻冬舎メデ
ィアコンサ
ルティング 

2021 367.7ア 

介護施設選び 5つのポイント 上村 岩男／著 
幻冬舎メデ
ィアコンサ
ルティング 

2021 369.2カ 

２時間でわかる介護保険改正 ２０２１

（令和３）年度改定版 

日本ケアマネジメント学
会認定ケアマネジャーの
会／編著 

メディカ出

版 
2021 364.4ニ 

事業者のための介護保険制度対応ナビ 本間 清文／編著 第一法規 2021 364.4ホ 

地域共生社会の実現のための介護保険制

度改正点の解説 〈令和３年４月版〉 
社会保険研究所／著 

社会保険研

究所 
2021 364.4カ 

介護白書 令和２年版 
全国老人保健施設協会

／編 
ＴＡＣ出版 2020 364.4カ 

越境する介護政策―日本とドイツの介護

保障システムの検証 
宮本 恭子／著 日本評論社 2021 364.4ミ 

よくわかる！介護読本 女性セブン編集部／編 小学館 2021 369.2ヨ 

見てわかる介護保険＆サービス（改訂３

版） 

杉山 想子，結城 康博／

共著 
技術評論社 2021 364.4ス 

医療福祉総合ガイドブック ２０２１年

度版 

日本医療ソーシャルワ

ーク研究会／編 
医学書院 2021 

369.9 イ

21 

はじめての社会保障（第１８版） 
椋野 美智子，田中 耕太

郎／共著 
有斐閣 2021 364ム 

認知症イノベーション 阿久根 賢一／著 
プレジデン

ト社 
2020 369.2ア 

 

【展示図書リスト】 


