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第４節 介護保険の円滑な運営 

１ 介護保険制度の仕組み 

（１）保険者（運営主体） 

 資格管理、保険給付、保険料の賦課、徴収、保険財政の運営等介護保険事業を行う主体

は、市区町村です。 

 

（２）被保険者 

 40 歳以上のすべての人が被保険者です。 

 

区 分 
第 1 号被保険者 

（65 歳以上の人） 

第 2 号被保険者 

（40 歳～64 歳の医療保険加入者） 

保険給付の要件 

・寝たきり、認知症などで介護が必要

な場合（要介護者） 

・家事や身支度など日常生活に支援が

必要となった場合（要支援者） 

・初老期の認知症、脳血管障害など老

化が原因とされている病気（特定疾

病※1）が原因で介護や支援が必要

となった場合 

保険料の設定 

・前年の所得の状況等に応じて 10 段

階に設定（次頁参照） 

・市町村ごとに、各市町村の総給付費

（総サービス量）等により保険料額

が決定 

・加入している医療保険の算定方式に

より設定 

・給料などの額に応じて保険料額が決

定（被扶養者分も含む） 

保険料の支払方法 

・年間 18 万円以上の年金を受給され

ている方→年金から天引き 

・上記以外の方→納付書又は口座振替

で納付 

・加入している医療保険料が上乗せさ

れた額が給料から差し引かれる。

（保険料の半分は、事業主又は国が

負担） 

※1 ①がん末期 ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗しょう症 ⑥初老期に 

おける認知症 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭 

窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉 

塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
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《第１号被保険者の保険料》 

被保険者の収入等やその世帯の住民税課税状況に応じて 10 段階に分かれます。 

月額基準額は 5,000 円です。 

 

区 分 所得の状況等 保険料年額 算定方法 参考（第 7 期） 

第 1 段階 

※1 

・生活保護受給者 

・世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額（※2）と課税年金収

入額の合計が 80 万円以下 

30,000 円 

（18,000 円） 

基準額×0.50 

（×0.30） 

基準額×0.50 

（×0.30） 

第 2 段階 

・世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と課税年金収入額の合

計が 80 万円超 120 万円以下 

45,000 円 

（30,000 円） 

基準額×0.75 

（×0.50） 

基準額×0.75 

（×0.50） 

第 3 段階 

・世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と課税年金収入額の合

計が 120 万円超 

45,000 円 

（42,000 円） 

基準額×0.75 

（×0.70） 

基準額×0.75 

（×0.70） 

第 4 段階 

・世帯に住民税課税者がいるが、本人

は住民税非課税で、前年の合計所得

金額と課税年金収入額の合計が 80

万円以下 

54,000 円 基準額×0.90 基準額×0.90 

第 5 段階 

・世帯に住民税課税者がいるが、本人

は住民税非課税で、前年の合計所得

金額と課税年金収入額の合計が 80

万円超 

60,000 円 基準額×1.00 基準額×1.00 

第 6 段階 

・本人が住民税課税で前年の合計所得

金額が 80 万円以上 120 万円未満 72,000 円 基準額×1.20 基準額×1.20 

第 7 段階 
・本人が住民税課税で前年の合計所得

金額が 120 万円以上 210 万円未満 
78,000 円 基準額×1.30 基準額×1.30 

第 8 段階 
・本人が住民税課税で前年の合計所得

金額が 210 万円以上 320 万円未満 
90,000 円 基準額×1.50 基準額×1.50 

第 9 段階 
・本人が住民税課税で前年の合計所得

金額が 320 万円以上 400 万円未満 
102,000 円 基準額×1.70 基準額×1.70 

第 10 段階 
・本人が住民税課税で前年の合計所得

金額が 400 万円以上 108,000 円 基準額×1.80 基準額×1.75 

※1 低所得者の負担軽減措置として公費投入を予定しています。（ ）内が軽減措置後の額となります。 

※2 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。 

（注）保険料の基準額は、原則として平成 30 年度から 3 年間一定ですが、被保険者一人ひとりの保険料額は、前年の所

得状況によるため、毎年変わる可能性があります。 
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（３）介護サービスの内容 

 介護保険では、従来の老人福祉制度に基づく福祉サービスや、医療分野における介護サ

ービスが、介護保険事業者として指定を受けた事業者等から提供されます。 

 

