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第３章 介護保険事業の円滑な運営のために 

 

介護保険事業の円滑な運営を図るため、次のとおり介護保険事業を推進していきます。 

 

 

 

 

介護保険制度の趣旨や仕組み、サービス利用の手続き、介護保険料等について、広報・市ホーム

ページ等への掲載のほか、「サービス利用の手引」冊子の作成など、様々な機会と手段を通して、広

く市民に周知を行い、市民が理解を深めることのできるよう努めます。 

また、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営み、安心して住み続けるために、介護保

険サービスや配食・見守りなどの介護予防・生活支援サービス等を適切に利用することができるよ

う、積極的に情報発信に努めます。 

 

 

 

 

 

地域密着型サービスを含め、必要なサービス量の安定的な確保・供給に努めるとともに、提供さ

れるサービスの質の向上を図ります。 

 

 

 

 

高齢者の介護予防及び重度化防止を図るため、多様な主体による介護予防・生活支援サービス等

のサービス提供体制の確立など、地域で生活する高齢者を包括的・継続的に支援するための体制を

確保します。 

 

 

 

 

公平・公正な要支援・要介護認定業務を推進するため、さらなる認定調査員の体制強化や資質向

上を図るとともに、介護認定審査会委員に対する研修、情報交換等の充実に努めます。 

 

 

 

 

市が事業者指定・指導監督の権限を持つ地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防・日常生

活支援総合事業における第１号事業のサービスについては、保険者として事業者に対し適切な指導

を行います。 

１ 介護保険制度への理解と啓発の促進 

２ 介護保険サービスの量的確保 

３ 地域支援事業の確保 

４ 適正な介護認定の推進 

５ 保険者機能の強化 
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介護給付の適正化は、利用者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、介護給付費や介

護保険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資することを目的とし

ています。 

利用者に対する適切な介護サービスの確保と、その結果としての費用の効率化、さらには不適切

な給付の是正を通じて、介護保険制度の信頼を高めていくとともに、必要な給付の適切な提供を継

続していくための適正化事業を次のとおり実施します。 

 

①要介護認定の適正化 

  【事業概要】 

認定調査結果は、要介護認定における重要な資料として、介護保険認定審査会に提出される

ことから、全ての認定調査の事後点検を実施しています。 

   ○実施状況 

【実績】 

H26 年度 
新規認定件数 621件 更新認定件数 1,909件 変更認定件数 208件 

事後点検件数 2,738 件 100％（全数） 

H27 年度 
新規認定件数 582件 更新認定件数 1,991件 変更認定件数 202件 

事後点検件数 2,775 件 100％（全数） 

H28 年度 
新規認定件数 599件 更新認定件数 2,019件 変更認定件数 186件 

事後点検件数 2,804 件 100％（全数） 

H29 年度 
新規認定件数 598件 更新認定件数 1,996件 変更認定件数 210件 

事後点検件数 2,804 件 100％（全数） 

【目標】 

目標値の内容 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

認定調査・点検実施率 100％ 100％ 100％ 

 

【計 画】 

 高齢者の増加に伴う介護認定申請者数の増加により、介護認定審査数も増加していくことが

見込まれます。このような状況の中で、要介護認定調査の平準化を図るため、引き続き認定調

査票の全件点検の実施、認定調査員の資質向上に努めます。 

 

②ケアプランの点検 

【事業概要】 

  介護支援専門員が作成するケアプランがマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資

する適切なケアプランになっているかを検証・確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を

促すとともにケアマネジメントの質の向上を図ることを目的に実施しています。 

 

 

６ 介護給付の適正化 
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   ○実施状況 

【実績】 

 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

点検及び面談 0 件 10 件 4 件 8 件 

【目標】 

目標値の内容 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

点検及び面談 10 件 10 件 10 件 

 

  【計 画】 

継続的にケアプランの質の向上を図るために、国が作成したケアプラン点検支援マニュアル

等を活用し、介護支援専門員と連携を図りながら、ケアプランの点検及び支援を実施します。 

 

