
49 介護保険 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

18.76% 18.83% － 18.9% 19% 20%

74.9% 80.2% － 82.0% 85% 90%

41.1% － 43.0% 45% 55%

－ 72.9% － 80.0% 85% 90%

86.3% － 70.0% 50% 40%

成果指標と目
標値

現状と課題

超高齢社会を乗り切るためには、在宅福祉を推進していくことが必要であり、そのために
は在宅サービスや認知症グループホームなどの居宅（系）サービスが切れ目なく継続して
提供されることが必要である。しかし、区内におけるサービス基盤は十分とはいえない。

区民が安心して介護保険サービスを享受するためには、健全なサービス市場の育成が不可
欠である。そのためには、保険者として、常に事業者の指導・監視・モニタリングが必要
であり、これまで以上にサービス市場の育成強化が必要である。

安定した介護保険財政を維持するためには、不要・過度なサービスは適切ではない。適正
な利用、給付を促進していくための事務執行が必要であるが、十分とはいえない。

介護保険を活用し住み慣れた地域で生活する区民

分野目標

介護保険制度を将来に亘って持続していくために、関係分野・機関・事業者等と連携し、
介護予防に重点を置いた市民社会の実現を目指す。

住み慣れた地域社会で元気に余生を過ごすために、居宅や施設における給付サービスを継
続して受けることができるまちを目指す。

区民が介護保険サービスを安心して享受するために、多様で良質なサービス市場の育成を
推進し、サービス基盤が整備したまちを目指す。

健全で安定した介護保険財政を維持するために、関係者により適切に認定請求受付や給付
等の事務処理が行われている執行体制を目指す。

ケアマネジメント上のサービスが不
足していると感じているケアマネ
ジャーの割合【10か年計画】

介護保険制度の認知度

介護保険制度を評価する人の割合
【10か年計画】

介護サービス利用者率

認定更新申請時に介護度が軽減した
人の割合

成果指標

高齢者率の高まりに伴い介護保険財政の逼迫が予想される。過重な介護保険料の値上げに
つなげないためには、介護給付額の抑制が不可欠である。そのためには、介護予防に重点
を置いた事業展開が必要であるが、組織的な対応を含め十分とはいえない。



16年度

14,045,663

45,468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

介護予防

介護現場において、優秀な人材を確保、育成
し、職員のスキルアップを図る。

介護予防事業支援 高齢者の健康志向を促し、介護予防事業や
地域支援事業等への参加を促進すること
で、保険給付への依存を引き下げ、ひいて
健全な介護保険財政を維持し制度の持続に
寄与する。

介護予防を重視した新たな介護保険制度の内
容を各種通知書などに同封するパンフレット
などなどにより制度を周知する。

46,222

17年度

健康・高齢、地域ケア、地域包
括

介護保険制度を支える民生委員やボランティア活
動など周辺サービス

地域ケア、地域活動分野
保健福祉センター

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

14,235,542 -

-

-

-

事業者研修

認知症グループホームなどの地域密着型サー
ビス施設を計画的に整備する。

サービス基盤整備

取り組み

生活圏域におけるサービス基盤の整備を図
ることで、在宅福祉に係る介護サービスを
切れ目なく提供し住み慣れた地域での生活
が可能になる。

サービス提供責任者への研修など事業者研
修の充実を図ることで、職員の能力向上と
介護保険サービスの質の向上につながる。



様式３

制度運営

4901

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 89.5% 89.2% - - 90.4% 90.6%

短期 - - - - 50.0% 55.0%

短期 - 18件 - - 24件 30件

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 580 2,747 - 3,000

事業概要

事業名

実績 13,916 10,818 - 14,000

事業概要

現状と
課題

介護保険制度の基盤となる保険料収入の収納率が年々低下している。

18年4月の認定制度の改定により、特に軽度者の不満が大きく、審査判定の複雑化等の問題
状況がある。認定調査、審査会事務のレベルアップ及び効率化が必要な状況である。

介護サービス事業所数が増大し、サービスの質を高めあっている反面、小規模事業所では事業所内での研修や指
導が十分でないため、サービスの質に差異が生じている。保険者として、良質のサービスの提供を図り、区民が
負担する保険料が適正に使われているかどうか、不正請求がないかを視点に指導を強化する必要がある。

安心して利用する介護保険

介護保険サービス受給の基礎となる要介護認定を公平・公正・迅速に執行し、介護保険
サービスを適切に受ける条件を担保している。

介護認定

認定件数

成果指標
と目標値

新規・区分変更申請期
限内認定率

介護保険料普通徴収収
納率（現年度分）

事業者実地指導件数

施策目標

公平・公正・迅速に要介護認定を実施する。そのため、主治医意見書等の督促、認定調査
員のレベルアップのための研修や実地指導等を実施する。

介護保険制度への理解が進み、介護保険料の普通徴収の収納率が向上している。

事業者による介護サービス事業は、適正に管理、運営されているとともに、介護報酬に係
る請求事務等も適正に行われている。

高齢者は、住み慣れた場所で、介護保険サービス事業者による良質な介護サービスを利用
し、いきいきと暮らしている。

保険料賦課・徴収

　電話催告により、介護保険制度への理解を求め、納付意識を促し、収納の確保を図る。

電話催告件数（夜間電話催告含む）

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 155 125 - 125

事業概要

事業名

実績

事業概要

550,416548,939 ー

苦情件数

－

ー

1,787

16年度

1,777 ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

苦情調整

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　要介護認定者等の在宅生活を支える介護保険制度運営
　　　主な取組み　社会変化に対応した制度整備と適正な制度運営
２　保健福祉総合推進計画２００５
　　　第３節　保険福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護
　　　　（１）在宅生活支援のためのサービス基盤
　　　　（２）サービス利用者支援の推進と権利擁護
３　第3期中野区介護保険事業計画