① 予防給付 

予防給付は、介護予防を目的に要支援１及び２の認定を受けた人に対して提供するサ

ービスです。 

 
【介護予防サービス】 

サービス名 サービスの内容 

介護予防通所 

リハビリテーション（デイケア） 

・老人保健施設、病院などのデイケアセンターの日帰り利用 

共通な機能                            

①介護予防サービスを受ける中で、必然的に提供される日常生活上    

の支援 

②生活行為について、利用者が本来持っている能力を引き出し、在

宅生活で実際にその能力が活かせるよう、身体的・精神的な支援

を行う。 

選択的な機能 

運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、リハビリテーシ

ョン（必ず実施） 

介護予防短期入所生活介護

（福祉施設のショートステイ） 

・特別養護老人ホームへの短期間（１～２週間）の入所 

  食事、入浴、排泄等の介助、生活動作訓練など 

介護予防短期入所療養介護

（医療施設のショートステイ） 

・介護老人保健施設や介護療養型医療施設への短期間（１～２週間）

の入所 

食事、入浴、排泄などの介助、医師の診療下での機能回復訓練 

など 

介護予防訪問看護 

・看護師による居宅での医療的処置 

血圧、脈拍等の病状の観察、床ずれの予防や処置、在宅医療機器

などの管理や医療処置など 

介護予防訪問入浴介護 

・簡易浴槽を用いた居宅での入浴介助 

居宅に浴室がない、感染症などの理由により、施設における浴室

の利用が困難な者が利用 

介護予防訪問 

リハビリテーション 

・理学療法士や作業療法士などによる居宅での機能回復訓練 

居宅でできる生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、短期集

中的に行う 

介護予防居宅療養管理指導 
・医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問して行う療養上の管理や指

導 

介護予防特定施設入居者 

生活介護 

・有料老人ホームや軽費老人ホームの入居者が入居施設で受ける食

事、入浴、排泄等の介助や日常生活上の世話、機能訓練など 

介護予防福祉用具貸与 ・歩行器、歩行補助つえ等の貸与（一部制限あり） 
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サービス名 サービスの内容 

住宅改修費の支給 

・手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止、引き戸等への扉の取

り替え、洋式トイレへの取替え等、比較的総規模な住宅改修費の支

給 

特定介護予防福祉用具購入 

・腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつ

り具など、排泄や入浴に必要な用具で貸与になじまない用具の購入

費の支給 

介護予防支援 ・介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成 

 

【地域密着型介護予防サービス】 

サービス名 サービスの内容 

介護予防認知症対応型 

通所介護 

・介護の必要な認知症高齢者のデイサービスセンターの日帰り利用 

介護予防を目的として受ける入浴、排泄、食事などの日常生活上

の支援及び機能訓練 

介護予防小規模多機能型居宅

介護 

・「通い」を中心として、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサ

ービス 

介護予防を目的として受ける入浴、排泄、食事などの日常生活上

の支援及び機能訓練 

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 

（グループホーム） 

・介護の必要な認知症高齢者の共同生活介護 

介護予防を目的として受ける入浴、排泄、食事などの日常生活上

の支援及び機能訓練 

 

② 介護予防・日常生活支援総合事業 

 平成 29 年４月から要支援認定者向けの介護予防サービスのうち、「介護予防訪問介護

（ホームヘルプサービス）」及び「介護予防通所介護（デイサービス）」が、総合事業へ

移行しました。また、要支援認定を受けていない人でも、面談により本人の状態を把握

するための「基本チェックリスト（問診票）」の判定により、サービス事業を利用できる

場合があります。 

 
【介護予防・生活支援サービス事業】 

事業対象者：要支援認定を受けた者及び基本チェックリスト該当者 

事業区分名 事業の内容 

訪問型サービス ・事業対象者に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供 

通所型サービス 
・事業対象者に対し、機能訓練や集いの場の提供など日常生活上の支

援を提供 

その他の生活支援サービス 
・事業対象者に対し、栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢

者等への見守りを提供 

介護予防マネジメント 
・事業対象者に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できる

ようケアマネジメントを行う 
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【一般介護予防事業】 

事業対象者：第 1 号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者 

事業区分名 事業の内容 

介護予防把握事業 
・収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要と

する者を把握し、介護予防活動へつなげる 

介護予防普及啓発事業 ・介護予防活動の普及・啓発を行う 

地域介護予防活動支援事業 ・住民主体の介護予防の育成・支援を行う 

一般介護予防事業評価事業 
・介護保険事業計画に定める目標値の達成状況を検証し、一般介護予

防事業の評価を行う 

地域リハビリテーション活動 

支援事業 

・介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会

議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実

施 

 

