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第３章  高 齢 福 祉 
 

 

・中野区保健福祉総合推進計画 2012 
（計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度） 

 

・第５期中野区介護保険事業計画 

（計画期間：平成 24 年度～平成 26 年度） 

 

 

中野区では、老人福祉計画を含む保健福祉総合推進計画と介護保険事業計画を

一体的に策定しました。 
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高齢福祉の施策体系 

第１節 個別施策 

課題１ 高齢期の健康づくり 

＜施策１＞健康寿命を延ばす介護予防の推進 

課題２ 在宅生活支援のための基盤整備 

＜施策１＞在宅生活を支援するサービスの充実 

＜施策２＞住み慣れた地域で暮らし続けるためのすまいの確保 

＜施策３＞入所型施設の整備促進 

課題３ 認知症高齢者対策と虐待防止 

＜施策１＞認知症高齢者対策の充実 

＜施策２＞高齢者の虐待防止 

課題４ 介護保険制度の適正な運営 

＜施策１＞介護保険制度の適正な運営 

＜施策２＞介護サービス事業者の支援と質の向上 

第２節 介護サービス等の見込量 

１ 見込量推計の手順 

２ 介護給付・予防給付サービスの見込量 

３ 介護給付・介護予防給付の見込み 

４ 地域支援事業の見込み 

５ 特別給付事業の見込み 

第３節 介護保険事業費の見込み及び保険料 

１ 介護保険給付費等の見込み 

２ 介護保険財政 

３ 保険料基準額の設定方法 

４ 保険料基準額 

５ 第５期事業計画期間中の介護保険料 
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第１節 個別施策 

課題１ 高齢期の健康づくり 

■現状と課題 

中野区における要介護の認定率は、平成 19 年の 16.85％から平成 23 年の 18.32％

と増加傾向にあります。一方、身体機能の維持・改善を目的に実施している介護予防

事業への参加率は低い傾向にあります。 

高齢期には各種の身体機能の衰えが進み、生活習慣病＊の増加も懸念されることか

ら、高齢者が生き生きとした生活を継続していくためには、壮年期から介護予防＊に

取り組み、身体機能の維持・改善を図る必要があります。 

■実現すべき状態 

高齢者の生活機能の維持・向上に関する多様な取り組みが用意され、加齢に伴う身

体自立度の低下や閉じこもり、転倒による骨折などができる限り予防され、高齢者は

自分らしく生き生きと元気で暮らしています。 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 

健康であると感じ

る 65 歳以上の区民

の割合 

自分が健康と感じてい

ることは、心身の健康

状態を総合的に示すた

め 

72.7％ 

（23 年度）
73％ 74％ 75％ 

65 歳から 74 歳まで

の前期高齢者の要

介護・要支援認定率 

心身の健康や機能の維

持に努め、介護が必要

な状態にならずに生活

していることを示すた

め 

4.5％ 

（23 年度）
4.4％ 4.3％ 4.2％ 

地域の活動に参加

している 65 歳以上

の区民の割合 

町会活動や地域まつり

への参加状況は心身の

健康状態をあらわすた

め 

32.2％ 

（23 年度）
33％ 34％ 35％ 

65 歳の健康寿命＊ 

健康寿命は、自分らし

く生き生きと元気で暮

らせる期間を示すため

男 15.6 歳

女 18.1 歳

（21 年度）

男 16.0 歳

女 18.5 歳

男 16.5 歳 

女 19.0 歳 

男 17.0 歳

女 20.0 歳
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＜施策１＞健康寿命を延ばす介護予防の推進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

介護予防事業の充実、参加促進 
 尿失禁予防のための骨盤底筋力向上体操教室やうつ予防教室を

実施したほか、介護予防総合講座のコース数を増加した。 

介護予防のための生活機能評

価の推進 

 介護予防基本チェックリストや生活機能評価票発送時に、対象

者に向けて事業案内と併せ生活機能評価の受診勧奨を行い、参

加促進を図った。 

特定高齢者＊事業の内容充実 
 特定高齢者を対象に個別指導による腰痛・膝痛予防体操教室を

実施した。 

高齢者会館の施設整備  宮園高齢者会館を移転整備した。 

地域の力を活用するための高

齢者会館運営委託化の推進、施

設整備 

 15 館全ての高齢者会館の運営を委託化した。 

高齢者会館における高齢者の

状態に応じたプログラムの提

供 

 高齢者の健康特性に配慮した、多様な健康生きがいづくり事業

を展開した。 

■おもな取り組み 

① 介護予防に対する実践の普及・促進 

 老化に伴う心身の変化を理解し、一人ひとりに合った健康保持・増進に向けた介護予

防の取り組みが継続性をもって行われるよう、生活習慣の改善指導などの予防施策を推

進するとともに、さまざまな機会をとらえ健康づくりの実践の場を提供します。 

 

② 介護予防施策の充実 

高齢期の様々なステージに適したきめ細かな介護予防施策を展開します。また、変

化しやすい高齢期の健康状況に応じた事業を横断的、連続的に展開し、多様化したラ

イフスタイルに合った弾力的なしくみを構築します。 

 

③ 高齢者会館の機能充実 

健康づくりや介護予防事業の身近な地域拠点として、すこやか福祉センターとの連

携を図りながら、機能を充実させるとともに、地域包括支援センター＊などと協力し、

地域における支えあい活動の一環を担う役割を強化します。 

また、地域の元気な高齢者が、運営の担い手として持てる力を発揮するなど、地域

に根づいた健康づくりの輪を広げていけるようにするため、すこやか福祉センターで

は、地域の保健福祉団体やＮＰＯ＊などによる会館運営を支援していきます。 

 

その他の取り組み ☞Ｐ39 高齢者の介護予防支援と生きがいづくり 
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課題２ 在宅生活支援のための基盤整備 

■現状と課題 

在宅サービスの充実 

在宅での自立生活を支えるサービスとしては、ホームヘルプ（訪問介護＊等）、訪問

看護＊、訪問（巡回）入浴など訪問系のサービス、一時的に高齢者を施設で預かるシ

ョートステイ＊（短期入所）、また、デイサービスなどの通所系サービスがあります。 

アンケート調査結果では、「可能な限り住み慣れた自宅で暮らしたい」と希望して

いる要介護３から要介護５までの高齢者が 72％と在宅志向が高く、また在宅生活を支

えるサービスの利用人数は概ね増加している傾向が見られることから、今後もこの傾

向が続くものと思われます。こうしたニーズに応える各種在宅サービスの充実が望ま

れています。 

可能な限り

住み慣れた自宅で

暮らしたい

72.0%

身近な地域にある

介護付きの共同住宅

で暮らしたい

2.0%

施設に入所したい

13.7%

その他

2.2%

わからない

4.7%

無回答

5.4%

今後の在宅生活について

 

出典：平成 23 年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

高齢者の住居の確保 

平成 20 年の住宅・土地統計調査によると、区では、単身高齢者世帯の 34％が民営

の借家住まいであり、また、高齢者のいる世帯が全世帯の 22％、そのうちの 4,000

世帯の住宅は国が示す最低居住水準を満たしていないという結果が出ています。 

また、平成 23 年度の高齢者福祉住宅の応募については、10.0 倍と高い倍率となっ

ています。 

こうした現状を踏まえ、今後の高齢者人口の増加に対応していくために、高齢者の

身体特性に配慮した様々な種類の住宅を確保していく必要があります。 
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介護保険施設＊の充実 

中野区の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＊、介護老人保健施設＊、介護療

養型医療施設＊の３種類の介護保険施設入所者は平成23年５月１日現在1,535人とな

っていますが、一方で介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所申込者（待機

者）は 1,200 名を超え、不足状況が続いています。 

こうした状況から、今後も在宅では生活を送ることができない高齢者のための入所

型施設の整備が必要です。 

■実現すべき状態 

在宅での介護を必要とする高齢者が、身近な地域にあるサービスを利用して、安心

して住み慣れた地域で暮らしています。また、生活スタイルにあわせた住宅が整備さ

れています。 

在宅での生活が困難になった時に、専門的なケアや訓練を行える入所型施設が十分

に整備されています。 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 

1/3 のケアマネジャ

ー＊が不足している

と感じている介護サ

ービスの数 

ケアマネジャーが不足

と感じるサービスの数

が減ることは、高齢者

の在宅生活を継続する

ための環境が整備され

ている状況を示すため

10 

（23 年度）
8 7 4 

 

高齢者向け民間賃

貸住宅登録戸数 

 

区内に良質な高齢者向

け賃貸住宅が確保され

ることを示すため 

367 戸 

（22 年度）
950 戸 1,500 戸 2,400 戸 

認知症高齢者グル

ープホームの数 

住み慣れた地域でいつ

までも暮らす基盤とな

る住まいが確保される

ことを示すため 

10 か所 

（22 年度）
17 か所 20 か所 25 か所 
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＜施策１＞在宅生活を支援するサービスの充実 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

小規模多機能型居宅介護＊施設

の誘導整備 
 小規模多機能型居宅介護施設を１か所整備した。 

ショートステイの誘導整備 
 単独ショートステイ整備に関する補助制度を創設した。 

 グループホームと合築のショートステイを整備した。 

ケアマネジャーやサービス事

業者と医療機関等との連携強

化 

 医師会と共催でケアマネジャーと訪問介護事業所のサービス提

供責任者を対象とした医学知識に関する研修を実施した。 

■おもな取り組み 

① 地域密着型サービス拠点の整備 

区内４つの日常生活圏域＊ごとに、地域密着型サービスのうち小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型通所介護＊、定期巡回・随時対応型訪問介護看護＊を提供

するサービス拠点を重点的に誘導整備します。 

 

地域密着型サービス拠点の整備目標（日常生活圏域ごと） 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

小規模多機能型 

居宅介護 

（訪問看護との複合

型サービスを含む） 

施設数 － 1 1 2 4 

泊まり

定員数 
－ 7 7 14 28 

認知症対応型 

通所介護 

施設数 2 2 1 1 6 

定員数 14 12 8 2 36 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
施設数 1 1 2 

 

② 要介護高齢者等に対するショートステイの充実 

区内の特別養護老人ホームに併設されているショートステイ（短期入所）施設のベ

ッド数に加え、単独型のショートステイや小規模多機能型居宅介護施設等へ併設する

などの誘導整備を図り、ショートステイのベッド数を充実します。 

 

ショートステイの整備目標 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

ショートステイ 定員数 40 40 
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③ 要介護高齢者の地域生活継続支援 

高齢者が住み慣れた地域で継続して在宅生活を営めるようにするため、個々のニー

ズに細かく対応したケアプランの作成を促し、通所介護、居宅介護、ショートステイ

などの在宅サービスの継続的な利用を支援します。 

ケアプラン作成にあたっては、医療的ケアが必要な高齢者も多いため、ケアマネジ

ャーとサービス事業者、かかりつけ医との連携を推進するための関係づくりを進めま

す。 

 

④ 介護予防・日常生活支援総合事業＊の導入 

介護保険法改正の中で創設されたサービスとして介護予防・日常生活支援総合事業

（以下、総合事業とする）があります。介護予防が必要な高齢者や要支援の認定を受

けている高齢者の日常生活を支えるサービスを提供する総合事業の実施に取り組み

ます。 

 