苦情事例をとりまとめ、区内サービス事業者に周知し、事業者自らがサービス提供するに
あたって、同じような苦情が起きないような体制作りをするように指導を行っていく。



様式３

保険給付

4902

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 74.9% 80.2% - - 82.0% 85.0%

短期 232件 417件 - - 500件 550件

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 285,249 282,620 - 309,410

事業概要

事業名

実績 1,238 - 1,410

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

低所得者の介護保険施設における居住費、食費の負担軽減を図るため負担限度額を設定
し、本来利用者が負担すべき額との差額を、施設に補足給付として支給する。

介護保険サービス、高齢者福祉事業や地域での支えあい（ボランティア等）を利用して、
住み慣れた地域で暮らし続けることができている。

介護サービス費給付

要介護認定者の介護保険サービス利用に伴い保険給付を行う。

給付件数

成果指標
と目標値

生計困難者負担軽減制
度助成実績

介護保険サービス利用
者率

介護保険を活用し住み慣れた地域で生活する区民

介護サービス費給付

介護保険負担限度額認定証発行件数

現状と
課題

中野区の介護保険サービス利用者は7,991名（７月現在）。10,250人が要介護認定を受けている。
78％の人が利用している。介護サービスを必要な方すべてが利用できている状態を目標とする。ただ
し、入院中は医療保険該当となり、介護保険は利用できないために100％とはならない。

要介護者が自宅での生活を継続していくために必要な住宅改修費用及び福祉用具購入費の
給付を行うが、ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター、福祉用具販売事業者等に
よる適切な支援が必要。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 1,028 947 - 1,260

事業概要

事業名

実績 14,139 14,568 - 15,000

事業概要

高額介護サービス費給付件数

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　要介護認定者等の在宅生活を支える介護保険制度運営
　　　主な取組み　社会変化に対応した制度整備と適正な制度運営
２　保健福祉総合推進計画２００５
　　　第３節　保険福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護
　　　　（１）在宅生活支援のためのサービス基盤
　　　　（２）サービス利用者支援の推進と権利擁護
３　第3期中野区介護保険事業計画

介護保険利用者が住み慣れた自宅で暮らし続けるために手すりの取り付け、段差解消や浴
室改修等をおこなった場合に費用の一部を給付する。

高額介護サービス費給付

世帯の収入区分ごとに設定された上限額を超えた介護保険サービスの利用者自己負担額を
申請により給付する。申請は初回のみであり、該当者全員の申請により対象者全員への支
給を目標とする。

介護サービス費給付

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

44,293

16年度

43,387

13,641,44613,402,972 ー

住宅改修費用給付件数



様式３

運営支援

4904

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 １ヶ所 - - - ２ヶ所 １ヶ所

短期 - - - - ２ヶ所 １ヶ所

長期 86.3% - - - 70.0% 50.0%

短期 - - - - 80.0% 85.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - - 6

事業概要

事業名

実績 - - - 5

事業概要

成果指標
と目標値

小規模多機能型居宅介
護拠点整備数

認知症高齢者グループ
ホーム整備数

ケアマネジメント上のサービスが
不足していると感じているケアマ
ネジャーの割合

施策目標

第３期介護保険事業計画に基づき、毎年公募により地域密着型サービス事業の計画的な整
備・誘導を図り、良質な介護施設等を整備する事業者を支援する。

どの日常生活圏域にも、地域と連携した地域密着型サービスが展開している。

介護サービス事業者の利用者に対するサービスの質が向上することにより、利用者の満足
度も上がっている。

事業者指定管理

地域密着型サービス事業所の指定・管理を推進する。

地域密着型サービス事業所指定件数

＜主な取組み＞

介護保険運営の支援

事業研修の内容に満足
した受講者の割合

ケアマネジメント上のサービスが不足していると感じているケアマネジャーの割合が減少
している。

介護サービス基盤整備

地域密着型サービス事業所整備数

現状と
課題

地域密着型サービス事業参入については、年度毎の公募制を行ったことにより計画的な事
業者誘導が実施できているが、地域住民との連携不足等で事業着手が遅れるなどの状況が
起きている。

募時 相談時 事業者 応区内事業所の多くは研修に参加しているが、事業者研修への参加率の低い事業者への対応
を検討する必要がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 12 13 - 15

事業概要

事業名

実績 - 12

事業概要
事業者連絡会運営委員会への参加、情報提供や意見交換等により事業者の自主的な活動を
支援する。

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　豊かで適正なサービス供給の促進
　　　主な取組み　介護保険サービスの基盤整備支援
　　　　　　　　　介護保険事業に関する指導・監視等
２　保健福祉総合推進計画２００５
　　　第３節　保険福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護
　　　　（１）在宅生活支援のためのサービス基盤
　　　　（２）サービス利用者支援の推進と権利擁護
３　第3期中野区介護保険事業計画

ー－

介護サービス事業者支援

事業者連絡会運営委員会への参加

サービス提供に関する運営基準に基づき適正なサービスが提供されることを目的とし、区
内介護サービス事業者の質の向上を図るため、介護サービス従事者の役割別研修を実施す
る。

介護サービス事業者支援

ー

－

16年度

－

ーー ー

事業者等への研修開催回数
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