③ 介護サービス 

  介護サービスは、要介護１～５の認定を受けた人に対して提供するサービスです。 

 
【居宅サービス】 

サービス名 サービスの内容 

訪問介護（ホームヘルプ 

サービス） 

・ホームヘルパーによる日常生活の支援 

身体の介助 食事、入浴、排泄の介助、衣服の着脱や体位変換、洗

髪、爪切り、身体の清拭、通院の付き添いなど 

家事の援助 炊事、掃除、洗濯、買い物など 

通院等の乗降介助 通院等のための乗車・降車介助、屋内外での移

動介助、通院先での移動介助、通院先での受診

手続き・移動介助など 

通所介護（デイサービス） 
・デイサービスセンターの日帰り利用 

食事、入浴、日常動作訓練、レクリエーションなど 

通所リハビリテーション 

（デイケア） 

・老人保健施設、病院などのデイケアセンターの日帰り利用 

食事、入浴、医師の指示に基づく機能回復訓練、レクリエーショ

ンなど 

短期入所生活介護 

（福祉施設のショートステイ） 

・特別養護老人ホームへの短期間（１～２週間）の入所 

食事、入浴、排泄等の介助、生活動作訓練など 

短期入所療養介護 

（医療施設のショートステイ） 

・介護老人保健施設や介護療養型医療施設への短期間（１～２週間）

の入所 

食事、入浴、排泄等の介助、医師の診療下での機能回復訓練など 

訪問看護 

・看護師による居宅での医療的処置 

血圧、脈拍等の病状の観察、床ずれの予防や処置、在宅医療機器

などの管理や医療処置など 

訪問入浴介護 ・簡易浴槽を用いた居宅での入浴介助 
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サービス名 サービスの内容 

訪問リハビリテーション ・理学療法士や作業療法士などによる居宅での機能回復訓練 

居宅療養管理指導 
・医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問して行う療養上の管理や指  

導 

特定施設入居者生活介護 
・有料老人ホームや軽費老人ホームの入所者が入所施設で受ける食

事、入浴、排泄等の介助や日常生活上の世話、機能訓練など 

福祉用具貸与 
・特殊寝台、車椅子、歩行器、移動用、移動用リフトなどの貸与（一

部制限あり） 

住宅改修費の支給 

・手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止、引き戸等への扉の取

り替え、洋式トイレへの取替え等、比較的小規模な住宅改修費の支

給 

特定福祉用具購入 

・腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつ

り具など、排泄や入浴に必要な用具で貸与になじまない用具の購入

費の支給 

居宅介護支援 ・介護サービス計画（ケアプラン）の作成 

 
【地域密着型介護サービス】 

サービス名 サービスの内容 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

・定期巡回と通報による随時対応を組み合わせて一体的または、連携

して利用 

夜間対応型訪問介護 ・定期巡回と通報による随時対応を組み合わせて利用 

認知症対応型通所介護 
・介護の必要な認知症高齢者のデイサービスセンターの日帰り利用 

食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援及び機能訓練など 

小規模多機能型居宅介護 

・「通い」を中心として、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサ

ービス 

食事、入浴、排泄などの日常生活の支援、機能訓練など 

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム） 

・介護の必要な認知症高齢者の共同生活介護 

食事、入浴、排泄などの日常生活の支援、機能訓練など 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 

・定員 29 人以下の有料老人ホームや軽費老人ホームの入居者が入居施

設で受ける食事、入浴、排泄などの介助や日常生活上の世話や機能

訓練など 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

・定員 29 人以下の介護老人福祉施設に入所（常時介護が必要で在宅生

活困難な者） 

食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理など 

看護小規模多機能型居宅介護 ・小規模多機能型居宅介護に訪問看護が加わったサービス 

地域密着型通所介護 ・定員 18 人以下のデイケアセンターの日帰り利用 
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【施設サービス】 