③住宅改修・福祉用具購入の点検 

 【事業概要】 

 住宅改修については、施工前後の写真等による書面審査のほか、必要に応じて訪問調査によ

る確認を行っています。 

福祉用具購入については、支給申請時において介護支援専門員等が作成する理由書を審査の

上、必要に応じた聞き取り確認・指導などを行っています。 

 

○実施状況 

【実績】 

H26 年度 

住宅改修 全件数 187件、書面による事前点検 187 件、事後点検 187件 

             訪問による事前点検   0 件、事後点検   0 件 

福祉用具 全件数 187件、理由書確認件数   187 件 

H27 年度 

住宅改修 全件数 230件、書面による事前点検 230 件、事後点検 230件 

             訪問による事前点検   0 件、事後点検   0件 

福祉用具 全件数 185件、理由書確認件数   185 件 

H28 年度 

住宅改修 全件数 188件、書面による事前点検 184 件、事後点検 180件 

             訪問による事前点検   4 件、事後点検   8件 

福祉用具 全件数 134件、理由書確認件数   134 件 

H29 年度 

住宅改修 全件数 172件、書面による事前点検 160 件、事後点検 160件 

             訪問による事前点検  12 件、事後点検  12件 

福祉用具 全件数 130件、理由書確認件数   130 件 

    【目標】 

目標値の内容 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

住宅改修点検 100％ 100％ 100％ 

福祉用具購入点検 100％ 100％ 100％ 
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  【計 画】 

    住宅改修については、施工前後の写真等による提出書類の点検を全件実施します。また、必

要に応じて、施工業者ごとの実地点検や作業療法士による訪問調査を実施します。 

 福祉用具購入については、介護支援専門員等が作成する理由書の点検を全件実施します。ま

た、必要に応じた聞き取り確認・指導などを行います。 

 

④介護給付費通知【新規】 

  【事業概要】 

介護保険給付を受けた高齢者に対して、介護報酬額、介護保険給付額、自己負担額などにつ

いて通知することにより、適切なサービス利用の啓発を行うとともに適正な請求や給付につな

げます。 

  

○実施状況 

【目標】 

目標値の内容 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

給付費通知発送回数 １回 １回 １回 

 

  【計 画】 

    利用したサービスの内容とその費用を利用者自身が確認することにより、給付の適正化を図

るため、利用者への通知を行います。 

 

⑤縦覧点検・医療情報突合 

【事業概要】 

  縦覧点検については、国保連合会のデータを活用して複数月にまたがる請求明細書の内容を

確認することにより、提供されたサービスの整合性の点検を行い、不適正な請求と認められた

場合は、介護報酬の返還を求めています。 

    医療情報突合については、医療保険における入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、重

複請求の有無の確認を行っています。 

 

   ○実施状況 

    【実績】 

 縦覧点検による返還金 医療情報突合による返還金 

H26 年度 22,300 円 55,305 円 

H27 年度 71,325 円 6,300 円 

H28 年度 63,161 円 0 円 

H29 年度 未定 未定 

 

【計 画】 

縦覧点検及び医療情報突合について、引き続き国保連合会への委託による効率的かつ正確性

の高いチェックを実施します。 
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経済的な理由から必要な介護サービスが利用できないことがないよう、介護保険料や利用者負

担について配慮するよう努めます。 

   ・介護給付費準備基金の取崩しにより、全所得段階の第 1号被保険者に係る介護保険料の上昇

を抑制します。 

   ・平成 27 年度から所得段階が第１段階の第 1 号被保険者に実施している公費投入による介護保

険料基準額に対する負担割合100分の5の軽減の継続に加え、滝川市独自の軽減措置として、

介護給付費準備基金の取崩しにより、さらに 100 分の 5の割合の軽減を実施します（消費税

率の引上げに併せた公費投入による負担軽減の拡大の実施に応じて当該軽減の見直しを行う予

定）。 

   ・介護保険料の減免については、「滝川市介護保険料の減免の取扱いに関する要綱」に基づき適

正に執り行います。 

   ・社会福祉法人による利用者負担額の軽減制度については継続して実施します。 

７ 低所得者の負担軽減対策の実施 




