
48 介護保険 分野（20年度） 様式２

16 17 18 19 20目標 26目標

ー 72.9% 67.5% 70.0% 75.0%

41.1% ー 46.5% 47.0% 55.0%

74.9% 80.2% 79.1% 83.0% 90.0%

86.3% ー ー 55.0% 50.0%

ー ー 87.6% 90.0%

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

区民が自らのライフスタイルにあった介護保険サービスを主体的に選択しながら、安心して豊か
な生活を享受している。

区民とともに高齢社会への対応を進めるための広報活動や情報提供等の充実により、区民の理解
と肯定的な評価を得た介護保険制度が定着し、健全で安定した介護保険財政が維持されている。

整備されたサービス基盤のもとで、サービスの透明性・安全性などの質を確保し、適正に事業が
実施されるよう、介護保険事業者等への支援と指導・監視が適切に行われている。

区民のニーズに応え、住み慣れた地域で多様で良質なサービスを提供をする介護保険制度が、関
係分野・機関・事業者等との連携により効率的・安定的に運営されている。

現状と課題
「認定の適正化」「ケアマネジメント等の適切化」「サービス提供体制、報酬請求の適正化」を
柱に都道府県が策定する「介護給付適正化計画」を踏まえ、事業者支援と指導・監視の両側面か
ら取り組みを強化することが喫緊の課題である。

介護保険制度は１８年度の大幅な改正でさまざまな変更があり、漸く新たな仕組みが定着してき
たところであるが、その現状と新たに生じた課題の早急な把握・検討を要する。その上で２１年
度からの第４期介護保険事業計画の策定に取り組む必要がある。

事業所指導項目（件数）改善率

１８年度の制度改正後、仕組みに関する区民の認知度が低下するとともに保険料に関する苦情等
が増大している。広報等により高齢社会を支える仕組みである介護保険制度への理解を得るとと
もに、介護保険財政の安定的な維持のために保険料の確実な収納と介護給付額の抑制に適切に取
り組む必要がある。

制度改正で創設された地域密着型サービスへの事業者参入や、介護予防事業などの区民周知・利
用が十分でない。居宅系サービスや介護予防の充実を図るとともに、相談の充実、介護サービス
情報の提供、適切なケアプラン作成などにより、区民の選択肢を増やすきめ細かい対応を進めな
ければならない。

成果指標
と目標値

介護サービス利用率
(介護認定者総数に対するサービス利用者
数）

介護保険をプラスに評価する人の割合
（１０ヵ年計画）

ケアマネジメントを行う上で、サービスが
不足していると感じるケアマネージャーの
割合

成果指標

介護保険制度のしくみの認知度

16

14,045,663

45,468

第４期介護保険事業計画の策定

14,720,482

47,675

適正化計画の柱に沿った取り組みを強化し、調査体
制の確立、認定審査機能の向上、ケアプランの点
検、医療情報との突合による報酬請求の適正化等に
より、区民の信頼を得るとともに介護保険財政の健
全な運営を図る。

「介護給付適正化計画」への対応 適正化への取り組みを具体化することで介
護保険制度への評価を高め、適正かつ適切
なサービス利用の向上をもたらす。

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

取り組み

保険料徴収の取り組み強化による収納率の向上 保険医療、未収金対策

第４期介護保険事業計画の策定

成果指標に対する効果

現状と課題を踏まえた適切な計画を策定す
ることで介護保険制度への理解と評価が高
まり、ニーズに見合ったサービスが準備さ
れ、利用率も向上する。

高齢社会の長期的な展望を見据えながら、21～23年
度の介護保険サービスに関する需要と供給を見込
み、同期の実施すべき施策を効果的・効率的に計画
化する。

区民一人あたりコスト(円) 46,222

17

分野のコスト（決算）（千円）
14,235,542

保健福祉部経営分野、地域ケア、地
域包括支援センター、健康高齢、障
害福祉

地域支援事業の充実
地域ケア、地域包括支援センター、
健康高齢



様式３

介護制度管理 （２０年度）

4901

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

41.1% ー 46.5% 55.0%

ー ー 87.6% 90.0%

ー ー 92.0% 95.0%

9.0% 9.0% 33.3% 100.0%

1,286 ー ー 1,200

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 検討 検討・策定

概要

事業２

実績 33 27 20

概要

１８年度の大幅な制度改正後の新たな課題を把握し、第４期介護保険事業計画の策定に取り
組む必要がある。また、介護保険制度のしくみに関する認知度が低下していることを踏ま
え、積極的な制度周知を図ることが課題になっている。