種  別 サービスの内容 

介護老人福祉施設 

（※1 特別養護老人ホーム） 

・介護老人福祉施設に入所（常時介護が必要で在宅生活困難な者） 

食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理など 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

・介護老人保健施設に入所（比較的短期間の入所） 

医学的管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活上の介助など 

介護医療院 
・介護医療院に入所（長期にわたる療養） 

長期療養のための医療、医学的管理のもとでの介護など 

※2 介護療養型医療施設 

（病院の介護療養型病床） 

・介護療養型施設に入院（長期間にわたる療養） 

療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練など 

※1 新規入所は、原則として要介護３以上の人のみの利用。 

※2 令和５年度末（2024 年３月）までに廃止、介護医療院へ転換予定。  
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《認定区分と介護サービス費》 

 おもな在宅サービスは、要介護区分に応じて上限額（支給限度額）が決められていま

す。上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者の負担となります。 

 

区 分 状態区分（平均的な状態像） 
サービス 

費用 

特定福祉用

具購入費 
住宅改修費 

自立 

保険給付対象外 
介護保険によるサービスが必要な状態

ではない 
― ― ― 

在

宅

介

護 

要

支

援 

１ 社会的支援…基本的な日常生活能力は

あるが、介護予防や家事援助などで、

週に１～２回程度の介護が必要 

50,030 円 

支給限度額 

100,000 円 

（年額） 

支給限度額 

200,000 円 

（原則１回

限り） 

２ 104,730 円 

要

介

護 

１ 

部分的介護…立ち上がりや歩行が不安

定。身だしなみや掃除などで、毎日 1

回程度の介護が必要 

166,920 円 

２ 

軽度の介護…立ち上がりや歩行など自

力では困難。食事、排泄、入浴など

で、毎日 1 回程度の介護が必要 

196,160 円 

３ 

中程度の介護…起き上がり、寝返り、

排泄がひとりではできない、毎日１～

２回程度の介護が必要 

269,310 円 

４ 

重度の介護…日常生活の能力がかなり

低下し、意思疎通が困難な場合があ

る。毎日２～３回程度の介護が必要 

308,060 円 

５ 

最重度の介護…生活全般に全面的な介

護が必要。問題行動や理解低下があ

る。毎日 3～4 回程度の介護が必要 

360,650 円 

施

設

介

護 

要介護 

１～５ 

介護老人福祉施設に入所 280,000 円 

― 介護老人保健施設に入所 306,000 円 

介護療養型医療施設に入院 340,000 円 

※在宅サービス費用は、支給限度額。 

※施設介護のサービス費用は、およその月額 
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（４）利用者の負担 

