
48 保険医療 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

84.97% 85.03% ー ー 88% 90%

10.51% 10.20% ー ー 9.5% 9.0%

1.28% 1.39% ー ー 1.6% 1.7%

1.78% 1.69% ー ー ー ー

ー ー ー - ー ー

成果指標と目
標値

現状と課題

国民健康保険加入者は高齢者の比率が高く、高齢化の進展に伴い医療費増加の傾向が著し
い。このため、保険料が他の保険に比べて高く、公費負担も増加している。

国民健康保険の加入者の異動が激しく、資格や保険料賦課の適正実施を阻害する要因に
なっている。また、中途離職者や定職に就かない若年層などからの保険料の収納確保が難
しく、収納率が目標に達しない状況が続いている。

保険・医療制度を利用し安心して暮らす区民

分野目標

(１)医療保険制度への区民の理解が深まり、国民健康保険や老人保健医療(後期高齢者医療
制度)が健全に運営され、区民は病気やけがの際に安心して受診し、早期に適正な治療を
受け、健康な生活をしている状態を目指す。

(２)区民は国民健康保険のしくみや意義について正しく理解して加入し、保険料の納付義
務を果たしていることを目指す。

医療制度改革の推進(後期高齢者医
療制度の創設準備・健診保健指導事
業の開始準備)

老人保健医療給付費に対する過
誤調整金額等の割合

国民健康保険療養給付費に対す
る過誤調整金額等の割合

資格遡及適用率(３ヶ月以上遡及)

国民健康保険料収納率(現年分)
　　　　　【10か年計画】

成果指標

国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとするために、平成
20年度に創設される後期高齢者医療制度及び国民健康保険の健診・保健指導事業が円滑
に開始されるように、分野を挙げて取り組む必要がある。



16年度

41,612,366

134,705区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

後期高齢者医療制度施行準備

国民健康保険による健診・保健指導事業の開
始に向けて、特定健診・保健指導実施計画を
策定する。

滞納整理 保険料確保に伴い収納率が上昇するととも
に、被保険者間の保険料負担の公平性が保
たれる。

納付能力がありながら納める意思のない滞納
者に対する財産差押えなどの滞納処分を強化
する。

139,606

17年度

税務分野、介護保険分野、戸籍住民分
野、情報化推進分野

国保特定健診・保健指導事業準備
高齢・健康分野、保健福祉センター、
介護保険分野

保険料と住民税の重複滞納者に対する滞納整理 税務分野、情報化推進分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

42,996,127 -

-

-

-

国保特定健診・保健指導事業準備

後期高齢者医療制度の創設に向けて広域連合の設
立に参加するとともに、区が行う保険料徴収及び
窓口事務の準備や新制度のPRを行う。

後期高齢者医療施行準備

取り組み

医療制度の改正に的確に対応することによ
り、新たな後期高齢者医療制度が適正かつ
健全に運営される。

区民の健康管理を支援し、疾病予防に寄与
することで、医療費適正化が図れる。



様式３

国保運営

4801

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 84.97% 85.03% - - 87.30% 88.00%

長期 15.82% 20.08% - - 20.50% 21.50%

長期 10.51% 10.20% - - 9.80% 9.50%

短期 - 54% - - 60%

短期 88.00% 96% - - 97%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 1,991 1,938 1,840

事業概要

事業名

実績 45.55% 44.23% 46.50%

事業概要

平成２０年度医療制度改正に向けて、加入者の理解を深めるために、広報をより充実させる必要があ
る。また、円滑に制度移行するために、準備に適切に取り組まなければならない。

現状と
課題

国民健康保険加入者は高齢者の比率が高いため、医療費増加の傾向が著しく、保険料が他の保険に比
べて高い。

わかりやすい国民健康保険制度の運営

国民健康保険のしくみの周知度
(国保加入者における周知度)

(2)　加入者が制度及び保険料の意義を理解しており、保険料が自主的に納付期限までに納
められ、収納率が上昇している。

成果指標
と目標値

国民健康保険料収納率
【10か年計画】　(現年分)

資格遡及適用率(3ヶ月以上
遡及)

情報提供や窓口での説明に満足し
ている区民の割合

収納管理

口座振替加入率

国民健康保険料収納率
　　　　(滞納繰越分)

被保険者約126,000人のうち、約19%にあたる24 ,000人が毎年転出や被用者保険加入等により資格喪
失し、ほぼ同人数が加入する。異動が激しいことと、被用者保険資格喪失後の加入手続きが遅い者が
いることが、資格管理や保険料賦課の適正実施を阻害する要因になっている。

中途離職者や定職に就かない若年層などからの保険料の収納確保が難しく、また、納付能力がありな
がら納める意識のない滞納者が存在していることなどにより収納率が目標に達しない状況が続いてい
る。

施策目標

便利で納め忘れのない口座振替を窓口やキャンペーンの実施などにより勧奨して加入率を
高め、保険料の確実な収納を図る。
平成20年度から開始する年金受給対象者からの特別徴収にかかる収納管理システムの構築
に向けた準備を進める。