その他の取り組み ☞Ｐ43 在宅医療連携体制の推進 

☞Ｐ55 地域支えあい活動を行う区民への 24 時間緊急時連絡態勢の周知と 

円滑な運用 
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＜施策２＞住み慣れた地域で暮らし続けるためのすまいの確保 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

入居時の保証など居住安定支援

の推進 

 居住安定支援事業として、民間家賃債務保証制度の利用料助成

と見守り支援制度を行っている。 

高齢者向け賃貸住宅の整備誘導 
 区有地を活用し、民間事業者が高齢者向け優良賃貸住宅 20 戸

を整備した。 

認知症高齢者グループホーム誘

導整備 
 グループホーム７ユニットを整備した。 

■おもな取り組み 

① 高齢者のための住宅の確保 

真に住宅に困窮している世帯が入居できるよう、区営住宅と福祉住宅を適切に運営

します。また、民間事業者によるサービス付き高齢者向け住宅供給の誘導を図るため、

必要な情報提供等を行うほか、高齢者の入居を制限しない住宅の登録戸数の拡大を図

り、家賃債務保証制度の利用料助成などによる居住支援のしくみを充実します。 

 

② 認知症高齢者グループホームの誘導整備 

認知症＊高齢者が身近な地域で安心して在宅生活をおくるために、認知症グループ

ホームについて、日常生活圏域ごとに必要とされるサービス量を見込み、生活圏域ご

とにバランスよく整備できるよう事業者の誘導などを行います。 

 

認知症高齢者グループホームの整備目標（日常生活圏域ごと） 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

認知症対応型共同生

活介護（認知症高齢者

グループホーム） 

施設数 2 2 2 1 7 

床数 30 36 40 23 129 
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③ 都市型軽費老人ホーム＊の誘導整備 

自立した生活が難しい低所得の高齢者に対し、安定した住まいを提供するため、都

市型軽費老人ホームを整備します。 

 

都市型軽費老人ホームの整備目標 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

都市型軽費老人ホーム 

施設

数 
4 4 

定員

数 
80 80 

 

④ 特定施設の誘導 

ケアハウス及び介護付き有料老人ホームの特定施設については、東京都が示す区西

部圏域の整備目標数の範囲で、優良なサービスの質と量が確保できるよう努めます。 
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＜施策３＞入所型施設の整備促進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

介護老人福祉施設＊の誘導整備  介護老人福祉施設 50 床を整備する事業者を選定した。 

■おもな取り組み 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備 

介護老人福祉施設は、在宅サービスを支えるショートステイを併せ持ち、また、地

域にある地域密着型のサービス事業所をバックアップする 24 時間 365 日の運営施設

という側面を持っています。 

今後、高齢者人口の増加やひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれていることから、

在宅での介護が困難となったときの入所施設として、介護老人福祉施設を誘導整備し

ます。 

 

介護老人福祉施設の整備目標 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

施設

数 
1 1 

定員

数 
100 100 

 

② 介護老人保健施設の整備 

平成 19 年４月、区内に 100 床開設されています。要望や需要の多い施設ですので、

引き続き整備を目指します。 

 

③ 介護療養型医療施設からの転換支援 

当施設については、当初計画では平成 23 年度末をもって制度が廃止され、他の介

護施設等に転換されることになっていましたが、今回の法改正により、転換の時期が

６年間延長されました。平成 24 年度以降、新たな施設整備は認められておりません。 

区内既存２施設については、計画的な転換を支援していきます（※）。 
 
※第５期介護保険事業計画期間内に区内の介護療養型医療施設が他の介護保険施設＊

に転換した場合の整備数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施設ともに

整備目標数に含めていません。目標の外数としています。 
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課題３ 認知症高齢者対策と虐待防止 

■現状と課題 

増加する認知症＊高齢者 

認知症傾向のある高齢者数の目安となる、介護保険の認定調査の際に用いる「認知

症高齢者の日常生活自立度」＊がⅡ以上の方は、平成 23 年４月現在、約 5,500 名とな

っています。これは、要支援・要介護認定者数の約半数に相当します。 

高齢になるほど認知症の発症率は高くなるため、今後の高齢者人口の伸びを踏まえ

ると、認知症傾向のある高齢者は確実な増加が見込まれます。 

こうした認知症高齢者が尊厳をもって生活していくためには、地域の理解・手助け

が必要となります。また、認知症高齢者を介護する家族への負担を軽減することも課

題となっています。 

 

高齢者虐待防止体制の構築 

高齢者虐待防止法の制定や介護保険法の改正により、平成 18 年４月から、虐待防

止などの権利擁護事業が区市町村に義務づけられました。 

区では、対応体制を整えるため、庁内に高齢者虐待防止センターを設置しました。

また、平成 19 年度に作成した「中野区高齢者虐待対応マニュアル」を平成 23 年に改

訂しました。 

どのような行為が虐待にあたるのか、家族や本人に十分に認識されていないという

現実があります。まず、何が虐待にあたり、権利を侵害する恐れがあることなのか、

正しい理解を広めるための啓発が必要です。また、サービス従事者や地域住民が、本

人、家族の様子を把握し、虐待のサインを見逃さず、虐待の深刻化を防ぐことも必要

です。 

■実現すべき状態 

認知症に対する理解が浸透し、地域住民をはじめ、保健、福祉、医療の関係機関に

よる認知症高齢者への支援体制が整っています。 

高齢者の虐待に対しては、早期発見・早期対応のための環境づくりが進んでいます。 

また、介護をする家族の負担を軽減するため、レスパイトケア＊のための取り組みが

充実しています。 
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■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 
高齢者緊急一時宿

泊事業＊利用人数

（延日数） 

介護者の負担軽減を示

すため 

29 件 

（22 年度）
35 件 40 件 45 件 

「認知症」の理解度 

認知症に対する周囲の

理解が進むことによ

り、認知症高齢者が安

心して地域生活を送る

ことができることを示

すため 

74.6％ 

（23 年度）
75.0％ 80.0％ 85.0％ 
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＜施策１＞認知症高齢者対策の充実 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

認知症に関する区民への理解促進 
 認知症理解促進のためのリーフレット（認知症アドバイザー医

一覧）を作成配布した。 
認知症アドバイザー医リストの

活用 

地域の担い手による普及、啓発の

推進 

 認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の理解をすすめ

た。 

認知症地域支援拠点づくりモデ

ル実施 

 北部地区１か所（2１年度から事業所変更）、南部地区１か所を

20 年度後半から 21 年度に実施した。 

施設や事業所を起点とした地域

での相談、啓発、ネットワークづ

くり 

 地域の拠点づくりとして、モデル事業を実施するとともに地域

のネットワーク作りに取り組んだ。 

緊急一時宿泊施設の拡充  通年１床を確保するとともに、区内特養等８か所の空床を活用

した。 区内特養ホームの空床活用 

介護ストレス解消のための相談

対応や家族どうしの交流の充実 

 在宅で介護をしている家族を対象に家族介護教室を区内４か

所で、各６回実施した。 

■おもな取り組み 

① 地域の担い手による普及、啓発の推進 

地域全体で認知症高齢者を支える地域づくりを進めるため、認知症サポーターなど、

地域の担い手を養成、支援し、その活動を支援します。 

また、ケアマネジャー＊やヘルパーなどのサービス事業者を対象に、認知症や権利

擁護に関する体系的な研修を実施します。 

 

② 認知症相談体制の充実 

認知症高齢者や介護にあたる家族が地域で安心して暮らせるよう、身近な相談窓口

である地域包括支援センター＊の活用を周知します。 

 

③ 認知症アドバイザー医リストの活用 

中野区医師会の「認知症アドバイザー医制度」を活用し、認知症の専門医につなぐ

ことのできる相談・支援体制を充実します。 

 

④ 認知症地域支援拠点づくり事業の実施 

認知症地域支援拠点づくりのモデル事業を実施した介護サービス事業所を、引き続

き相談支援拠点とし、認知症高齢者の家族等を支援します。 
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⑤ 施設や事業所を起点とした相談、啓発活動の推進 

地域における認知症高齢者に対する支援体制を充実するため、さまざまな情報やノ

ウハウを持つ認知症対応介護サービス事業者が、認知症に対する区民理解の促進や、

認知症高齢者に対する接し方、認知症の方を支えるための関係機関のネットワークづ

くりなど、認知症高齢者やその家族を支えるための活動を地域で展開することを支援

します。 

 

⑥ 緊急一時宿泊事業の拡充 

家族に対するレスパイトケアを充実するため、入院等で介護者が急に介護できなく

なった場合や高齢者虐待等で在宅生活の継続が困難になった場合などに利用できる

よう、特別養護老人ホーム＊などの施設に空床を確保します。 

 

⑦ 介護ストレス解消のための相談対応や家族どうしの交流の充実 

専門的な相談対応や家族どうしの交流を通じて家族の介護ストレスを解消するた

め、家族介護教室を実施します。 

 

その他の取り組み ☞Ｐ65 成年後見制度の啓発と利用促進 
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＜施策２＞高齢者の虐待防止 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

虐待を防止するための地域で

の普及活動の充実 

 虐待防止啓発リーフレットを関係機関へ配布するとともに、介

護保険事業者向けに講演会を実施した。 

相談窓口の充実 
 民生委員等への高齢者虐待対応マニュアルを周知し、地域包括

支援センターでの相談を行った。 

関係機関との連携強化  弁護士､精神科医を入れた専門相談を実施した。 

関係者を対象とした虐待防止

に関する研修の実施 

 地域包括支援センターの職員を対象に、東京都主催研修への参

加を促した。 

■おもな取り組み 

① 虐待防止のための啓発・広報活動 

どのようなことが虐待にあたるのかなど、虐待に関する知識の普及を促すため、パ

ンフレットやポスターなどの作成・配布、虐待防止に関する講演会の開催など、高齢

者の人権を擁護するために必要な広報活動を強化します。 

また、高齢者虐待に関する区民などからの相談受付や通報先として位置づけている

地域包括支援センターを積極的に周知していきます。 

 

② 関係機関との連携強化 

潜在的な虐待の防止や発見時の迅速で適切な対応を行うため、地域包括支援センタ

ー職員やケアマネジャーなど関係機関職員、専門家（弁護士、精神科医など）を含め

た専門ケア会議を定期的に開催し、連携を強化します。 

 

③ 高齢者虐待防止マニュアルの周知 

虐待発見時の連絡体制や虐待相談・通報があった場合の対応、介護関係者が関与す

べき範囲、困難事例への対応方法、個人情報の保護など、虐待に対する対応、連携体

制などを内容とした高齢者虐待防止マニュアルの周知に努めます。 

 

④ 緊急一時宿泊事業の拡充【再掲】 

家族に対するレスパイトケアを充実するため、入院等で介護者が急に介護できなく

なった場合や高齢者虐待等で在宅生活の継続が困難になった場合などに利用できる

よう、特別養護老人ホームなどの施設に空床を確保します。 
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本人・家族・区民・医療関係者・民生委員・介護保険事業者・近隣関係者・警察・人権擁護委員 