○ サービスの利用者は、所得区分に応じて介護サービス費用の１割から３割を負担しま

す。 

○ 施設及び短期入所（ショートステイ）においては、居住費（滞在費）・食費と日常生

活費も利用者負担になります。 

○ 通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション（デイケア）においては、食費

も利用者負担になります。 

○ 利用者負担額（月額）が一定の金額を超える場合は、所得区分に応じて超えた金額を

払い戻す制度（高額介護サービス費）があります。 

○ 居住費（滞在費）及び食費（施設及び短期入所）の自己負担額については、所得区分

に応じて負担限度額を定め、負担限度額と基準費用額との差額を保険給付する制度

（特定入所者介護サービス費）があります。 

 
利用者負担割合 所得区分 

3 割 

次の①②の両方に該当する人 

① 本人の合計所得金額が 220 万円以上 

② 同一世帯にいる 65 歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」

が、単身の場合 340 万円以上、２人以上世帯の場合 463 万円以上 

2 割 

次の①②の両方に該当する人 

① 本人の合計所得金額が 160 万円以上 

② 同一世帯にいる 65 歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」

が、単身の場合 280 万円以上、２以上世帯の場合 346 万円以上 

1 割 上記以外の人 
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（５）保険の財源 

○ 介護保険の給付（サービス）に要する費用は、被保険者の保険料（50％）、が公費

（50％）でまかなわれます。 

○ 財源の内訳は、第 1 号被保険者からの保険料（給付費の 23％）、第 2 号被保険者保険

料（27％）、さらに公費として居宅等給付費の場合、国庫負担金（20％）、都道府県負

担金（12.5％）、市町村負担金（12.5％）、国の調整交付金（5％）。なお、施設給付費

の場合、国庫負担金（15％）、都道府県負担金（17.5％）、市町村負担金（12.5％）、

国の調整交付金（5％）にかわります。 

○ 調整交付金は、市町村における要介護状態となる可能性の高い後期高齢者の加入割合

と、第 1 号被保険者の所得段階別構成割合の違いによる保険料率の格差を調整するた

めの国からの補助金で市町村によってその額は異なります。 

 
 
【財源内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のグラフは、居宅等給付費の割合 

 

（６）制度の見直し 

 介護保険制度は、サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民

負担の推移、社会経済の情勢等を踏まえ、障がい者の福祉に関する施策、医療保険制度と

の整合性、市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配慮し、施行後 3 年をめどとして制

度全般について、必要な見直し等が行われます。 

 

 

公費 保険料 
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２ 安定した事業運営の推進 

（１）特別会計の設置 

政策の目的・内容 

 介護保険事業は介護保険特別会計を設置し、一般会計とは別会計になっています。 

 第８期計画の運営期間で、財源の収支均衡を保つようにします。 
 

これまでの実施状況 

 平成 12 年度から平成 14 年度までの会計収支は、歳出が歳入を上回り、財源安定基金か

らの貸付を受けました。 

 その後は歳入が歳出を上回り、第８期計画までの会計収支も、歳入が歳出を上回る見通

しです。 

 

今後の方針・目標 

 第８期計画の運営期間の収支均衡がとれるよう、介護保険事業の適正な運営に努めま

す。 

 

（２）健全な財政運営 

① 基金の設置及び運営 

政策の目的・内容 

 介護給付費準備基金を設置し、保険給付費に対し保険料収入で余った額を積み立て、将

来、財源不足になった場合に備えます。 

 

これまでの実施状況 

 平成 12 年４月に小布施町介護給付費準備基金を設置しています。 

 令和元年度末現在額は 1 億 4 千 640 万円です。 

 

今後の方針・目標 

 第 8 期計画において介護保険料上昇を抑えるために、基金を 1,800 万円取り崩します。 

 なお、高齢化社会を迎え、令和 22 年（2040）までは給付費の増加が見込まれるため、残

りの基金については第 9 期以降において計画的に取り崩しを行います。 

 

（３）保険料収納率の向上 

政策の目的・内容 

 介護保険制度の安定運営、被保険者間の公平性の確保を図るため、保険料の適正、公平

な賦課とともに、収納率の向上を目指します。 
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これまでの実施状況 

・普通徴収対象者に対し口座振替による納付を勧奨しています。 

・口座振替による納付は順調に増加していますが、より一層の推進を図る必要がありま

す。 

 

今後の方針・目標 

・新規資格者及び口座振替の未申請者に対する口座振替依頼書の送付を継続し、普通徴収

対象者の口座振替による納付の一層の推進を図ります。 

・年金収入等の減少という厳しい状況下で、保険料は介護サービスの利用者増大などによ

り今後も増額が見込まれます。介護保険の徴収にあたっては、被保険者の皆さんへの周

知を十分に行い、滞納の抑制に努めます。 

・長期滞納者に対しては、他部署とも協力し、重点的に訪問徴収、電話催告などを実施し

ます。 

 

（４）財源推計 

政策の目的・内容 

 町の将来人口、介護保険事業及び保険料の推計を行い、介護サービス費用額、保険料な

どを試算します。 

 

これまでの実施状況 

・平成 30 年度の保険給付費決算額は 797,063 千円で、計画値を 95,087 千円下回りまし

た。 

・令和元年度の保険給付費決算額は 847,850 千円で、計画値を 89,189 千円下回りました。 
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今後の方針・目標 

歳 入                                    （単位：千円） 

科目区分 令和 3 年(2021) 令和 4 年(2022) 令和 5 年(2023) 令和７年(2025) 

