
47 保険医療 分野（20年度） 様式２
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％)
ー

84.60%
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1.28% 1.39% 1.55% ー 1.55% 1.70%

ー ー ー ー 98% 98%

ー ー ー ー 3.0% 3.0%

成果指標
と目標値 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）

後期高齢者医療保険料収納率（現年分）

成果指標

国民健康保険料収納率（現年分）
［１０か年計画］

後期高齢者一人当たりの医療費の伸び
率（％）

　２０年４月から始まる後期高齢者医療制度の仕組みについて、区民に十分理解されていな
い。また、７５歳以上の区民一人あたりの医療費が毎年伸びている。

現状と課題

　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てい
ない状況が続いている。また、平成２０年度からの後期高齢者医療制度の施行に伴い、納付率
の高い75歳以上の年金受給者などが新制度に移行することにより、収入未済額は減少するもの
の、平成１８年度の数値を元に７５歳以上の加入者を現年度分保険料の収納率で３％、滞納収
納率で0．1％の減が見込まれる。
※（注）上記成果指標２０目標数値(国保現年収納率84.6％)は、２０年度からの後期高齢者医療
制度の施行に伴う収納率の減を見込んだ数値。

保険・医療制度を利用し安心して暮らす区民

分野目標

(2)区民は国民健康保険や後期高齢者医療制度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。

(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。

16

41,612,366

134,705区民一人あたりコスト(円) 139,606

17

分野のコスト（決算）（千円）
42,996,127

未収金対策分野、税務分野、情
報化推進分野

後期高齢者医療制度の周知等 報道・秘書分野、健康高齢分野

保険料と住民税の重複滞納者に対する滞納整理

成果指標に対する効果取り組み

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

　納付能力がありながら納める意思のない滞納者に
は、未収金対策分野・税務分野と連携を進め、財産
差押えなどの滞納処分を強化する。

滞納整理

41,891,610

ー

ー

135,675

　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。

　後期高齢者医療制度について、区報やホーム
ページ、JCN中野などあらゆる広報媒体を活用
し、広域連合とも協同して随時十分な周知を行
う。

後期高齢者医療制度施行 　後期高齢者医療制度について区等の
広報活動を通して区民が十分に理解
し、保険料を納付すると共に必要な医
療を必要なだけ受診するといった意識
を身につけ、医療費の伸びが抑制され
ている。



様式３

国保運営

4801

16 17 18 19 20目標 （達成度）

長期 84.97% 85.03%
85.07%

(82.07％) -
84.6０%
※（注）

長期 15.82% 20.08% 18.26% - 21.00%

長期 10.51% 10.20% 9.99% - 9.65%

短期 - 54.0% 31.4% - 60.0%

短期 88% 96% 95% - 97%

16 17 18 19 ２０目標

事業名

実績 1,991 1,938 1,919 ー 1,833

事業概要

事業名

実績 45.55% 44.23%
44.33%
（35.11 ー 36.50%

事業概要

＜主な取組み＞

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年度から開始する医療制度改正後の区民対応やシステム維持を適切に行う。

資格遡及適用者数(３ヶ月以上)

被保険者約124,500人のうち、約19%にあたる23,500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。また、平成２０年度からの後期高齢者医療制度の施行に伴い、納付率の高い７５歳以上の年金受
給者などが新制度に移行することにより、収入未済額は減少するものの、平成１８年度の数値を元に
７５歳以上の加入者を除くと現年度分保険料の収納率で３％、滞納収納率で０．１％の減が見込まれ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（注）上記成果指標２０目標
数値（国保現年収納率８４．６％は、２０年度からの後期高齢者医療制度の施行に伴う収納率の減を
見込んだ数値

施策目標

便利で納め忘れのない口座振替を窓口勧奨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。ただし、平成２０年度からの後期高齢者医療制度
の施行に伴い、口座振替による納付率の高い７５歳以上の年金受給者などが新制度に移行
することにより、平成18年度の数値を元に７５歳以上の加入者を除くと口座振替加入率は
９％程度の減が見込まれる。

(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。

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)

現状と
課題

平成２０年度より７５歳以上高齢者は後期高齢者医療制度に移行するものの、国民健康保険加入者は
他の保険に比べ高齢者の比率が高く、今後さらなる高齢化の進展とともに高齢者に係る医療費の増加
が見込まれる。

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

16 17 18 19 20目標

事業名

122,929 156,944 171,146 ー 240,000

新規差押件数 60 133 90 ー 180

事業概要

事業名

実績 5 9 8 ー 7

事業概要

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年度に改正された医療制度について、国保ガイド(全世帯、１回)、国
保だより(全世帯、１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、制度改正と特別徴収対象者や特定健診の内容については、ていねいな説明を行ない、加入
者の理解を求める。

17年度

施策のコスト（千円）
523,167

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1,6941,8231,654区民一人あたりコスト（円）

16年度

滞納整理

561,388510,807 ー

電話・文書・訪問催告件数

19年度18年度



様式３

国保給付 （２０年度）

4802

16 17 18 19 20目標 （達成度）

1.28% 1.39% 1.55% ― 1.55%

― ― ― ― 3.34%

98.70% 99.00% 99.92% ― 99.50%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 1,207,572 1,298,239 1,343,101 ― 1,493,653

概要

事業２

実績 59,280 67,105 71,022 ― 87,432

概要

支給件数

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、適正な給付を
行う。

療養費等現金給付

療養給付費に対する過誤調整金額の
割合

被保険者数に対する限度額適用認定
証の交付割合

国民健康保険加入者の誰もが公正に受けられる保険給付

療養給付費等現物給付

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

(1) 国民健康保険のレセプト等の全件点検や３か月縦覧点検が行われ、医療費の適正化に寄
与している。

平成19年4月に限度額適用認定証の制度が開始され、入院時医療費の一部負担金の支払いを
自己負担限度額までとすることで、被保険者の経済的な負担が軽減されるようになった。
しかし、高額療養費支給通知の件数は減少していない。