⑤ 介護ストレス解消のための相談対応や家族どうしの交流の充実【再掲】 

専門的な相談対応や家族どうしの交流を通じて家族の介護ストレスを解消するた

め、家族介護教室を実施します。 

 
高齢者虐待の通報・届出・相談ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報

届出

相談

養介護施設従事者等 

による高齢者虐待 

（施設従事者、施設利用者等） 

通報・届出・相談 

通報・届出相談窓口 

高齢者虐待関係者の総合調整 

 

受付時間 月～金 ８時３０分～１７時 

通報・届出受理票の作成 

情報の一元管理 

〈夜間･休日〉区役所代表 ℡3389-1111

高齢者専門相談担当 

 

原本・コピー 

受理票 

連 携 

通報・届出・相談窓口 

高齢者虐待対応のキー機関 

 

受付時間 月～金 ９時～１９時 

     土   ９時～１７時 

通報・届出受理票の作成 
受理

地域包括支援センター 

情報提供 

通報 

通報・届出・相談窓口 

 

  

 

通報・届出受理票の作成 
受理票

すこやか福祉センター 

生活援護分野 障害福祉分野 

情
報
提
供 

通報・届出・相談窓口 

受付時間 月～金 ８時３０分～１７時

 

℡ ３２２８－８９５１ 

 

℡ ３２２８－８８７８ 

受付部署で受理票を作成 

＜夜間・休日＞ 

区役所代表 ℡３３８９－１１１１

高齢者専門相談担当 

施設従事者 

虐待受理票 

介護保険事業者指導調整担当 

情
報
提
供 
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課題４ 介護保険制度の適正な運営 

■現状と課題 

重要性を増す介護保険制度 

介護保険制度が平成 12 年度に創設されてから 10 年以上が経過し、中野区における

介護保険の要介護認定者数は１万人を超え、平成 23 年４月末日現在、11,514 人とな

っています。しかしながら、制度についての周知が未だ十分ではない状況にあること

から、今後も引き続き、多様化する介護サービスの利用に向けて、必要なサービスの

選択ができるよう、十分な情報の提供を行っていく必要があります。 

また、要介護等認定者の増加に伴い、介護保険制度が果たす役割もますます大きく

なっていきます。将来的に持続可能な制度設計を行っていく必要があることに加え、

介護が必要になったときに、必要なサービスが適切なケアマネジメント＊のもとで供

給され、安心して利用できる制度としていくことが求められています。 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活が続けられるよう、在宅でケアして

いくために、さまざまな地域の資源を活用するケアマネジメントのもと、医療、介護、

予防、住まい、生活支援サービスなどの視点からそれにかかわる組織や機関、事業所

やケアマネジャー＊などが適切に連携・協力しながら、介護サービスを充実させてい

く必要があります。 

特に地域における福祉サービスやボランティアによるサービスなどを資源として

活用するために、身近な地域での見守りを視野に入れ、高齢者の自立にとって効果的

なサービス提供となるようケアマネジメントの工夫が必要となっています。 

一方、介護度が重度化した高齢者の場合には医療が必要になる度合いが高くなりま

すが、急病により入院した高齢者で、初めて要介護状態になった場合など、病院など

から退院し、在宅生活を始めるときに、医療から介護への円滑なサービス移行により、

高齢者の在宅生活をしっかりと支えることが求められています。 

さらに身近な地域において、医療系の介護サービスや適切な医療が供給され、認知

症＊や要介護状態における高齢期特有の変化しやすい病態や症状に応じた適切なサー

ビス供給が今後もますます必要になっています。 

 

介護サービス事業者の質の向上 

要介護等認定者の増加とともに、介護サービスへのニーズはますます高まっていま

す。一方、介護サービスを提供する現場は、低い賃金とそれに見合わない重労働のた

め、離職率の高い職場となっています。 

サービス事業者が計画的な介護従事者の育成を行うことが難しければ、介護サービ

ス利用者へ提供するサービスの質・量が向上しません。介護人材の確保・育成・定着

に向けた支援が求められています。 

介護労働に関する調査などでは、賃金の問題に加えて、介護従事者にとって組織の
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経営理念が明確でないことや、職場の人間関係を理由に離職する場合も多いことが明

らかになっています。 

特に定着支援のためには、高い離職率の背景となっている要因を分析し、そこに着

目した研修等の取り組みを優先する必要があります。 

介護職場におけるメンタルヘルス対策に関しては、事業者側の適切な労務管理の取

り組みを促すための研修などを行い、働きやすい職場環境を整えるための支援も求め

られています。 

介護の仕事のやりがい、魅力について事業者自身が発信する取り組みの支援なども

行ってきましたが、これから就職をする若い世代に向けた積極的なアピールも工夫し

ていく必要があります。 

■実現すべき状態 

保健福祉サービスの利用者が人としての尊厳をもって家庭や地域で自立した日常

生活をおくるために、本人の意思と選択を尊重したケアプランのもと最適な支援を受

けています。 

介護が必要となった場合でも、介護度が重度化した場合でも、地域の資源を活用し

た多様な福祉サービスや介護サービスが家族や要介護者への充分なアセスメント＊の

もとで提供できる体制が整っています。 

また、サービス利用者は、自分にあった保健福祉サービスを自ら選択して利用し、

困ったときにはいつでも相談できる相談支援体制が整えられています。 

サービス利用者は提供されるサービスの内容や契約事項に関する情報、事業者の事業

運営状況などの情報がわかりやすい形で入手できるとともに、サービス評価制度、苦情

解決のしくみにより、安心してサービスを選択しています。 

介護保険法に基づく介護サービスや公的なサービス提供の担い手である民間サー

ビス事業者は、適正な競争により、個々の利用者のニーズにあった良質なサービスを

提供しています。 

介護事業所には、職歴の長いベテラン職員が増え、多くの職員が育成されており、

キャリアや職層に応じた処遇となっています。 

介護職場が、仕事のやりがいを感じられる職場となっており、介護事業所のサービ

スの質・量ともに向上しています。 
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■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 

指導に対して改善

が行われた件数の

割合（年度内） 

事業所に対する助言・

指導により、サービス

の質が向上をしている

ことを示すため 

68.9％ 

（22 年度）
86％ 88％ 93％ 

ケアプランに不満

のない人の割合 

適切なケアプランが提

供されていることを示

すため 

46.5％ 48％ 50％ 55％ 
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＜施策１＞介護保険制度の適正な運営 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

介護予防ケアプラン等の充実 
 専門的な知識、技能を高めるための研修（制度改正対応、虐待防

止他）を実施し、ケアマネジャーの資質向上を図った。 

新たな地域ケア体制下におけ

る地域包括支援センター＊の機

能充実 

 平成22年７月に中部すこやか福祉センター内に中野地域包括支援

センターを、平成 23 年８月に北部すこやか福祉センター内に江古

田地域包括支援センターをそれぞれ移転した。 

■おもな取り組み 

① 介護保険制度・介護サービス事業所の周知 

多様化する介護サービスの利用に向けて、必要なサービスの選択ができるよう、十

分な情報の提供を行っていきます。事業者の協力を得て行ってきた「介護の日」イベ

ントなどを通じて、制度周知に努めるとともに、事業所と一般区民との交流などによ

って気軽に介護保険の情報や知識を得られる機会の提供などの取り組みも引き続き

実施します。 

介護職場のイメージアップなどを図るために、中野区介護サービス事業所連絡会と

協働して、パンフレットを作成し、広く周知を図るなどの取り組みを行います。 

 

② 安定した制度運営のための取り組み 

介護保険制度は、公費に加え、被保険者の方たちから納めていただく「保険料」に

より運営される社会保険方式による制度です。長期的に安定した介護保険制度とする

ため、「みんなで支える」視点での周知や介護保険料の確実な徴収に努めていきます。 

また保険料の改定においては、低所得者層に配慮し、より応能的な負担となるよう

な保険料率・段階の設定を行います。 

 

③ 医療を含む多職種、事業者間での連携促進 

中野区介護サービス事業所連絡会などへの支援を引き続き行っていくとともに、医

療関係職種との連携を促進するために、現場で医療系サービスを行う専門職による研

修や報告会等を通じ、現場での医療ケアと介護サービスの連携を推進します。 

これまでも介護の多職種による連携の強化を目指してきましたが、身近な地域で行

う包括的な支援に必要な課題を整理し、多施設間での連携にも着目し必要な支援を行

います。 

さらに入院・入所から在宅へ移行する際のサービス調整についてなど、具体的な課

題について施設事業者と介護事業者による協力・連携に必要な支援を行います。 
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④ 苦情への対応・事故報告の活用 

サービス利用者から介護サービス事業者に対する苦情については、「利用者権利」

という面及び「適切なサービス提供が行われているか」という面をチェックすること

のできる重要なものです。この認識をさらに徹底して周知していくとともに、苦情を

しっかり受け止め、適正なサービス提供とその質の向上に活用していくよう、介護サ

ービス事業者に対し、引き続き啓発を行います。 

事故報告件数は、年度によって増減はあるものの増加傾向にあります。これは「保

険者に事故報告を行う」ことが事業者に浸透してきたこと、及び事業所が年々増加し

ているためと思われます。 

事故報告については、今後も引き続き事故内容を分析し、介護サービス事業者に対

する集団指導等の場で留意事項として周知していくほか、「事故の概要」として定期

的に事故報告内容を提供することにより、事故情報の共有化が図れるよう検討します。 

 

⑤ 要介護認定調査員の資質向上 

要介護認定調査員の調査能力向上とレベルの平均化のために、効率的に認定調査の

技法が学べる e-ラーニング＊システムなどを活用し、研修を実施します。 

また、調査結果について、常に点検を行い、調査項目の解釈や記載内容が適切かど

うかなどをチェックし、調査票の精度を高めます。調査票に問題点があれば、調査員

に問い合わせ、個別に確認、指導を行い、調査員のレベルアップを図ります。 

 

⑥ 介護給付費の適正化 

不適正と思われるケアプランについて重点的に点検・指導を行い「適切なケアプラ

ン」の作成を促すことにより利用者にとって必要で充分な介護サービスが提供される

よう取り組んでいきます。 

また、住宅改修では、見積もり段階での事前チェック、訪問調査による施行前チェ

ックにより、適正な工事費及び見積もり内容になっているかなどの確認を行い適正化

を図ります。 

さらに、医療給付と介護給付情報の比較や、認定情報などを活用した介護給付情報

の点検により、介護事業者の介護給付費請求の過誤をチェックする取り組みも引き続

き実施することとします。 

こうした給付の適正化の取り組みにより、請求事務の正確性を促し、不正請求の防

止につながる効果も期待できます。 

介護サービスの利用者に対しては、サービス内容・給付費・負担額を本人に通知す

ることにより、利用しているサービス内容の確認を促し、過剰なサービスなどに対す

る利用者の意識を高めるとともに、事業所の架空請求などの防止・抑止に努めます。 
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⑦ 高齢者の相談支援窓口の充実 