介護保険料 240,096 241,326 242,820 245,718 

使用料及び手数料 3,852 3,852 3,852 3,852 

国庫支出金 241,693 254,019 263,164 273,164 

支払基金交付金 262,519 275,907 285,840 296,702 

県支出金 146,234 153,692 159,225 165,275 

財産収入 2 2 2 2 

繰入金 

（うち基金繰入金） 
174,754 183,625 190,251 197,462 

繰越金 43,847 18,784 20,430 23,356 

諸収入 3 3 3 3 

合 計 1,113,000 1,131,211 1,165,587 1,205,535 

 

歳 出                                    （単位：千円） 

科目区分 令和 3 年(2021) 令和 4 年(2022) 令和 5 年(2023) 令和７年(2025) 

総務費 25,988 27,307 28,293 29,365 

保険給付費 943,357 993,350 1,031,619 1,072,923 

地域支援事業費（単独

分込） 
95,645 98,397 99,518 101,090 

準備基金積立金 30,002 2 2 2 

公債費 0 0 0 0 

予備費 17,853 12,000 6,000 2,000 

諸支出金 155 155 155 155 

合 計 1,113,000 1,131,211 1,165,587 1,205,535 

※令和 3 年度は予算額、令和 4 年度以降は推計額 

 
 

３ 低所得者対策 

（１）介護サービス利用料の軽減 

政策の目的・内容 

 低所得の人が経済的理由で十分なサービス利用が困難とならないように、所得区分等に

より自己負担額の軽減を行います。 
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これまでの実施状況 

① 高額介護（予防）サービス費・高額事業サービス費の支給 

同じ月に利用したサービスの利用者負担を合算（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合

には世帯合算）し、限度額を超えた分は、利用者の申請により後から支給します。 
 

〇高額介護（予防）サービス費の支給状況 

 平成 30 年度（2018） 令和元年（2019） 

件 数 1,174 件 1,187 件 

支給額 13,636 千円 14,477 千円 
 

② 高額医療合算介護サービス費 

介護保険と医療保険で、それぞれの限度額（１カ月）を適用した後、世帯内で年間の自

己負担額を合算し、限度額を超えたときは、超えた分だけを徴収します。 
 

〇高額医療合算介護（予防）サービス費の支給状況 

 平成 30 年度（2018） 令和元年（2019） 

件 数 74 件 71 件 

支給額 1, 867 千円 2,271 千円 
 

③ 特定入所者介護サービス費 

 介護保険施設等に入所（短期入所）したときは、「居住費（滞在費）」・「食費」は自己負

担となりますが、申請により、所得に応じた負担限度額までの利用者負担となります。超

えた分は、介護保険から給付します。 
 

〇特定入所者介護サービス費の支給状況 

 平成 30 年度（2018） 令和元年（2019） 

食費 
件数 603 件 479 件 

支給額 13,717 千円 10,800 千円 

居住費 
件数 484 件 441 件 

支給額 9,428 千円 8,139 千円 

計 
件数 1,087 件 920 件 

支給額 23,146 千円 18,940 千円 

 

④ 社会福祉法人等による利用者負担軽減 

 低所得で特に生計が困難である者に、社会福祉法人等が提供する介護保険サービス利用

料を原則 4 分の３に減額することができます。対象となるサービスは、法に基づく訪問介

護、通所介護、短期入所及び、介護老人福祉施設サービスなどです。 

 対象者は、年収 150 万円以下など、町が生計困難と認めた人です。 
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今後の方針・目標 

 ケアマネジャー等を通じ減免制度の周知を行い、適正な軽減助成に努めます。 
 

（２）福祉基金による助成 

政策の目的・内容 

 町では、居宅サービス利用者が負担する利用料について、低所得の人の負担を軽減し、

希望する介護サービスを利用できるよう、町社会福祉協議会が管理・運営する福祉基金に

より利用料の一部を助成しています。 

 対象者は住民税非課税世帯に属する人とし、居宅サービス利用料（高額介護サービス費

控除後）の 50％を助成しています。 
 

これまでの実施状況 

 平成 30 年度（2018） 令和元年度（2019） 

助成受給者 53 人 48 人 

助成額 1,914 千円  2,121 千円  

 ※支払い月による実績です。 

 