(1)　区民は国民健康保険のしくみや意義について正しく理解し加入している。その結果、
資格遡及適用者の割合が改善されている。

資格管理

被用者保険喪失後、速やかに国民健康保険に加入するようPRに努め、早期加入を勧奨し、
遡及適用者の割合を下げていく。
平成20年度に実施される次の制度改正に向けてシステム改修や準備事務を適切に行う。
(1)75歳到達者の後期高齢者医療制度への移行。(2)高齢者の一部負担金の変更(1割→2割)。

資格遡及適用者数(３ヶ月以上)

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

122,929 156,944 240,000

新規差押件数 60 133 180

事業概要

事業名

実績 5 9 12

事業概要

561,388510,807 ー

電話・文書・訪問催告件数

19年度18年度16年度

滞納整理

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(１)　１０か年計画
　　　　領域Ⅲ－３　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
　　　　　　主な取組み　　適正な国民健康保険制度の運営

ー－1,8231,654

実績

広報活動

電話による早期催告、多数の滞納者に対し一斉に実施する文書催告及び電話のない世帯な
どに対する訪問催告を実施することにより、計画的かつ着実に保険料の収納確保を図る。
納付能力がありながら納める意思のない滞納者に対する滞納処分を強化し、確実に保険料
の収納を確保する。

広報活動

国民健康保険の仕組みと、２０年度の医療制度改正について、国保ガイド(全世帯、１回)、国保だよ
り(全世帯、２回)で周知するともに、区報特集や、ホームページ、JCN中野等で随時に周知する。特
に、制度改正の内容については、ていねいな説明を行い、加入者の理解を求める。また、大きく変わ
る年金からの特別徴収対象者や健康診断対象者へは個別に事前の案内を行う。

17年度

施策のコスト（千円）
ー



様式３

国保給付

4802

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 1.28% 1.39% - - 1.53% 1.60%

短期 98.70% 99.00% - - 99.20%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 1,207,572 1,298,239 1,479,573

事業概要

事業名

実績 59,280 67,105 82,755

事業概要

施策目標

療養費、高額療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費について、支給を適切に行う。

(1)　診療報酬に対する過誤調整率が向上し、医療費の適正化に寄与している。

療養給付費等現物給付

医科、歯科、調剤の保険診療分について、レセプト点検を行うことにより給付を適切に行
う。

給付件数

現状と
課題

成果指標
と目標値 高額療養費申請率

療養給付費（診療報酬等）
に対する過誤調整金額の割
合

療養費等現金給付

＜主な取組み＞

支給件数

療養給付費やレセプト件数が増大する中で、過誤調整率の向上は、委託業者の取り組みに
かかっているため、業者の指導及び履行確認が重要である。

高額療養費支給通知の発送件数並びに支払件数は毎年1,000件程度増加している中で、申請
率アップの実績を残しているが、目標達成のため一層の努力が必要である。

国民健康保険の加入者の誰もが公正に受けられる保険給付

(2)　高額療養費支給対象者の誰もが公平に受給を確保できるよう、申請率が向上してい
る。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 1,189,045 1,276,385 1,451,065

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(１)　１０か年計画
　　　　領域Ⅲ－３　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
　　　　　　主な取組み　　適正な国民健康保険制度の運営

(1)　保険診療分の給付を適切に行うため、レセプトの診療内容について、全件を対象に単月点検と３か月縦覧点
検を行うと共に、医科と調剤の突合点検や多重受診レセプトの発見等のため、業者委託による点検を実施する。
(2)　高額療養費の支給について、毎月対象者に通知することにより申請勧奨を行う。
(3)　国保の給付や事業内容を、国保ガイドや国保だより、区報、ホームページ等各種の広報媒体を通じて被保険
者に周知する。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－

給付事務

19年度18年度

58,364

16年度

53,502

17,975,03316,527,612 ー

レセプト点検件数

ー



様式３

保健事業

4803

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 - - - - 81%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 61,237 71,988 73,000

事業概要

事業名

実績 - - 100

事業概要

健康でいきいきと暮らす国民健康保険加入者

成果指標
と目標値

訪問指導後の重複・頻回に
かかる受診数が減少した区
民の割合

国保被保険者に医療費を通知し、医療費への関心と病気予防、健康づくりの意識向上を図
る。
　◆平成16年度まで　年2回各1か月分を通知
　◆平成17年度以降　年1回12か月分を通知

医療費通知件数

現状と
課題

高齢化に伴い、年々医療費が増大している中で、国保加入者の健康保持と医療費適正化の
ため、保健事業を展開する必要がある。

施策目標

患者本人や家族の病気に対する理解や情報不足が原因の重複・頻回受診者に対し、保健師
が訪問による保健指導を行うことにより、食事・運動などの生活習慣の改善や薬の管理等
を指導すると共に、医療機関への適切な受診を促すことで受給者の健康づくりを促進す
る。

(1)　国民健康保険加入者は、自ら積極的に健康づくりを行うとともに、医療保険制度で健
康を守り、いきいきと安心して暮らしている。

保健事業

保健事業

重複・頻回受診者訪問指導件数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

15,545

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度16年度

ー9,866

－

ー

3250

(１)　１０か年計画
　　　　領域Ⅲ－３　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
　　　　　　主な取組み　　適正な国民健康保険制度の運営