区内８か所の地域包括支援センターは、高齢者が安心して自立生活を送ることがで

きるよう、24 時間 365 日の相談支援サービスを提供しています。 

地域包括支援センターについては、今まで以上に、介護保険に関する地域の相談先

として地域での認知度を上げるよう努めます。 

さらに、すこやか福祉センターの開設にともない、地域包括支援センターの相談支

援機能を充実させ、身近な地域の相談先で、地域資源を活用したサービスや高齢者向

けサービス、介護保険制度の情報などを得られやすくし、高齢者の自立をバックアッ

プします。
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＜施策２＞介護サービス事業者の支援と質の向上 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

資格取得の支援などキャリア

アップ研修の実施 

 介護福祉士資格取得受験費用及び外部研修受講費用の助成事業

を実施した。 

 職種や職層に応じた専門的な知識、技能を高めるための研修を

実施した。 

従事者の交流の促進や情報交

換会等の実施 
 介護サービス事業所連絡会に出席し、情報交換を実施した。 

事業者に対する指導・助言の強

化 

 サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化等に取り組み、

21・22 年度にそれぞれ 19 事業所、23年度に 14 事業所の実地調

査を行った。また、各年度に区主催で４回、都区共催で１回の

集団指導を実施した。 

■おもな取り組み 

① 介護サービスに従事する専門職のスキルアップと研修の体系化 

ケアマネジャーをはじめ、ヘルパーなどのサービス従事者に対して、スキルや知識

のレベルアップの研修を実施し、サービスの質の向上を目指します。また事業所職員

の段階的なキャリアアップのための研修、資格取得のための支援などを行うことによ

り従事者等の定着を支援します。 

そのためにこれまでの研修の成果や改善すべきことを検証し、介護従事者及び事業

所に必要な研修の体系化を行います。 

研修の体系化への取り組みを事業者と充分に連携しながら進めていくことにより、

現場での必要性や要望を考慮した研修を実施できるようにします。 

また、介護保険法の改正に伴う「介護職員等によるたんの吸引等の実施」のための

研修を受講しやすくなるよう支援を行います。 

 

② 組織マネジメントへの支援と介護従事者のメンタルヘルスの向上 

組織マネジメントについての事業所管理者向け研修や、コミュニケーションスキル、

コンプライアンスに対する研修などにより、介護現場や職場内の具体的な課題を解決

するための支援を行います。 

また、個別のケアを行うことの多い介護従事者にとってメンタルヘルスへの配慮が

必要であることなどから、介護事業所の人材育成担当者への啓発や従事者向けの研修

にも取り組みます。 

 

③ 介護サービスの提供を担う民間サービス事業者に対する指導の強化 

区が介護保険事業者指定権限を持つ地域密着型サービス事業所、及び今までに実地

調査を行っていない事業所を中心に、今後５年間を目途に全ての事業所へ実地調査に
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入ります。年度ごとに指導計画を立て着実に調査を実施することで指導体制を強化し

ます。 

また、実地調査を行った翌年度に改善状況確認のための「フォロー調査」を、サー

ビス毎に「集団指導」を、新規開設事業所には「新規指導」を行い、介護サービス事

業所が適正に運営されるよう、指導を実施します。 

 

④ 第三者評価の推進 

介護サービス事業所に対する外部の評価をもとにサービスの改善や水準の向上に

役立てるための第三者評価を、介護サービス事業者に定期的に受審させることにより、

事業者のサービス改善に対する自発性を促します。 

さらに第三者評価は、公開された事業所情報として、サービス利用の際に活用でき

るため、事業者における評価の受審については、今後も引き続き支援を行います。 
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第２節 介護サービス等の見込量 

１ 見込量推計の手順 

介護サービス等の見込量の推計の考え方は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．居住系・施設サービス量の推計 
 これまでの給付実績をベースに、新たに整備される施設サービスや地域密着型サービ

スの基盤整備計画の影響、介護保険法の改正に基づく新しいサービスへの利用の推移な

どを加味してサービス量の推計を行います。 

２．要介護認定者数の推計 

 これまでの要介護認定者数（要介護認定率）をベースに、日常生活圏域ニーズ調査の

結果から生活機能が低下している要介護認定を受けていない一般高齢者の人数・割合の

上乗せを行うとともに、地域支援事業や介護予防事業の成果による要介護認定の改善な

どを踏まえて、平成 24 年度～26 年度の要介護認定者数の推計を行います。 

１．被保険者数の推計 

住民基本台帳人口、外国人登録者数及び住所地特例対象者数について、平成 24 年度

～26 年度の推計を行います。 

４．居宅サービス量の推計 
 これまでの給付実績をベースに、介護保険法の改正に基づく新たなサービスへの推移

などを加味してサービス量の推計を行います。 

５．介護保険給付費の算出 
サービス量の推計、及び介護職員処遇改善や地域区分の改正を反映させた介護報酬単

価の改定額に基づき、３年間（平成 24 年度～26 年度）の必要給付費を算出します。 

６．保険料基準額、段階別保険料の設定 
平成 24 年度～26 年度の被保険者数推計、介護保険料給付費推計、及び国が示す保険

料算定に必要な係数をもとに、これまでの保険料段階区分を見直し、介護保険料基準

額を設定します。 
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２ 介護給付・介護予防給付の見込量 

１の手順により、これまでの利用実績や基盤整備の状況、新しいサービスへの事業

者の参入動向などを踏まえ、今後３年間の居宅サービス利用者、介護給付・予防給付

サービスについては、以下のように見込みました。 
 

（１）居宅サービス利用者の見込み 
【居宅サービス利用者見込み】（月平均利用人数）          （単位：人） 

区 分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

要支援１ １,１００ １,１５４ １,２０６

要支援２ １,２８６ １,３６８ １,４４８

要介護１ １,３２８ １,５７５ １,８４８

要介護２ １,６９５ １,８１９ １,９４５

要介護３ ９２８ １,０５３ １,０９３

要介護４ ７８７ ７９８ ８２６

要介護５ ６８８ ７９５ ９２４

合 計 ７,８１２ ８,５６２ ９,２９０

 

（２）介護給付の見込み 
【介護給付の見込み】（月平均利用人数）              （単位：人） 

 

区       分 

第５期事業計画 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅サービス    

 訪問介護 ２,９６７ ３,２２９ ３,４９１

訪問入浴介護 ３５９ ３９９ ４４０

訪問看護 ９２４ ９８６ １,０５４

訪問リハビリテーション ２１１ ２３０ ２５０

居宅療養管理指導 １,９２３ ２,１２１ ２,３１４

通所介護 ２,１８７ ２,４１３ ２,６３９

通所リハビリテーション ３３８ ３７０ ４０１

短期入所生活介護 ４６７ ５１０ ５５３

短期入所療養介護 ５２ ５３ ５４

福祉用具貸与 ２,９７９ ３,２１６ ３,４５４

特定福祉用具販売 １０６ １１５ １２５

住宅改修 ４６ ４８ ５１

居宅介護支援 ４,８３２ ５,２６２ ５,６９１

居住系サービス    

 特定施設入居者生活介護 ８９３ ９７７ １,０４９

地域密着型サービス    

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １２ ２４ ３６

 夜間対応型訪問介護 ８８ ９７ １０７

認知症対応型通所介護 ３５９ ３９３ ４２６
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小規模多機能型居宅介護 ７０ ８３ １０２

複合型サービス ０ １２ １７

認知症対応型共同生活介護 ２０１ ２５４ ３０７

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

施設サービス    

 介護老人福祉施設 ８６８ ９１８ ９１８

 介護老人保健施設 ４１０ ４１０ ４１０

 介護療養型医療施設 １７９ １７９ １７９

（３）介護予防給付の見込み 
【介護予防給付の見込み】（月平均利用人数）            （単位：人） 

区       分 
第５期事業計画 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅サービス    

 介護予防訪問介護 １,７１９ １,７９３ １,８６７

介護予防訪問入浴介護 ３ ３ ４

介護予防訪問看護 １０９ １１５ １２０

介護予防訪問リハビリテーション ３０ ３１ ３３

介護予防居宅療養管理指導 １５０ １５８ １６６

介護予防通所介護 ６６８ ６９８ ７２８

介護予防通所リハビリテーション ７４ ７８ ８１

介護予防短期入所生活介護 ７ ８ ８

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

介護予防福祉用具貸与 ５８９ ６１８ ６４６

介護予防特定福祉用具販売 １７ １８ １９

介護予防住宅改修 ２２ ２１ ２１

介護予防支援 ２,４０３ ２,５４７ ２,６９２

居住系サービス    

 介護予防特定施設入居者生活介護 １２５ １３０ １３５

地域密着型サービス    

 介護予防認知症対応型通所介護 ４ ４ ５

介護予防小規模多機能型居宅介護 ３ ３ ４

介護予防認知症対応型共同生活介護 １ １ １
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３ 介護給付・介護予防給付の見込み 

それぞれのサービスについて、これまでの給付実績の増減傾向をもとに介護予防事

業の成果などを勘案して算出しました。 

（１）居宅サービス 
① 訪問介護・介護予防訪問介護 
 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問介護 ２,９６７ ３,２２９ ３,４９１

介護予防訪問介護 １,７１９ １,７９３ １,８６７

 

【見込み方】 

訪問介護は、これまで前年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定者の

増が見込まれることと併せて、今後も増えるものと推計しました。介護予防訪問介

護は、これまで年々減少してきましたが、要支援認定者の増が見込まれることから、

利用人数は今後増えるものと推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 
 
 
 
 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問介護 ２,７９６ ２,８６３ ２,８９０

介護予防訪問介護 １,７３２ １,７６０ １,７８０

実績 
訪問介護 ２,５４９ ２,６９０ ２,７５９

介護予防訪問介護 １,６７０ １,６５５ １,６４５

利用者本人の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするため、介護福祉士や

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助や日常生活の支援

などのサービスを行います。 
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② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問入浴介護 ３５９ ３９９ ４４０

介護予防訪問入浴介護 ３ ３ ４

 

【見込み方】 

訪問入浴介護は、年々、利用人数が増加していますので、要介護認定者数の増を

見込んで、今後も増加するものと推計しました。介護予防訪問入浴介護は、これま

での利用人数が横ばいでしたので、今後も利用人数は変わらないものと推計しまし

た。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 
 
 
 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問入浴介護 ３４３ ３４７ ３５３

介護予防訪問入浴介護 ４ ５ ５

実績 
訪問入浴介護 ３１０ ３１２ ３２２

介護予防訪問入浴介護 ３ ３ ３

看護師やホームヘルパーなどが自宅訪問し、簡易浴槽を持ち込んで入浴介助の

サービスを行います。 
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③ 訪問看護・介護予防訪問看護 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問看護 ９２４ ９８６ １,０５４

介護予防訪問看護 １０９ １１５ １２０

 

【見込み方】 

訪問看護は、年々、利用人数が増加していますので、要介護認定者数の増を見込

んで、今後も増加するものと推計しました。介護予防訪問看護は、これまで年々減

少してきましたが、要支援認定者の増が見込まれるとともに、医療ニーズの高まり

から、利用人数は今後、少しずつ増えるものと推計しました。 
 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問看護 ８７４ ８９３ ９０３