地域密着型サービスの事業者参入では事業用地確保や近隣調整などが難しく、第３期介護保
険事業計画の達成に影響を及ぼしている。また、介護保険施設等でも職員確保等が困難な状
況が生じている。事業者や各施設の現状を把握し、側面からの支援を検討する

事業者のサービスの質に差があり、利用者の不満や介護報酬の不適切な請求が生じている。
事業者への適切な情報提供や研修充実を図るとともに、指導・監視を強化することで指導事
項を確実に改善させ、事業所の質の向上、給付の適正化を図ることが急務である。

苦情調整

利用者からの苦情や相談に対応し、適切な解決を図る。

介護サービスの需要予測をもとに必要かつ充実した事業が効果的に計画化され、区の介護保
険事業の安定的な推進が図られている。

日常圏域ごとに地域密着型サービスが展開し、高齢者が身近な地域で必要なサービスを受け
ている。また、介護保健施設等が区内に整備され、待機者数の減少が図られている。

幅広い区民に向けた広報活動や情報提供等が充実し、介護保険制度への区民の理解と支持が
広がっている。

成果指標
と目標値

介護サービス事業は適正に管理・運営され、介護報酬の請求・支払い事務等も適正に行われ
ている。また、これらに必要な介護保険システムが正確・効率的に運用されている。

介護保険施設や介護サービス事業者等の運営・事業の透明性、公正性が確保され、利用者に
対するサービスの質が向上することにより、利用者の満足度が高まっている。

成果指標

事業者研修の内容に関する満足度

介護保険制度を評価する人の割合

事業所指導項目（件数）改善率

苦情により問題が解決した件数

安定して運営する介護保険制度

介護保険事業計画等

計画期間における介護サービス量の見込み、保険料の段階区分、料率等について、事業計画
として策定する。

第4期介護保険事業計画の策定

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

地域密着型サービス事業所の計画に
対する整備率

介護福祉施設の待機者数

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 18 44 27

概要

事業４

実績 ー ー 2 2

概要

542

16

620,618

実地指導した事業所件数

1　 10カ年計画
　　領域Ⅲー３　豊かで適正なサービス供給の促進
　　主な取組み　介護保険事業に関する指導・監視等
２　保健福祉総合計画２００５
　　第３節　　保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護
３　第３期中野区介護保険事業計画

給付適正化システムのデータを活用し、事業者に提供して自己点検を促すとともに、苦情や
通報等からの情報も加え、適切な介護サービス事業者への調査及び指導により事業者の育
成、サービスの適正化を図る。

介護サービス基盤整備

第３期介護保険事業計画に基づき、毎年度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、事業者による良質な介護施設等の整備を支援する。

17

施策のコスト（決算）（千円）

2,014区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

166,882

18

地域密着型サービス事業所整備指定件数

19

事業者指導・調査



様式３

保険料・認定 （２０年度）

4902

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

89.5% 89.2% 88.3% 86.4%

ー ー 41.4% 51.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 580 2,747 632 3,000