ー区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係



様式３

老人保健

4804

老人保健

4805

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 1.78% 1.69% - - 1.80%

短期 95.20% 96.60% - - 97.00%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 1,056,141 1,027,641 ー 981,094 ー

事業概要

事業名

実績 61,866 68,846 ー 74,609 ー

事業概要

＜主な取組み＞

医療給付

受給者の診療費や調剤費等の医療諸費の給付を適切に行う。主な取組みとしては、(事業名)
医療制度運営の(1)のとおりである。

給付件数

医療費支給

支給件数

成果指標
と目標値

高額医療費の申請率

医療給付費に対する過
誤調整額の割合

柔道整復やマッサージの施術料などの療養費や高額医療費の支給を適切に行う。主な取組
みとしては、(事業名)医療制度運営の(2)のとおりである。

医療制度を利用し健康を確保する高齢者

(2)  高額医療費支給対象者の誰もが公平に受給の機会を確保され、申請率が向上してい
る。

(1)  診療報酬に対する過誤調整率が向上し、医療費の適正化に寄与している。

わかりやすい老人保健医療制度の運営

施策目標

現状と
課題

医療制度改革により、老人保健医療制度は平成１９年度で廃止され、平成20年度から後期
高齢者医療制度がスタートする。

制度移行が円滑にできるよう、現行の業務（限度額適用・標準負担額減額認定申請や基準
収入額適用申請受付事務等）を見直し標準化を図る必要がある。また、税制改革等に対応
したシステム改正を的確に行なう必要がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 1,108,700 1,072,771 ー 1,080,000 ー

事業概要

事業名

実績

事業概要

(1)給付費が適正なものとなるよう、レセプトの点検や重複受診者等への訪問指導を実施する。
(2)高額医療費について、毎月新規対象者に通知するとともに、未申請者への申請勧奨通知をする。
(3)改革の 中にある医療制度の理解を求めるため、区報やJCN、区のホームページで広報するととも
に、窓口で担当が作成したチラシを配付する。

レセプト点検件数

医療制度運営

18年度 19年度

24,446,336 24,337,445 ー ー

ー

老人保健医療の施策のコスト（千円）

16年度 17年度

区民一人あたりコスト（円） 79,136 79,023 ー

老人保健医療制度運営の施策のコスト
（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

112,066 112,395 ー ー

ー

区の計画との関係

(１)　１０か年計画
　　　　領域Ⅲ－３　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
　　　　　　主な取組み　　適正な老人保健医療の推進

区民一人あたりコスト（円） 363 365 ー



様式３

医療制度改革

4806

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 - - - -
20年度
開始

短期 - - - - 策定

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー ー
システム
整備完了

事業概要

事業名

実績 - - ー 策定

事業概要

現状と
課題

18年度末に東京都後期高齢者医療広域連合を設置し、20年4月からの新制度施行に向けた準
備を完了させることが求められている。区の役割である保険料徴収事務や窓口事務の準備
を完了し、高齢者が安心して新制度に移行できるよう十分な周知を行う必要がある。

これまでの健診・保健指導では、生活習慣病予備軍の確実な抽出と保健指導の徹底が不十
分であった。今後は健診・保健指導が保険者に義務化されるため、内臓脂肪型肥満に着目
した生活習慣の改善に重点を置いた保健指導を行うための健診・保健指導計画を策定する
必要がある。

医療制度改革の推進

医療費適正化の中長期的対策として、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目し
た特定健診・保健指導が医療保険者に義務付けられたことから、健診・保健指導を対象者
全員に実施することにより、平成27年度までに生活習慣病の有病者・予備軍の25%減少を目
指す(平成20年4月実施)。

特定健診・保健指導事業準備

特定健診・保健指導実施計画策定

成果指標
と目標値

特定健診・保健指導実
施計画(5ヶ年)

後期高齢者医療制度の
創設

施策目標

(1)健診・保健指導実施計画の中で平成27年度までの糖尿病有病者・予備軍の減少目標値並
びに平成20年度から5ヶ年の健診受診率等の目標値を定める。
(2)健診・保健指導システムを都内市区町村共同事業として整備するとともに、特定健診・
保健指導事業の対象者への周知を図る。

東京都後期高齢者医療広域連合と協力し、後期高齢者医療制度の導入準備を完了し、後期
高齢者が新制度による保険料の負担や医療給付・申請方法などを理解している。

後期高齢者医療制度施行準備

(1)保険料徴収システム(年金からの特別徴収含む)の構築、広域連合資格賦課・給付事務の
窓口サーバのインターフェイス等のシステム開発を完了する。また、システム導入に伴う
環境整備や各種様式・マニュアルの整備を行う。
(2)後期高齢者医療制度を周知・広報する。

システム整備

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

-- ー

－

ー

-

16年度

- ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(１)　１０か年計画
　　　　領域Ⅲ－３　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
　　　　　　主な取組み　　　適正な｣老人保健医療の推進
　　　　　　　　　　　　　　適正な国民健康保険制度の運営
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