介護予防訪問看護 １３１ １３３ １３５

実績 
訪問看護 ８５５ ８５７ ８６７

介護予防訪問看護 １１７ １０２ １００

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、主治医の指示に

基づき、病状の観察や床ずれの手当てなど療養上の世話を行います。 
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 
 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問リハビリテーション ２１１ ２３０ ２５０

介護予防訪問リハビリテーション ３０ ３１ ３３

 

【見込み方】 

訪問リハビリテーションは、これまで前年度に比べて増え続けており、利用ニー

ズの高いサービスであるとともに、要介護認定者の増が見込まれることと併せて、

今後も増えるものと推計しました。介護予防訪問リハビリテーションについては増

加率を勘案した推計としました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問リハビリテーション １３１ １３５ １３６

介護予防訪問リハビリテーション ２０ ２０ ２０

実績 
訪問リハビリテーション １６３ １８３ １９９

介護予防訪問リハビリテーション ２１ ２３ ２８

在宅で自立して生活できるように、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、

主治医の指示に基づき、心身の機能の維持や回復をはかるためのリハビリテー

ションを行います。 
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⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅療養管理指導 １,９２３ ２,１２１ ２,３１４

介護予防居宅療養管理指導 １５０ １５８ １６６

 

【見込み方】 

居宅療養管理指導は、年々利用人数が増加していますので、要介護者数の増も見

込んで、今後も増加するものと推計しました。 
介護予防居宅療養管理指導は、年によって利用人数の増減が見られましたが、で

きる限り在宅での生活を続けるための医療ケアサービスの必要性を考慮し、今後は

少しずつ増えていくものと推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
居宅療養管理指導 １,２０３ １,２３９ １,２７６

介護予防居宅療養管理指導 １１１ １１５ １１８

実績 
居宅療養管理指導 １,４０１ １,５７１ １,７１６

介護予防居宅療養管理指導 １４３ １１５ １３５

医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士などが自宅を訪問し、療養上の管理を行

います。 
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⑥ 通所介護（デイサービス）・介護予防通所介護 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

通所介護 ２,１８７ ２,４１３ ２,６３９

介護予防通所介護 ６６８ ６９８ ７２８

 
【見込み方】 

通所介護は、22 年度から計画値を上回る実績があり、要介護認定者の増が見込ま

れることと併せて、今後も増えるものと推計しました。介護予防通所介護について

は、実績が 21 年度以降計画値を上回っているため、今後も同様の増傾向があるも

のとして推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
通所介護 １,６７７ １,７１９ １,７３３

介護予防通所介護 ４２１ ４２８ ４３３

実績 
通所介護 １,６５３ １,７９３ １,９６６

介護予防通所介護 ４７９ ４９５ ６０４

通所介護施設に通う利用者に、食事の提供、入浴、レクリエーションなどを行

います。 
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⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

通所リハビリテーション ３３８ ３７０ ４０１

介護予防通所リハビリテーション ７４ ７８ ８１

 
【見込み方】 

通所リハビリテーションは、計画値の範囲内の伸びではありますが、これまで前

年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定者の増が見込まれることと併せ

て、今後も増えるものと推計しました。介護予防通所リハビリテーションについて

は、23 年度に大幅に増となりましたので、一定の伸びを見込んで推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
通所リハビリテーション ３０９ ３１７ ３１９

介護予防通所リハビリテーション １１ １１ １２

実績 
通所リハビリテーション ２７６ ２８０ ２９１

介護予防通所リハビリテーション １０ ２４ ７２

老人保健施設や医療機関などに日帰りで通う利用者に、リハビリテーションを

行います。 
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⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ）・介護予防短期入所生活介護 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

短期入所生活介護 ４６７ ５１０ ５５３

介護予防短期入所生活介護 ７ ８ ８

 
【見込み方】 

短期入所生活介護へのニーズは高いものがありますが、単独施設としての整備が

困難であるため、これまでは介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＊との併設

で整備を進めてきました。今後は、単独施設やその他の介護サービス事業所との併

設など、様々な形で整備を進めていくことにより、利用人数も増えていくものと推

計しました。介護予防短期入所生活介護は、これまで利用人数が横ばいであったた

め、今後も引き続きこの傾向が続くものとして推計しました。 
 
【特記事項】 

平成 25 年４月に東中野五丁目区有地を活用して、介護老人福祉施設を開設する

にあたり、短期入所生活介護を５床整備することとしました。また、弥生町五丁目

区有地（中野富士見中学校跡施設）に介護老人福祉施設を整備するにあたり、短期

入所生活介護も併せて整備し、平成 27 年度以降の開設を目指します（介護老人福

祉施設の入所定員の１割程度）。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
短期入所生活介護 ４０１ ４１０ ４４７

介護予防短期入所生活介護 ４ ４ ４

実績 
短期入所生活介護 ３９８ ４１４ ４２９

介護予防短期入所生活介護 ６ ７ ７

短期間（連続 30 日まで）、特別養護老人ホームなどに宿泊する利用者に、介護

サービスを提供します。 
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⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

短期入所療養介護 ５２ ５３ ５４

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

 
【見込み方】 

短期入所療養介護は、区内でも施設数が少ない（現状で２か所）ため、今後は、

その定員枠の中で少しずつ利用人数が増えるものとして推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
短期入所療養介護 ５８ ５９ ６０

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

実績 
短期入所療養介護 ５２ ６０ ５２

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

短期間（連続 30 日まで）、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所

する利用者に、医療上のケアを行います。 
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⑩ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

福祉用具貸与 ２,９７９ ３,２１６ ３,４５４

介護予防福祉用具貸与 ５８９ ６１８ ６４６

 
【見込み方】 

福祉用具貸与は、これまで前年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定

者の増が見込まれること、及び在宅での生活への志向の高まりと併せて、今後も増

えるものと推計しました。介護予防福祉用具貸与についても同様に推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
福祉用具貸与 ２,７６６ ２,８３０ ２,８５４

介護予防福祉用具貸与 ３６３ ３６９ ３７３

実績 
福祉用具貸与 ２,５３７ ２,７１６ ２,７８４

介護予防福祉用具貸与 ４５４ ５１５ ５６７

日常生活の自立を助けるための、歩行器・特殊寝台・車いす等定められた福祉

用具を貸し出します。 
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⑪ 特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

特定福祉用具販売 １０６ １１５ １２５

介護予防特定福祉用具販売 １７ １８ １９

 
【見込み方】 

特定福祉用具販売は、これまで年度を追うごとに計画値より実績が増え続けてい

ることや、要介護認定者の増が見込まれることと併せて、今後も増えるものと推計

しました。介護予防特定福祉用具販売は、利用人数が減少してきましたが、できる

限り在宅での生活を続けるための必要性を考慮し、今後は僅かながら増えていくも

のと推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
特定福祉用具販売 ７１ ７２ ７４

介護予防特定福祉用具販売 ２３ ２４ ２５

実績 
特定福祉用具販売 ７５ ８５ ９６

介護予防特定福祉用具販売 ２３ ２２ １６

購入費 10 万円（保険給付費９万円）を限度として、腰掛便座や入浴補助器具

など貸与になじまない、定められた福祉用具の購入費を支給します。 
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⑫ 住宅改修 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

住宅改修（要介護） ４６ ４８ ５１

住宅改修（要支援） ２２ ２１ ２１

 
【見込み方】 

住宅改修（要介護）は、23 年度の実績見込みとしては、前年度に比べて減るもの

と予想されますが、今後も、要介護等認定者の増が見込まれることと併せて、在宅

での生活を続けるための必要性を考慮し、今後は僅かながら増えていくものと推計

しました。 
住宅改修（要支援）は、現状のまま推移するものとして推計しました。 

 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
住宅改修（要介護） ４５ ４６ ４７

住宅改修（要支援） ２３ ２４ ２５

実績 
住宅改修（要介護） ５０ ５０ ４３

住宅改修（要支援） ２５ ２５ ２２

改修費 20 万円（保険給付費 18 万円）を限度として、自宅での手すりの取り付

けや段差の解消などの小規模な改修費用を支給します。 
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⑬ 居宅介護支援・介護予防支援 
 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅介護支援 ４,８３２ ５,２６２ ５,６９１

介護予防支援 ２,４０３ ２,５４７ ２,６９２

 
【見込み方】 

居宅介護支援は、これまで前年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定

者の増が見込まれることと併せて、今後も増えるものと推計しました。介護予防支

援についても同様に推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
居宅介護支援 ４,２８５ ４,３８７ ４,４２８

介護予防支援 ２,０８７ ２,１１９ ２,１４３

実績 
居宅介護支援 ４,０４８ ４,２８５ ４,４４４

介護予防支援 ２,１１２ ２,１３２ ２,２２３

介護サービス等を適切に利用できるように、ケアプラン（居宅サービス計画）

の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への入所に関わる相談

を行います。 
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（２）居住系サービス 
① 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

（介護専用型・混合型） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
【見込み方】 

特定施設入居者生活介護は、施設数の増加とともに、利用実績が増えてきました。 
今後も引き続き整備がすすむものと予測し、利用人数が増えるものと推計しました。 
介護予防特定施設入居者生活介護については、これまで利用人数が減少してきま

したが、高齢者人口の増加が見込まれることから、今後は僅かながら増えていくも

のと推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

特定施設入居者生活介護 ８９３ ９７７ １,０４９

介護予防特定施設入居者生活介護 １２５ １３０ １３５

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
特定施設入居者生活介護 ６２１ ６８１ ７４７

介護予防特定施設入居者生活介護 １２３ １４７ １７５

実績 
特定施設入居者生活介護 ６４９ ７３７ ８１５

介護予防特定施設入居者生活介護 １３１ １２９ １２２

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどに入居している方

に、食事や身の回りの世話などの介護サービスを行います。 
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（３）地域密着型サービス 
高齢者が介護を必要とする状態になっても可能な限り住み慣れた地域で生活でき

るよう支援するため、身近な区市町村で提供するサービスです。 
このサービスを利用できるのは、原則として中野区民に限られます。 
 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １２ ２４ ３６

 
【見込み方】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、これまでの夜間対応型訪問介護の実績を

ベースに、24 時間対応による利便性を考慮し、この制度の周知度が高まるにつれて

年々、利用人数が増加するものとして推計しました。 
 
【特記事項】 

区内４圏域のうち、南部圏域及び中部圏域に１事業所、北部圏域及び鷺宮圏域に

１事業所として、２事業者を誘導し、24 年度中の整備を図ります。 
 

【第４期計画実績】 

新しいサービスのため実績なし。 
 

 

 

 

介護保険法の改正により新たに創設されたサービスです。日中・夜間を通し

て、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間の定期巡回

型訪問と随時の対応を行います。 
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② 夜間対応型訪問介護 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

夜間対応型訪問介護 ８８ ９７ １０７

 
【見込み方】 

夜間対応型訪問介護は、これまでの給付実績の増減傾向をもとに算出しますが、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護が 24 年度から開始されることに伴い、夜間対

応型訪問介護の利用者のうち、日中のサービスも希望する利用者が、今後、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護に移行するものと見込んで推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 夜間対応型訪問介護 ５６ ７６ ９７