給付件数

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、適正な支給を行う。

療養給付費が毎年増大している。また、送付されるレセプトの中には内容や資格に過誤の
あるものがある。

国民健康保険加入者の健康保持と医療費適正化のため医療費通知を送付しているが、医療
費は減少していない。

(2) 限度額適用認定証の制度が広く区民に周知され、被保険者が入院の際の経済的な負担が
軽減されている。

成果指標
と目標値

(3) 高額療養費がもれなく申請され、医療費の適正給付に寄与している。

成果指標

高額療養費申請率

16 17 18 19 ２０目標

事業３

1,189,045 1,276,385 1,336,355 ― 1,486,000

― ― ― ― 3,340

概要

事業４

実績 61,237 71,988 72,362 ― 72,000

概要

医療費通知

被保険者に対し、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ため、医療費
を通知する。
◎　平成１６年度まで　　　年２回、各１か月分を通知
◎　平成１７年度より　　　年１回、１２か月分を通知

区の計画との関係

医療費通知件数

給付事務

―

施策のコスト（決算）（千円）

59,914区民一人あたりコスト（円）

1716 19

―

（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

18,499,195

58,39653,552

17,984,89916,543,157

18

限度額適用認定証の申請件数

(1) 保険診療分の給付を適正に行うため、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、毎月の対象者に対して通知することにより申請の勧奨を行
う。
(3) 限度額適用認定証について、給付等の事業内容と共に、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へ周知し、申請を働きかける。

レセプト点検件数
実績



様式３

老人保健

4803

16 17 18 19 20目標 （達成度）

1.78% 1.69% 2.04% ー 1.80%

95.2% 96.6% 97.2% ー 97.2%

医療制度を利用し健康を確保する高齢者

(2)  老人保健医療制度の個別通知や広報により、医療費の支給申請がもれなく行なわれてい
る。

(1)  老人保健医療制度のレセプト等の全件点検が行なわれ、医療費の適正化に寄与してい
る。

施策目標

成果指標
と目標値

医療給付費に対する過誤調整額の割
合

高額医療費の申請率

後期高齢者医療制度発足後も、老人保健医療制度の高額医療費や補そう具等の医療費支給費
については、２年間、遡って申請することができる。新制度が発足したことにより、旧制度
での申請を逃してしまうケースの発生が予測される。

現状と
課題

後期高齢者医療制度発足後も、平成20年3月以前の老人保健医療制度のレセプト等が区に搬
入・保管される。レセプト等には資格や内容に誤りのあるものも含まれているため、医療費
の適正化に向けて点検が求められている。

16 17 18 19 20目標

事業名

実績 1,108,700 1,072,771 992,844 ― 720,000

事業概要

レセプト点検件数

医療制度運営

申請 逃 発 測 。

＜主な取組み＞

(1)平成20年3月診療分までの給付費が適正なものとなるよう、レセプトの点検を行なう。
(2)平成20年3月までに支払った補そう具購入費用等の医療費がもれなく支給されるよう、区報や区の
ホームページで申請の案内をする。
(3)高額医療費について、新規対象者に毎月申請の案内をするとともに、未申請者への申請勧奨通知を
行なう。

事業名

実績 61,866 68,846 67,938 ー 31,074

事業概要

19年度

112,066 112,395 121,431 ー

16年度 17年度 18年度

79,023 73,554

区の計画との関係

(１)　１０か年計画

区民一人あたりコスト（円） 363 365 393 ー

18年度 19年度

24,446,336 24,337,445 22,710,968 ー

医療費支給

支給件数

老人保健医療制度運営の施策のコスト
（千円）

区民一人あたりコスト（円） 79,136

高額医療費や、柔道整復やマッサージの施術料などの医療費の支給を行う。取組みとして
は、(事業名)医療制度運営の(2)(3)のとおりである。

ー

老人保健医療の施策のコスト（千円）

16年度 17年度

( ) 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



様式３

後期高齢者医療 （２０年度）

4804

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

－ － － － 98

－ － － － 3.0
成果指標
と目標値

後期高齢者医療保険料収納率
（現年分）（％）

一人当たりの医療費の伸び率（％）

医療制度を利用し健康を保つ後期高齢者

施策目標

７５歳以上の後期高齢者が後期高齢者医療制度を理解して保険料を納めている。

一人当たりの後期高齢者の医療費の伸びが小さくなっている。

成果指標

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 － － － －

概要

事業２

実績 － － － －

概要

広報活動

　後期高齢者医療制度について区報特集やホームページ、ＪＣＮ中野などあらゆる機会を
活用し、随時十分な周知努力を行なうことで保険料の納入促進を図る。
　また、制度について十分理解してもらった上で、必要な医療を必要なだけ受診すると
いった意識を身につけてもらい、医療費の伸びを抑制する。

広報活動

＜主な取組み＞

現状と
課題

　後期高齢者医療制度が平成２０年４月から始まり、保険料が７５歳以上全員から徴収さ
れることを区民に十分理解されていない。

後期高齢者医療制度は新たな制度のため、保険証及び納付書の発送や窓口業務等、的確か
つ円滑な業務執行が行われる必要がある。

　７５歳以上の区民一人当たりの医療費が毎年伸びている。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

19

－区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

－－

18

－

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

－

16

－

－

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
（２）東京都後期高齢者広域連合事業計画