概要

事業２

実績 13,916 10,818 ##### 13,000

概要

認定件数

介護保険制度で安心して暮らす高齢者

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＞

現状と
課題

施策目標

介護保険料普通徴収分の収納率が向上し、介護保険財政が安定している。

要介護認定が迅速・適正に行われ、要介護高齢者等が状態に応じた介護保険サービスを速や
かに受給することができている。

成果指標
と目標値

指定事務受託法人等を活用しながら、十分で公正な認定調査が進められている。

成果指標

介護保険料普通徴収収納率
（現年度分）

新規・区分変更申請期限内認定率

認定調査及び認定審査会等の充実により、要介護認定を迅速適正に実施する。

介護保険財政の基盤となる保険料は、一定額以上の収入のある普通徴収対象者が特別徴収に
移行したため、収納率が低下している。収納率を高める施策を強化する必要がある。

「介護給付適正化計画」に伴い、区外・遠隔地等の調査体制確立が焦眉の課題になってい
る。指定事務受託法人が担当する量や範囲の拡大を図れるよう支援を強化する。

高齢者の状態は多様で、特に軽度者の認定についての審査判定は複雑であるため、認定調
査、認定審査会事務のレベルアップ及び効率化が重要である。

介護認定

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 357 327 361 360

概要

事業４

実績

概要

360,512

18 19

介護認定

1,168区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

1　１０ヵ年計画
　　領域Ⅲー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
　　　　　　　　　　　社会変化に対応した制度整備と適正な制度管理
２　保健福祉総合計画２００５
　　　第３節　　保健福祉サービスの充実と利用者支援
３　第３期中野区介護保険事業計画

認定調査の結果等に基づき、介護サービスを必要とする区民がその状態に適したサービスを
受けられるよう要介護度の判定を行う。

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,170

16

360,886

要介護認定審査会の開催回数



様式３

保険給付 （２０年度）

4903

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

74.9% 80.2% 79.10% 83.0%

14,139 14,568 25,691 26,400

232 417 299 390

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 ー ー ー 600

概要

事業２

実績 285,249 282,620 280,180 290,418

概要

現状と
課題

施策目標

成果指標
と目標値 生計困難者負担軽減制度助成実績

要介護認定者に対する介護保険サー
ビス利用者の割合

高額介護サービス費給付件数

成果指標

要介護者が在宅での生活を継続していくために必要な住宅改修や福祉用具購入等につい
て、制度の周知、理解を図るとともに、ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター等
による適正かつ適切な対応が重要である。

介護給付適正化

ケアマネジャーの資格を有する嘱託職員が個々のケアプランの内容を、要介護度・状態像
に適したものかを点検し、不適切な内容があれば改めるよう指導する。

ケアプラン点検件数

＜主な取組み＞

地域で利用する多様な介護サービス

高齢者が住み慣れた地域で、介護保険サービス事業者による良質なサービスを利用し、い
きいきと暮らしている。

事業者がケアプランの質の向上や良質なサービスの提供に努め、介護保険給付に対する信
頼を高めている。

要介護者の状態に見合ったケアプランに基づくサービスが提供されるとともに、高額介護
サービス費負担額減額等の制度が必要な人に活用されている。

介護サービス給付件数

事業者による介護サービス事業が適正に管理・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。

要介護認定者であっても介護サービスを利用しない状況がみられる。第4期介護保険事業計
画策定に向け、現状の把握・分析とサービスや支援の検討が課題である。（ただし、入院
中は医療保険該当となり、介護保険対象にならないため１００％にはならない）

ケアマネジャー及び地域包括支援センターで要介護（要支援）者のケアプランが作成され
るが、個々のプラン内容の適否に関する点検が十分ではない。「介護給付適正化計画」に
沿ったプランのチェックと介護報酬に係る請求事務の適正化に取り組む必要がある。

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、適切な保険給付を行う。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 1,028 947 854 800

概要

事業４

実績 14,139 14,568 25,691 26,400

概要

高額介護サービス費給付件数

19

介護サービス費給付

13,664,799

18

44,497区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

1　１０ヵ年計画
　　領域Ⅲー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
　　　　　　　　　　　社会変化に対応した制度整備と適正な制度管理
２　保健福祉総合計画２００５
　　　第３節　　保健福祉サービスの充実と利用者支援
３　第３期中野区介護保険事業計画

要介護者が在宅での生活を継続していくために必要な手すりの取り付け、段差解消等を
行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の上限額を超えた介護保険サービス利用者自己負担額を、申請により
給付する。申請は初回時のみであり、該当者全員の申請とそれに基づく給付を目標として
いる。

17

施策のコスト（決算）（千円）

44,369

16

13,738,978

住宅改修費用給付件数