実績 夜間対応型訪問介護 ５２ ６２ ７５

夜間において、定期巡回型訪問と利用者の求めに応じた随時の訪問・対応を行

います。 
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③ 認知症対応型通所介護 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

認知症対応型通所介護 ３５９ ３９３ ４２６

介護予防認知症対応型通所介護 ４ ４ ５

 
【見込み方】 

認知症対応型通所介護は、区内の通所介護事業所の整備が進むにつれて、認知症

対応型通所介護の利用人数も少しずつ増えてきました。今後も認知症対策の重要性

が広く認識されるとともに、利用対象者の増加が見込まれることから、事業所の整

備が進むものと見込んで推計しました。 
 
【特記事項】 

認知症対応型通所介護には、「単独型」「併設型」「共用型」という３つの形態が

ありますが、第４期計画期間中に、区内で初めて「共用型」認知症対応型通所介護

（認知症対応型共同生活介護事業所などの一部を使用して、一定の要件のもとで通

所介護を行うもの）が整備されました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
認知症対応型通所介護 ３３８ ３４５ ３４８

介護予防認知症対応型通所介護 ４ ４ ４

実績 
認知症対応型通所介護 ３０８ ３２２ ３３５

介護予防認知症対応型通所介護 ３ ３ ４

日帰りでデイサービスセンターに通う認知症＊高齢者に、日常生活の介助や機

能訓練などのサービスを行います。 
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④ 小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

小規模多機能型居宅介護 ７０ ８３ １０２

介護予防小規模多機能型居宅介護 ３ ３ ４

 
【見込み方】 

小規模多機能型居宅介護は、比較的新しい介護サービスであり、このサービスに

ついての区民の認知度がまだ低いことなどから、23 年度末現在、区内に所在する事

業所は３か所です。また、事業所を開設しても、すぐには利用登録が伸びない状況

にあるため、稼働率が 100％に至っていません。今後、稼働率が上がるとともに、

整備が進むにつれて、利用人数が少しずつ増えるものと推計しました。 
 
【特記事項】 

現状では、参入する事業所数が少ないため、今後、他の介護サービス事業所との

複合施設等の形により、区内にバランスよく整備されることが望まれます。 
なお、平成 24 年度には、上高田都有地活用により１か所（小規模多機能型居宅

介護、認知症対応型共同生活介護、都市型軽費老人ホーム＊との３複合施設）の開

設が予定されています。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
小規模多機能型居宅介護 ３０ ４８ ６３

介護予防小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０

実績 
小規模多機能型居宅介護 ２６ ４６ ４９

介護予防小規模多機能型居宅介護 ０ １ ２

「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊まり」などのサー

ビスを提供します。少人数の家庭的な雰囲気の中で、日常生活上の介助や機能

訓練などを行います。 
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⑤ 複合型サービス 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

複合型サービス ０ １２ １７

 

【見込み方】 

複合型サービスは新しい介護サービスであるとともに、小規模多機能型居宅介護

と訪問看護とが併設することによりサービスを提供できることから、平成 25 年度

より１か所開設するものとしました。また、事業所を開設しても、すぐには利用登

録が伸びないものと見込んで、稼働率を１年目 50％、２年目 75％と今後、稼働率

が上がるにつれて、利用人数が増えるものと推計しました。 
 
【特記事項】 

区内４圏域のうち、１事業所を誘導し、25 年度中の整備を図ります。 
 
【第４期計画実績】 

新しいサービスのため実績なし。 
 

 

 

介護保険法の改正により新たに創設されたサービスで、小規模多機能型居宅

介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護のサービスを提供できる仕組み

で、医療ニーズの高い高齢者に対して介護と看護を一体的に提供します。 
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⑥ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

認知症対応型共同生活介護 ２０１ ２５４ ３０７

介護予防認知症対応型共同生活介護 １ １ １

 
【見込み方】 

認知症対応型共同生活介護は、事業所の整備が進むにつれて、利用人数も着実に

増えてきました。今後も認知症対策の重要性が広く認識されるとともに、利用対象

者の増加が見込まれることから、事業所の整備が進むものと見込んで推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
認知症対応型共同生活介護 １５８ １７６ ２１２

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０

実績 
認知症対応型共同生活介護 １４０ １３９ １５２

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ １ １

家庭的な雰囲気の中で少人数での共同生活を行う認知症の方に、入浴や排せ

つ・食事等の日常生活上の介助、機能訓練などのサービスを行います。 
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⑦ その他の地域密着型サービス 

 

○ 地域密着型介護老人福祉施設 

 

 

 

 

 

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

 
【見込み方】 

両サービスとも、定員が少ないため、経営的な課題もあり、単独での整備に参入す

る事業者がいないのが現状です。そのため、第５期計画期間中には整備が行われない

ものと見込んで推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ２９

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

実績 
地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する、入居定

員 29 人以下の施設です。入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の

世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。 

介護保険の指定を受けた、入居定員 29 人以下の有料老人ホーム、ケアハウス

などに入居している方に、食事や身の回りの世話などの介護サービスを行いま

す。 
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（４）施設サービス 
① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

介護老人福祉施設 ８６８ ９１８ ９１８

 
【見込み方】 

介護老人福祉施設は、入所者が一時的に入院したときなどは稼働率が 100％に至

らないことがありますが、待機者が 1,000 人を超える状況にあり、今後の整備計画

に沿って、開設後、定員がすぐ満たされるものと見込んで利用人数を推計しました。 
 

なお、第５期介護保険事業計画期間内に区内の介護療養型医療施設が他の介護保

険施設に転換した場合の利用人数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設ともに利用人数に含めていません。 
 
【特記事項】 

平成 25 年度に、東中野五丁目区有地を活用して定員 50 名の介護老人福祉施設が

開設する予定です。また、弥生町五丁目の区有地（中野富士見中学校跡施設）を活

用して、定員 50 名の介護老人福祉施設の整備を進め、平成 27 年度以降の開設を目

指します。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 介護老人福祉施設 ８９５ ８９５ ９３３

実績 介護老人福祉施設 ８８０ ８６６ ８７１

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する施設です。

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管

理および療養上の世話を行います。 
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② 介護老人保健施設 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

介護老人保健施設 ４１０ ４１０ ４１０

 
【見込み方】 

介護老人保健施設は、区内では１か所開設されています。第５期介護保険事業計

画期間中は新たな開設見込みがないことから、利用人数は現状のまま推移するもの

と推計しました。 
 

なお、第５期介護保険事業計画期間内に区内の介護療養型医療施設が他の介護保

険施設に転換した場合の利用人数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設ともに利用人数に含めていません。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 介護老人保健施設 ４１４ ４１４ ４１４

実績 介護老人保健施設 ３８８ ３９５ ４００

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所する施設です。

居宅における自立した生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の

介護や、リハビリ・医療等を通しての機能訓練、健康管理等を行います。 
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③ 介護療養型医療施設 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

介護療養型医療施設 １７９ １７９ １７９

 
【見込み方】 

介護療養型医療施設は、区内に２施設ありますが、平成 29 年度末をもって廃止

が予定されている介護サービスです。本サービスの制度が存続する第５期計画期間

中は、引き続き運営されるものと見込んで推計しました（特記事項を参照）。 
 
【特記事項】 

廃止となる介護療養型医療施設は、介護老人保健施設等へ転換することになって

います。現在区内にある２施設については、今後、事業者の意向によっては計画的

な転換を支援していきます。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 介護療養型医療施設 ２５０ ２５０ ２０１

実績 介護療養型医療施設 ２２０ ２０２ １８２

長期の療養を必要とする方が入所する施設です。医学的な管理のもとに、介護

やその他の世話、機能訓練、療養上の管理・看護などを行います。 
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４ 地域支援事業の見込み 

（１）介護予防事業 
① 二次予防事業対象者把握事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《二次予防事業対象者把握数見込み》                （単位：人） 

 

【見込み方】 

介護予防基本チェックリストを送付し、返送のあった方のうち介護予防の必要な

方を、二次予防事業対象者とします。 

二次予防事業対象者数は、東京都の特定高齢者＊把握事業の実施状況から推計し

ました。 

 

【特記事項】 

平成 22 年度に地域支援事業実施要綱が改正され、二次予防事業の対象者を、介

護予防基本チェックリストの結果のみで決定できるようになりました。 

 

【第４期計画実績】                        （単位：人） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

二次予防事業対象者数 ６,３５４ ６,４２３ ６,５０３

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 二次予防事業対象者数 ２１２ ３９３ ５８９

実績 二次予防事業対象者数 ２９６ １９５ １５２

区は、介護認定を受けていない 65 歳以上の区民へ介護予防基本チェックリ

ストを送付し、自己チェック後に区へ返送してもらい、対象者の健康状態を把

握します。その結果、介護予防の必要な方を二次予防事業対象者として、すこ

やか福祉センターや地域包括支援センターを通じて、その方に適した支援や介

護予防事業をご案内します。 
また、必要に応じて生活機能評価受診票による医療機関受診を勧め、運動等

を中心とした介護予防事業への参加を促します。 
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② 二次予防事業 

 

 

 

 

 

 

《二次予防事業参加者数の見込み》                 （単位：人） 

 

【見込み方】 

通所型介護予防事業は、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の事業を組み合

わせた複合型の事業として実施し、参加者数は、二次予防事業対象者の決定方法の

変更に伴い、増加が見込まれるため、コース設定数を拡大し、年々増加傾向で推計

しました。 

訪問型介護予防事業は、うつ・引きこもり対策の需要にあわせて、参加者数が増

加するものとして推計しました。 

 

【特記事項】 

介護予防事業は、平成 22 年度に地域支援事業実施要綱が改正され、これまで単

一プログラムで実施していた事業を各種組み合わせて実施できるようになり、参加

者の状態にあわせたプログラムを提供できるようになりました。 

 

【二次予防事業内容】 

ア 通所型事業 

運動機能の向上や栄養改善などの通所型事業として、各事業を組み合わせて、

総合的なプログラムを実施します。 

各教室は、軽運動を基本に、栄養バランス、口腔ケア、失禁対策、音楽療法等

をテーマにした健康講座やレクリエーション的内容を実施します。 

また、うつ閉じこもり予防として、脳トレーニングのドリルやレクリエーショ

ンを通じて、人との交流をはかり、脳に刺激を与え、意欲を引き出すようなアプ

ローチを行います。 

イ 訪問型事業 

閉じこもり予防等の訪問事業として、「閉じこもり」「うつ」「認知症」などの

 
２４年度 ２５年度 ２６年度 

通所型介護予防事業対象者数 １６８ １８５ ２０３

訪問型介護予防事業訪問者数 １８ ２２ ２６

体力の維持・向上や、栄養状態・口腔機能の維持改善、閉じこもりの予防を

目的とした従来の事業に、うつ予防等心の健康や参加者同士の交流を目的とし

た事業を組み合わせ、総合的なプログラムの事業を実施します。 
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傾向や疑いがみられ、社会活動が低下しがちな方に、訪問・相談などの支援を行

い、状態の改善を図ります。 

 

【第４期計画実績】                        （単位：人） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 

③ 一次予防事業 

 

 

 

 

 

