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20 21 22 23 23目標 31目標

ー 30% － － 35% 50%

80% 78% － － 85% 90%

82% 77% 83% 85%

介護保険分野（23年度）

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

介護保険制度に関する区民の一層の理解を得て、健全で安定した介護保険財政や制度運営が行われている。

介護保険事業者への指導や支援により、適正なサービスの提供が行われ、高齢者が安心して利用している。

分野の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

介護保険制度のしくみをよく知っている、だいたい
知っている人の割合(65歳以上)

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）

指導件数に対して改善が行われた件数の割合
(年度内)

現状と課題

　制度開始から10年が経過し、制度の定着が見られるが、長期的な制度運営の視点では、様々な課題がある。国の
制度改正の内容、また第4期介護保険事業計画の進捗状況や課題を踏まえて、第5期介護保険事業計画の策定に取り
組む必要がある。また計画策定を契機により工夫した制度の周知に取り組み、確実な保険料の収納等制度の安定的
な運営を図る。

　区民に良質なサービスを提供するには、引き続き介護従事者の確保・定着を支援するとともに、スキルアップの
ための研修の充実が求められている。また事業者が制度を理解し、利用者の状態に合った適正なサービス提供がで
きるよう、事業者に対する調査・指導等を充実し、サービス内容の向上を図る必要がある。

23年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

第5期介護保険事業計画の策定 要介護者等の実情を踏まえて安定したサービス提供につな
がる事業計画を策定することにより、区民の制度への理解
が深まり、安心してサービスを利用することにつながる。国の制度改正の内容、また第4期介護保険事業計画の進捗

状況や課題を踏まえて、第5期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、
介護保険事業計画として策定する。

介護給付適正化の促進 介護給付適正化に向けた、事業者に対する調査及び指導を
充実することにより、適正で良質なサービス提供が行わ
れ、介護サービス利用者の満足度が高まる。介護サービス事業者に対する調査及び指導を行い、事業

者の育成、サービスの適正化を図る。ケアプランの点検
や住宅改修の実地調査、国保連の介護給付適正化システ
ムの活用等、介護給付適正化の取り組みを進める。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

30% － － 35% －

82% 77% 83%

96% 90% 80%

21年度 22年度 23年度

事業１ 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 事業者指導・調査 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 介護サービス事業者育成・支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

介護保険制度運営 安定して運営する介護保険制度

施策目標

介護保険制度への区民の理解が広がり適切にサービスが利用されている。また保険者による事業者への指導等
が充実し、介護サービス事業が適正に管理・運営されている。

介護従事者の確保・定着やスキルアップが進み、事業所運営がスムーズに行われることにより、利用者に対す
るサービスの質が向上し、利用者の満足度が高まっている。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

介護保険のしくみをよく知っている、だいたい知っ
ている人の割合(65歳以上)
指導件数に対して改善が行なわれた件数の割合（年
度内）
事業者研修の内容に関する満足度(満足度アンケートについて、

H21途中から、それまで3段階評価上位2つを5段階上位2つに変更。H23より目標変更)

現状と課題

国の介護保険制度改正の内容、また第4期介護保険事業計画の進捗状況や課題を踏まえて、第5期介護保険事業
計画の策定に取り組む。また計画策定を契機により工夫した制度の周知に取り組む必要がある。

事業者が提供するサービスの質に差があり、利用者の不満や苦情が寄せられる状況がある。指導・監督を強化
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。

介護保険サービス提供事業者には零細な事業者も多い。引き続き事業所連絡会や医師会と連携して、介護従事
者のスキルアップにつながる研修や支援策を行い、サービスの質の向上を図る。

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

第5期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、介護保険事業計画として策定する。また計画策定を契機
により工夫した制度の周知に取り組む。

実績：

【概要】

介護サービス事業者への調査及び指導を行い、事業者の育成、サービス
の適正化を図る。また、利用者からの苦情について調査を行い、制度の
説明や当事者間の調整を図る。

実績：

介護保険推進

区の計画との関係

1　 10カ年計画(案)　　　　　　　　　　　　　　　　　２　保健福祉総合計画２００５
　　領域Ⅲー３　豊かで適正なサービス供給の促進　　　　第３節　保健福祉サービスの充実と利用支援・権
利擁護
　　主な取組み　介護保険サービス基盤整備支援

