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決算書掲載頁 301 

国民健康保険事業勘定特別会計 
 

全ての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険体制が昭和３６年４月に確立され

て以来、国民健康保険は、地域医療の確保と住民の健康増進に大きく貢献し、極めて重要な役割を

果たしている。 

しかしながら、国民健康保険を取り巻く状況は、加入構造上、高齢者や低所得者の占める割合が

高く、他の医療保険制度に比べ財政基盤が極めて脆弱な状態にある。このような状況の中、国にお

いて国民皆保険を将来的に持続させるために必要となる国民健康保険制度の改革が議論され、平成

２５年１２月に社会保障改革プログラム法が成立、財政基盤の脆弱性・保険者間格差といった市町

村国保が抱える構造的な課題に対する対応の方向性の整理と国保の運営における国・都道府県・市

町村の適切な役割分担について検討が行われ、国保の運営を都道府県及び市町村が共同で行うこと

を基本とし、医療保険制度における財政基盤の安定化、保険者負担の公平化を目的として、平成２

７年５月「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が

成立、平成３０年４月から実施されることとなった。保険者は、今後の国保制度の抜本的改革にあ

わせ各種事業の整理・検討を進めつつ、引き続き、効率的かつ安定的な制度運営が求められている。 

そのため、保険料の適正な賦課を行うとともに、保険料の収納率向上対策、医療給付の適正化、

特定健康診査等の保健事業の充実、国・府支出金の確保等により、安定的な財政運営を図り、より

一層の健全財政を維持していくため次の施策を講じた。 

 

＜財 政 状 況＞ 

総務費 

1.2% 

保険給付費 

62.3% 

後期高齢者支援金等 

10.4% 

介護納付金 

3.5% 

共同事業拠出金 

21.6% 

保健事業費

その他 

1.0% 

歳出 

総務費 

保険給付費 

後期高齢者支援金等 

介護納付金 

共同事業拠出金 

保健事業費その他 

 

保険料

17.7%

国・府支出金

21.0%

療給交付金

2.2%
前期高齢者交付金

30.5%

共同事業交付金

18.3%

繰入金

6.1%

その他

4.2% 

歳入

保険料

国・府支出金

療給交付金

前期高齢者交付金

共同事業交付金

繰入金

その他
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１．資格給付管理業務                        

河内長野市国民健康保険に新規加入した場合や保険証の再発行等の届出があった場合に被保険

者に対して、被保険者証を８，４８５件発行した。また、７０歳以上の被保険者に対して、高齢受

給者証等を８，５８７件発行した。さらに、６９歳以下の被保険者に対しては、被保険者からの申

請により限度額適用認定証等を３，４４７件発行した。 

  保険証 高齢受給者証 限度額認定証等 

区分 

 
 現役並み 

所得者 
７１２件 

ア ２０件 

一般  ８，３４７件 イ ３２件 

    
一般 ５，５４９件 

ウ ４１１件 

  
エ １，４９３件 

退職 １３８件 区分Ⅱ １，５４０件 
オ １，４９１件 

    区分Ⅰ ７８６件 

合計   ８，４８５件   ８，５８７件   ３，４４７件 

 

 

２．賦課徴収事業                          

限られた財源の中で効率的かつ安定的な制度運営を行うため、保険料の適正な賦課を行うととも

に、保険料の収納率向上対策を実施した。 

 

（１）保険料の適正賦課 

保険料は、国民健康保険事業において財源の根幹を成す重要な財源であり、加入者の公平負担に

努めるとともに、適正な算定及び賦課を行った。 

 ＜現年度分＞                   ＜過年度分＞ 

区  分 調 定 額 

 

区  分 調 定 額 

一般被保険者分 ２，７７１，７７１，２８５円 一般被保険者分 ４４３，８３２，９４１円 

退職被保険者等分 １０７，７２９，６３５円 退職被保険者等分 １９，３９４，１７９円 

合  計 ２，８７９，５００，９２０円 合  計 ４６３，２２７，１２０円 

 

（２）保険料の軽減・減免 

政令に基づく保険料の軽減と非自発的失業者に対する軽減及び収入が減少した世帯等に対して

減免を行った。 

 政 令 軽 減 非自発的失業軽減 条 例 減 免 

世帯数 １０，５１１世帯 ３１７世帯 １，２０２世帯 

金 額 ５３２，１６０，９５２円 ２９，１６２，８００円 ７２，５７５，０１０円 

 ※ 条例減免には災害・旧被扶養者減免を含む。 
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（３）保険料の収納率 