【一次予防事業内容】 

ア 介護予防普及啓発事業 

介護予防の必要性・重要性を広く区民に周知を図り、区民の自主的な介護予

防への取り組みや社会全体における介護予防に対する認識の向上を目的とし

て、周知啓発用の印刷物の作成や区内全域・日常生活圏域＊毎に体力づくり教

室や介護予防講演会等を実施します。 
イ 地域介護予防活動支援事業〈健康・生きがいづくり事業〉 

高齢者会館で各種体操などの健康づくりや介護予防、社会参加を促す講座、

コーラスやレクレーションなどの地域交流・仲間づくりを実施します。 

 

【第４期実績】                          （単位：人） 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
通所型介護予防事業対象者数 １８２ ３３６ ５０３

訪問型介護予防事業訪問者数 ３０ ５７ ８６

実績 
通所型介護予防事業対象者数 １３０ １４２ ９１

訪問型介護予防事業訪問者数 ５ ６ ３

  ２１年度 ２２年度 

実績 健康・生きがいづくり事業参加者延人数 ２５,７２２ ２８,２７９

すべての高齢者を対象として、できるかぎり現在の健康状態を維持し、虚弱

化・孤立化を防ぐため、健康づくりや交流を促す事業を実施します。 



第３章 高齢福祉 

 122

（２）包括的支援事業 
 

 

 

 

 

 

 

【実施する事業内容】 

ア 介護予防ケアマネジメント事業 

要介護等認定をされていない虚弱な高齢者を対象とした介護予防事業参加

者のケアプランを、必要に応じて作成します。また、事業参加後の効果を計り、

再アセスメント＊を行います。 

指定介護予防支援業務として行う、要支援１及び要支援２の方に対するケア

プランの作成を支援します。 

イ 総合相談支援事業・権利擁護事業 

介護に関する相談のほか、地域の高齢者からのあらゆる保健福祉相談に対応

し、介護保険サービスだけでなく、必要に応じて、区の高齢者福祉サービスに

もつなげます。 

成年後見制度＊の活用が必要な場合や、高齢者の虐待に関する相談などにつ

いては、区と連携して対応します。 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

ケアマネジャー＊と地域の事業者や関係機関とのネットワーク構築や、対応

困難なケースについて、適切なアドバイスや事例検討会など、ケアマネジャー

の対応能力の向上に努めます。 

 

【地域包括支援センター一覧】 

名 称 住  所 担  当  区  域 

南中野 弥生町 3-33-8 

やよいの園内 

南台全域、弥生町 3 丁目～6 丁目、弥生町 1,2 丁目（一

部） 

本 町 本町 5-10-4 

倶楽部千代田會館内 

弥生町 1,2 丁目（一部）、本町 5,6 丁目、 

本町 1丁目～4丁目（一部）、中央 3～5丁目（一部） 

東中野 東中野 1-5-1 本町１丁目～4丁目（一部）、中央 1,2 丁目、 

中央 3丁目（一部）、東中野 1,2,4,5 丁目、 

中野 1丁目（一部） 

中 野 中央 3-19-1 

中部すこやか福祉センター内 

中央 3丁目～5丁目（一部）、東中野 3丁目、 

中野 2,3,6 丁目、中野 1,4,5 丁目（一部）、上高田全域、

新井１丁目（一部） 

中野北 松が丘 1-32-10 

松が丘シニアプラザ内 

中野 4,5 丁目（一部） 新井 2丁目～5丁目、 

松が丘全域、新井 1丁目（一部）、江原町全域、 

江古田 1丁目（一部）、野方 2丁目、野方 1丁目（一部）、

地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉等の向上、生活の安定のため

に必要な援助、支援等を包括に行う中核機関である地域包括支援センター＊にお

いて、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包

括的・継続的ケアマネジメント事業を実施します。
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大和町 1,2 丁目（一部） 

江古田 江古田 4-31-10 

北部すこやか福祉センター内 

沼袋全域、江古田 2丁目～4丁目、江古田 1丁目（一部）、

丸山 1丁目、丸山 2丁目（一部）、野方 3,4 丁目、 

野方 5,6 丁目（一部）、若宮 1丁目（一部） 

鷺 宮 若 宮 3-58-10 

鷺宮高齢者福祉センター内 

野方 1，5 丁目（一部）、大和町 3,4 丁目、大和町 1,2 丁

目（一部）、若宮 2,3 丁目、若宮 1 丁目（一部）、白鷺１

丁目 

上鷺宮 上鷺宮 3-17-4 

かみさぎホーム内 

丸山 2丁目（一部）、野方 6丁目（一部）、白鷺 2,3 丁目、

鷺宮全域、上鷺宮全域 
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（３）任意事業 
① 高齢者困難事例等専門相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

② 給付確認 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

③ 住宅改修理由書作成 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

  ２１年度 ２２年度 

実績 成年後見申立件数（件） １７ １９

  ２１年度 ２２年度 

実績 給付確認通知発送件数（件） １２,７９９ １３,３１３

  ２１年度 ２２年度 

実績 住宅改修理由書作成助成（件） １６１ １００

虐待や認知症高齢者の中で、支援困難なケースについて、弁護士や精神科医

などの助言者等を含めた専門ケース会議を行います。また、成年後見の手続き

が必要とされるケースで申立人がいない場合には、区長が家族裁判所に対し

て、後見人等審判請求を行います。この場合、本人が低所得者のために必要な

経費を支払うことが出来ない場合には、審判費用や診断書料、また、家庭裁判

所の審判内容に従い、当該報酬の一部を補助します。 

介護サービス利用者に対して、年２回利用したサービス内容及び自己負担額

を記載した通知を発送し、サービスの利用状況について改めて確認していただ

きます。 

要介護等認定者が住宅改修を行う場合に必要となる、ケアマネジャー等が作

成する理由書を、介護サービスを利用していないなどの理由で福祉住環境コー

ディネーター等が作成した場合は、理由書の作成代金を助成します。 
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④ 家族介護教室・認知症サポーター養成 

 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

⑤ 徘徊高齢者探索サービス 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

⑥ 紙おむつサービス 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

  ２１年度 ２２年度 

実績 
家族介護教室実施回数（回） ２４ ２４

認知症サポーター養成講座実施回数（回） １１ ４５

  ２１年度 ２２年度 

実績 徘徊高齢者探索サービス利用者延人数（人） ２８３ ２７７

  ２１年度 ２２年度 

実績 紙おむつサービス月平均利用者数（人） １,２６０ １,３９４

在宅の介護が必要な高齢者を抱える家族を対象に、介護技術の向上と、介護

者同士の交流・情報交換等を目的とした家族介護教室を実施します。 
また、区民の認知症への理解を深めるため、認知症支援リーダー養成講座や

サポーター養成講座を行います。

ＧＰＳネットワーク網を活用し、高齢者がいなくなったとき、介護者の依頼

により 24 時間対応の位置情報センターが現在位置を探索し、介護者に電話等で

現在位置をお知らせします（自己負担あり）。 

介護度１から５の高齢者で、在宅介護を必要とし、常時失禁状態にある 65 歳

以上の方に紙おむつをお届けします（所得制限あり）。 
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⑦ 緊急一時宿泊事業 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

⑧ 介護サービス事業者育成支援 

 

 

 

 

【第４期実績】 

（４）介護予防・日常生活支援総合事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通所入浴事業サービス見込量】（年間利用人数） 

  ２１年度 ２２年度 

実績 高齢者緊急一時宿泊事業延利用者数（人） ３７ ２９

  ２１年度 ２２年度 

実績 介護サービス事業者等研修会実施回数（回） １５ １４

  ２４年度 ２５年度 ２６年度

計画 通所入浴事業利用者数（人） ２,９５２ ４,３２９ ４,７６１

虐待などの家庭内の事情や災害、本人の生活能力の低下により在宅介護が困

難な高齢者、介護者の急病等により他の援護・介護を受けることができない高

齢者を緊急に区内の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の借り上げたベ

ッドや空床を活用して、一時的に宿泊サービスを実施します（自己負担あり）。

介護サービスの質を向上させるため、介護サービス事業に従事する職員及び

経営者・管理者に対して、研修を行います。 

介護保険法の改正により、２次予防事業対象者や要支援者に対して、介護予

防や日常生活に必要な支援サービスを総合的に提供する事業を新たに導入しま

す。この事業により「要支援」と「非該当」を行き来するような高齢者に対し

ても介護予防ケアマネジメントに基づき介護予防や生活支援のサービスを切れ

間なく提供します。 
また、入浴機会の確保が困難な高齢者へは、公衆浴場等を活用した通所型の

入浴事業を創設します。 
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５ 特別給付事業の見込み 

保険給付の対象外のサービスを、市区町村独自の保険給付として実施するもので、

中野区民のみが利用できるサービスです。 
 

（１）短期入所（ショートステイ）送迎 
 
 
 
 
 
《サービス見込量》                        （単位：件） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

送迎費用支給件数 ７０ ７０ ７０

 

【見込み方】 

 ショートステイでの送迎については、事業所による利用者の送迎が増えてきたため、

利用件数が減少してきましたので、こうした傾向を踏まえて推計しました。 
 
【第４期実績】                          （単位：件） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 
 

（２）寝具乾燥サービス 
 
 
 
 
 

《サービス見込量》                        （単位：件） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

寝具乾燥サービス利用延件数 ２６ ２６ ２６

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実績 送迎費用支給件数 １７９ ７９ ７０

短期入所（ショートステイ）サービスを利用する際に、タクシー又は寝台付

自動車での送迎費用の一部を特別給付として支給します。 

要介護度４・５の在宅で寝たきり及び常時失禁状態の方を対象として、自宅

に訪問し、寝具乾燥を実施します（自己負担あり）。 
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【見込み方】 

 寝具乾燥サービスは、ベッドを使用する高齢者等も増えていることなどから利用件

数が減少してきましたので、こうした傾向を踏まえて推計しました。 
 
【第４期実績】 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 
 

（３）訪問理美容サービス 
 
 
 
 
 
《サービス見込量》                        （単位：件） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問理美容サービス利用延件数 １６５ １６５ １６５

 

【見込み方】 

 訪問理美容サービスは、利用実績がほぼ横ばいで推移してきましたので、第４期の

実績を踏まえ推計しました。 
 
【第４期実績】                          （単位：件） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実績 寝具乾燥サービス利用延件数（件） ３０ ４２ ２６

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実績 訪問理美容サービス利用延件数 １３６ １３９ １６５

要介護度４・５の在宅で寝たきりまたは認知症により理美容店での調髪が困

難な方を対象として、自宅で理美容サービスを実施します（自己負担あり）。 
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第３節 介護保険事業費の見込み及び保険料 