今後の方針・目標 

 助成制度の周知を行い、的確かつ公平に助成するよう努めます。 
 

４ 介護給付等の適正化 
 

（１）介護給付等費用適正化計画 

政策の目的・内容 

 介護保険事業を適正に運営していくため、「長野県第５期介護給付適正化計画」を踏ま

え、介護給付適正化計画を下記のとおり策定し、介護給付等の適正化への取り組みを推進

します。 
 

これまでの実施状況 

① 要介護認定の適正化 

これまで認定調査及び認定調査結果について全件の点検を行っています。 
 

② ケアプランの点検 

 専門的見地から有用な助言ができるよう県や関係団体と連携し訪問調査等によりケアプ

ランの点検を実施しています。また、長野県国民健康保険団体連合会から提供される給付

実績などからも点検を実施しています。 
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③ 住宅改修、福祉用具購入・貸与に関する調査 

 住宅改修は事前・事後、福祉用具購入は事後の書面での確認に加え、利用者の状態と照

合し、改修内容・使用方法などに疑義のあるケースについては、現地を訪問し状況を確認

したうえで改善等の助言指導を行っています。 

 福祉用具貸与は認定調査時に実際の貸与状況と使用方法を聞き取り調査し、疑義のある

ケースについては利用者・家族・介護支援専門等に確認し、適切な給付につながるよう努

めています。 

 

④ 医療情報との突合、縦覧点検 

医療情報と介護情報の給付内容を突合せし、重複した給付や不適切な給付については給

付費の返還（過誤）を促します。また介護給付の請求内容を点検し、適正な給付内容であ

るかを確認し、過誤調整を図ります。これらの事業は長野県国民健康保険団体連合会への

委託により実施しています。 

 

⑤ 介護給付費通知 

 利用者や家族に対し、利用した介護サービスの内容と費用の額などをお知らせし、利用

状況の確認を促すとともに不正請求の抑止に努めています。 
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今後の方針・目標 

〇介護給付等費用適正化計画 

 

数値目標（令和３～５年度共通） 

① 要介護認定の適正化 

認定調査及び認定調査結果 全件 

② ケアプランの点検 

年１件 

③ 住宅改修、福祉用具購入・貸与に関する調査 

住宅改修   年間総件数約 30 件のうち１件以上 

福祉用具購入 年間総件数約 50 件のうち１件以上 

福祉用具貸与 年間総件数約 2,944 件のうち 10 件以上 

④ 医療情報との突合、縦覧点検（長野県国民健康保険団体連合会に委託） 

半年ごとに各帳票を点検 

⑤ 介護給付費通知 

年１回、介護サービス利用者全員に通知を送付 

 

 介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が必要とするサービスを事業者が

適切に提供するよう促し、適切なサービスの確保に努めます。 

 また、介護保険制度への信頼を高め、持続可能な制度構築を図るため、「要介護認定の適

正化」「ケアプランの点検」「住宅改修費等の点検」「医療情報との突合・縦覧点検」「介護

給付費通知」を主要５事業とし、国・県・長野県国民健康保険団体連合会等と連携しなが

ら実施に努め、必要に応じサービス事業者への助言・指導等必要な措置を講じ、介護給付

等の適正化に取り組みます。 

 また、適正化事業の結果を分析するなかで現れてきた課題について、在宅支援連絡会や

地域ケア会議等で議論し、政策立案につなげていくことも視野に入れます。 
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５ 相談・苦情への対応 

政策の目的・内容 

 介護保険サービスを利用する際の様々な疑問・相談や、要介護認定等に対する不満・制

度運営上においての苦情については、町が窓口となり、必要に応じ県・国民健康保険団体

連合会等関係機関と連携をとりながら、適切な対応および解決に努めます。 

 

これまでの実施状況 

 介護保険だけでなく、高齢者福祉全般に関する相談や問い合わせがあります。健康福祉

課と地域包括支援センターで連携を図り対応しています。 

 

今後の方針・目標 

・利用者の状況に応じ、介護保険を含め、高齢者福祉全般からの視点で、適切なサービス

を提案します。 

・サービス利用者からの苦情については、事業所に対し問題点の指摘や改善策の提案をし

ます。 

・事業所に町への事故報告を徹底させるとともに、再発を防ぐために、事故後の対応につ

いて徹底できるよう検討していきます。 

・介護保険料については、介護保険制度の趣旨を説明し、理解を得られるよう努めます。 

 

  