【概要】

介護従事者確保や定着支援をめざす事業を実施する。また介護サービス
の質を向上を図るため、事業所連絡会等と連携した研修会を実施する。

実績：

【概要】

実績：
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

85% 86% － － 87% －

50% 38% 60%

21年度 22年度 23年度

事業１ 保険料賦課・徴収 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 介護認定 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

保険料・認定 介護保険制度で安心して暮らす高齢者

 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利用できてい
る。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

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

現状と課題

介護保険料滞納者は、介護保険サービスを受ける際に給付制限という大きな不利益がある。このことを十分に
理解せずに保険料を滞納している区民も少なくない。積極的にきめ細かな説明や納付相談を行いながら自主納
付に繋げ、収納率の向上に努める必要がある。

 急速な高齢化に伴い、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が増加し、介護認定申請件数も増加している。特に
軽度者や認知症高齢者の認定についての審査判定は複雑であり、認定調査員や認定審査会事務のレベルアップ
及び効率化により、迅速な介護認定に努める必要がある。

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　保険料滞納者には電話催告や訪問徴収により、介護保険制度への理解
を深め、納付意識を促し収納の確保を図る。また、督促状や催告書の発
送時には保険料滞納による給付制限のお知らせを同封する。

実績：

【概要】

　介護認定調査員のレベルアップへの支援及び認定審査会事務の効率的
運営により、迅速適正な介護認定をおこなう。又認定結果等の問い合わ
せにはわかりやすい説明に努め、介護保険制度の理解を図る。

実績：

区の計画との関係

1　 10カ年計画(案)　　　　　　　　　　　　　　　　　２　保健福祉総合計画２００５
　　領域Ⅲー３　豊かで適正なサービス供給の促進　　　　第３節　保健福祉サービスの充実と利用支援・権
利擁護
　　主な取組み　介護保険サービス基盤整備支援

【概要】

実績：

【概要】

実績：
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

80% 78% － － 85% －

25893 26866 27000

189 183 200

21年度 22年度 23年度

事業１ 介護給付適正化 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 介護サービス費給付（住宅改修費を除く） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 介護サービス費給付（住宅改修費） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 高額介護サービス費給付 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

1　 10カ年計画(案)　　　　　　　　　　　　　　　　　２　保健福祉総合計画２００５
　　領域Ⅲー３　豊かで適正なサービス供給の促進　　　　第３節　保健福祉サービスの充実と利用支援・権
利擁護
　　主な取組み　介護保険サービス基盤整備支援

【概要】

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。

実績：

【概要】

介護保険のサービス利用者負担額について、世帯の収入区分ごとの利用
者負担上限額を超えた額を申請により給付している。
システムの活用によって、高額介護サービス費の該当者については、給
付申請の勧奨を行っている。 実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

ケアプランの点検や住宅改修の実地調査の実施、国保連の介護給付適正
化システムの活用等、介護給付適正化の取り組みを進める。

実績：

【概要】

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。

実績：

主な取組み

ケアマネー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、受給者が真
に必要とする過不足のないサービスを事業者が適切に提供できるよう促していくことが重要である。平成２０
年から取り組んでいるケアプランのチェック等の給付適正化を強化していく必要がある。

介護サービスを利用した場合、利用者負担が高額にならないよう高額介護サービス費の支給や低所得者に対す
る利用料減額制度などの仕組みがある。こうした制度を必要な人が利用できるよう引き続き制度周知を図って
いく。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

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申請件数

生計困難者負担軽減制度助成件数

現状と課題

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、ケアマネー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。

保険給付 地域で利用する多様なサービス

施策目標

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。
また事業者による介護サービス事業が適正に管理・運営され、介護報酬に係る請求事務も適正に行われている。

要介護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ているとともに、高額介護サービス費負担限度
額等の制度が必要な人に活用されている。

施策の成果指標