１ 介護保険給付費等の見込み 

第４期（平成 21 年度～平成 23 年度）の法定給付費用の実績、及び第５期（平成

24 年度～26 年度）の見込みは下表のとおりです。 

 
【平成 21 年度～23 年度の法定給付費用の実績】          （単位：千円） 

区   分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 合  計 

介 護 給 付 費 15,146,559 15,903,503 16,664,431 47,714,493

地域支援事業費 348,480 351,856 360,407 1,060,743

その他経費 26,588 28,091 29,453 84,132

合   計 15,521,627 16,283,450 17,054,291 48,859,368

 ※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 

【平成 24 年度～26 年度の法定給付費用の見込み】         （単位：千円） 

注）介護給付費は、利用者負担額を除いた額で、特定入所者生活介護サービス費、高

額介護サービス費を含みます。 

注）地域支援事業の経費は、介護給付費の３％以内とされています。 

注）その他経費は、審査支払い手数料です。 

 

また、中野区独自で実施する特別給付事業等に要する費用の第４期の実績、及び

第５期の見込みは、下表のとおりです。 

 

【平成 21 年度～23 年度の特別給付費等の実績】          （単位：千円） 

区   分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 合  計 

特別給付事業 1,220 1,132 1,003 3,355

保険料減額分 522 441 314 1,277

合   計 1,742 1,573 1,317 4,632

 ※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 

【平成 24 年度～26 年度の特別給付費等の見込み】         （単位：千円） 

区   分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合  計 

特別給付事業 889 787 698 2,374

保険料減額分 450 450 450 1,350

合   計 1,339 1,237 1,148 3,724

 

区   分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合  計 

介 護 給 付 費 18,536,206 20,030,596 21,325,321 59,892,123

地域支援事業費 386,516 429,843 472,828 1,289,187

その他経費 24,704 25,901 27,156 77,761

合   計 18,947,426 20,486,340 21,825,305 61,259,071
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２ 介護保険財政 

介護給付費用等の財源構成は、下表のようになります。 
 

【介護給付費・介護予防事業等の財源構成】            （単位：％） 

区  分 

法定給付費 地域支援事業 

特別給付

等 施設 

給付費 

その他 

給付費 

総合 

事業 

総合事業 

以外 

公
費 

国庫負担金 15.0 20.0 25.0 39.5  － 

（国）調整交付金 5.0 5.0 － － － 

都負担金 17.5 12.5 12.5 19.75 － 

区負担金 12.5 12.5 12.5 19.75 － 

保
険
料

第１号保険料負担 21.0 21.0 21.0 21.0  100.0

第２号保険料負担 29.0 29.0 29.0 － － 

合  計 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0

注） 
○調整交付金：第１号被保険者の所得状況及び 75 歳以上の後期高齢者割合につい

て、区の見込みと全国平均との格差を調整するために交付されます。

これらの割合が全国平均と同等であれば、交付割合は５％となりま

す。 
○その他給付等：介護給付費等（介護給付費＋審査支払手数料）から施設給付費を除

いたもの 
○特別給付等：特別給付、保険料減額分 
 

なお、第４期計画期間中においては、第２号保険料負担は法定給付費・地域支援事

業とも各 30％でした（その結果、第１号保険料負担は各 20％）。また、地域支援事業

については、これまで「介護予防事業」「包括的支援・任意事業」という区分で負担

割合を決めていましたが、区は本計画において介護予防・日常生活支援総合事業を行

うこととしたため、上記のように「総合事業」「総合事業以外」という区分になりま

した。 
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３ 保険料基準額の設定方法 

（１）段階別介護保険料設定について（１４段階の実施と料率の見直し） 
第４期事業計画運営期間の保険料設定にあたっては、第３期の８段階の段階別保

険料を 12 段階に細分化し、所得の低い方の料率を抑えるとともに、一定以上の所

得のある方については料率を高く設定し、負担をお願いしてきました。 

第５期介護保険事業計画においては、以下のような要因により第４期保険料基準

額と比べて３割弱の上昇となります。 

１）高齢化の進展や基盤整備、新しいサービスの創設等の影響 

２）介護職員処遇改善交付金の介護報酬化や地域区分の見直しの影響 

３）第１号被保険者負担率の上昇（20％→21％） 

そのため、第５期介護保険料の算定にあたっては、これらの影響を反映したうえ

で、次のような点に配慮しました。 

１）第４期保険料からの大幅な上昇をなるべく避ける 

２）所得の低い方の保険料負担を抑える 

３）所得金額が高く幅が広い段階について、見直しを行う 

この結果、下記３点を基本に次表のような段階及び料率を設定しました。 

１）これまでの多段階設定の考え方、及び特例第４段階を継続する 

２）第３段階についても特例段階を設け、そのうち所得の低い段階の方の料率

を下げる 

３）最高所得段階についてさらに細分化し、最も高い所得段階の方の料率を引

き上げる 

（２）介護給付費準備基金の活用 
介護保険料の収入が給付費に充当すべき保険料相当分を上回っている場合、その

差額は介護給付費準備基金に積み立て、次期以降の保険料負担の軽減等に活用され

ることとなっています。 

中野区では、第５期介護保険料設定にあたり、介護報酬改定等による影響及び昨

今の経済情勢を勘案し、準備基金の一部を取り崩すこととし、保険料の上昇を抑え

ます。 

なお、介護給付費準備基金の取り崩し後の残金は、大規模災害やその他の不測の

事態に備え、留保します。 

（３）財政安定化基金交付金の活用 
介護保険法の改正により、都道府県に設置されている財政安定化基金のうち、東

京都が定める取崩額の１／３に相当する額が各区市町村に交付されることになり

ました。そのうち中野区に交付される額を活用して保険料の上昇を抑えます。 
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【第５期事業計画期間中の介護保険料所得段階】 

区       分 料率 

第１段階 本人が生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、または 

本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が特別区民税非課税。 

０.５０

第２段階 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80 万円以下。 

０.５５

特  例 

第３段階 
世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下。 

０.６５

第３段階 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 120 万円を超えている。 

０.７０

特  例 

第４段階 

本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が 80 万円以下。 

０.８５

第４段階 本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超えている。 

０.９５

第５段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125 万円未満。 １.０１

第６段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125 万円以上 

150 万円未満。 

１.１０

第７段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 150 万円以上 

200 万円未満。 

１.２０

第８段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上 

350 万円未満。 

１.４０

第９段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 350 万円以上 

500 万円未満。 

１.５５

第 10 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 500 万円以上 

700 万円未満。 

１.８５

第 11 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 700 万円以上 

1,000 万円未満。 

２.１５

第 12 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,000 万円以上 

1,500 万円未満。 

２.３５

第 13 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,500 万円以上 

2,000 万円未満。 

２.７０

第 14 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 2,000 万円以上。 

 

３.００
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４ 保険料基準額 

平成 24 年度～平成 26 年度の第５期事業計画期間の保険料基準額は、次のとおりと

します。 

保険料基準額（年額） ６３,１９０円  （月額） ５,２６０円 

 

【第５期介護保険料】                   （単位：円） 

 

 

 

 

 

※保険料基準額（年額）を１２で割り、１０円未満切捨て 

５ 第５期事業計画期間中の介護保険料 

① 段階別介護保険料 

第５期事業計画期間中の保険料基準額に新しい料率を乗じた、平成 24 年度～

平成 26 年度の所得段階別保険料額は、下表のとおりです。 

 

【所得段階別保険料額】               （単位：円） 

区 分 料 率 保険料年額 保険料月額 

第 １ 段 階 ０.５０ ３１,５００ ２,６２５ 

第 ２ 段 階 ０.５５ ３４,７００ ２,８９１ 

特 例 第 ３ 段 階 ０.６５ ４１,０００ ３,４１６ 

第 ３ 段 階 ０.７０ ４４,２００ ３,６８３ 

特 例 第 ４ 段 階 ０.８５ ５３,７００ ４,４７５ 

第 ４ 段 階 ０.９５ ６０,０００ ５,０００ 

第 ５ 段 階 １.０１ ６３,８００ ５,３１６ 

第 ６ 段 階 １.１０ ６９,５００ ５,７９１ 

第 ７ 段 階 １.２０ ７５,８００ ６,３１６ 

第 ８ 段 階 １.４０ ８８,４００ ７,３６６ 

第 ９ 段 階 １.５５ ９７,９００ ８,１５８ 

第 1 0 段 階 １.８５ １１６,９００ ９,７４１ 

第 1 1 段 階 ２.１５ １３５,８００ １１,３１６ 

第 1 2 段 階 ２.３５ １４８,４００ １２,３６６ 

第 1 3 段 階 ２.７０ １７０,６００ １４,２１６ 

第 1 4 段 階 ３.００ １８９,５００ １５,７９１ 

注）保険料額は、次の式で計算され、この額が各段階の被保険者に賦課されます。 

保険料年額＝保険料基準額×料率（100 円未満切捨て） 

注）保険料月額は、次の算式で計算される参考数値です。 

保険料月額＝保険料年額÷12 月 

 
１４段階設定後

介護給付費 

準備基金投入後 

財政安定化基金

投入後 

保険料基準額 

（月  額） 
５,５５５円 ５,３３８円 ５,２６０円 
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第４期介護保険料額と第５期介護保険料額の比較は、下表のとおりです。 

 

【保険料額の比較】 

（第４期）               （第５期） 

 

② 低所得者に対する保険料の減額措置の継続 

生活に困窮し、保険料の納付が困難な方（第１段階から第３段階の方で、世帯

収入や資産などについて一定の要件に該当する方）に対して行ってきた個別減額

制度については、第５期事業計画期間においても、引き続き実施することとしま

す。 

 

 

保険料段階 料率 年額 月額 

第１段階 0.50 31,500 2,625

第２段階 0.55 34,700 2,891

特  例

第３段階

120 万 

以下 
0.65 41,000 3,416

第３段階
120 万を

超える 
0.70 44,200 3,683

特  例
第４段階

80 万 

以下 
0.85 53,700 4,475

第４段階
80 万を

超える 
0.95 60,000 5,000

第５段階
125 万 

未満 
1.01 63,800 5,316

第６段階
150 万 

未満 
1.10 69,500 5,791

第７段階
200 万 

未満 
1.20 75,800 6,316

第８段階
350 万 

未満 
1.40 88,400 7,366

第９段階
500 万 

未満 
1.55 97,900 8,158

第 10 段階
700 万 

未満 
1.85 116,900 9,741

第 11段階
1,000 万

未満 
2.15 135,800 11,316

第 12段階
1,500 万

未満 
2.35 148,400 12,366

第 13 段階
2,000 万

未満 
2.70 170,600 14,216

第 14 段階
2,000 万

以上 
3.00 189,500 15,791

保険料段階 料率 年額 月額 

第１段階 0.50 24,400 2,033

第２段階 0.55 26,800 2,233

第３段階 0.70 34,200 2,850

特  例 
第４段階 

80 万 

以下 
0.85 41,500 3,458

第４段階 
80 万を 

超える 
0.95 46,400 3,866

第５段階 
125 万 

未満 
1.01 49,300 4,108

第６段階 
150 万 

未満 
1.10 53,700 4,475

第７段階 
200 万 

未満 
1.20 58,600 4,883

第８段階 
350 万 

未満 
1.40 68,400 5,700

第９段階 
500 万 

未満 
1.55 75,700 6,308

第 10段階 
700 万 

未満 
1.85 90,400 7,533

第 11段階 
1,000 万 

未満 
2.15 105,100 8,758

第 12段階 
1,000 万 

以上 
2.35 114,900 9,575