 ＜現年度分＞             ＜過年度分＞                                     

区   分 収納率 

 

区   分 収納率 

一般被保険者分 ９４．６９％ 一般被保険者分 ２７．５２％ 

退職被保険者等分 ９６．７６％ 退職被保険者等分 ３２．０１％ 

合  計 ９４．７６％ 合  計 ２７．７１％ 

 

（４）収納率の向上対策 

年間事業計画等に基づき収納対策嘱託職員４名による日常的な電話催告や戸別訪問等を実施す

るほか、特別収納対策として毎月一定期間、平日夜間の電話催告・戸別訪問の実施及び休日におけ

る臨時窓口開設等を実施し、保険料滞納者に対する納付相談等を行うことにより滞納保険料の早期

確保に努めた。 

また、加入世帯に対し市広報紙等により保険料の納期限内納付の徹底を周知するとともに、窓口

での納付相談時や文書送付等で口座振替による納付の勧奨を行った。さらに、被保険者証の更新時

には滞納者との定期的な接触の機会を確保するため、６ヶ月を期限とする短期被保険者証を交付す

ることにより納付相談等を繰り返し行った。また、滞納者の財産調査を行った上で納付資力の有無

を判断し、納付資力を有する場合には財産差押等の滞納処分を行った。 

 ＜口座振替の状況＞            ＜コンビニエンスストアでの収納状況＞ 

区   分 件数及び金額 

 

区   分 件数及び金額 

振替依頼件数 ４８，６９７件 取扱件数 ４２，３４６件 

振 替 件 数      ４７，４７６件 取扱金額 ６９３，７７６，８１２円      

振 替 金 額  ９３８，６８０，１００円    

 

 

３．療養諸費                            

被保険者が保険医療機関で受診などした場合に、法律及び条例に基づく医療費の給付を行った。

また、被保険者が出産した場合や亡くなった場合に条例に基づき出産育児一時金や葬祭費の支給を

行った。 

区    分 件 数（件） 費 用 額（円） 給付額（円） 

一般被保険者療養給付費 482,423  10,721,421,066 7,890,708,333 

一般被保険者療養費 19,215 182,563,034 133,984,705 

一般被保険者高額療養費 21,362   1,072,710,391 

退職被保険者等療養給付費等 16,328 357,662,766  290,096,087 

審査支払手数料 1,012,174    18,917,232  

出産育児一時金（１件：４０万４千円。ただ

し産科医療補償制度加入者には４２万円） 
 92    38,747,330 

葬祭費（１件：５万円） 155    7,750,000 

精神・結核医療給付金 13,313    16,662,512 
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４．後期高齢者支援金                        

平成２８年度の概算額と前々年度の精算額を調整した額を、後期高齢者支援金として社会保険診

療報酬支払基金に支払った。 

平成２８年度の概算額は、加入者一人当たりの負担額５７，３７３円に加入者見込み人数を乗じ

た１，７２９，６２４，３３５円であり、これに前々年度の概算額と確定額との差額としての精算

額を調整し、後期高齢者支援金として事務費等を含めて１，５８２，２７６，９３９円を支払った。 

 

 

５．前期高齢者納付金                           

平成２８年度の概算額と前々年度の精算額を調整した額を、前期高齢者納付金として社会保険診

療報酬支払基金に支払った。 

平成２８年度の概算額は、加入者一人当たりの負担調整対象額６６円に加入者見込み人数を乗じ

た１，９７３，６０５円であり、これに前々年度の概算額と確定額との差額としての精算額を調整

し、前期高齢者納付金として事務費を含めて１，１５９，５４５円を支払った。 

 

 

６．老人保健事務費拠出金                           

平成２８年度は、加入者一人当たりの負担額１．１円に加入者見込み人数を乗じた４４，８１８

円を老人保健事務費拠出金として社会保険診療報酬支払基金に支払った。 

 

 

７．介護納付金                             

平成２８年度の概算額と前々年度の精算額を調整した額を、介護納付金として社会保険診療報酬

支払基金に支払った。 

平成２８年度の概算額は、第２号被保険者一人当たりの負担額６４，２２１円に第２号被保険者

見込み人数を乗じた６０１，７９１，６７５円であり、これに前々年度の概算額と確定額との差額

としての精算額を調整し、介護納付金として５２７，８５８，７６８円を支払った。 

 

 

８．高額医療費共同事業拠出金                      

高額な医療費の発生による国保財政への急激な影響を緩和し、国民健康保険の運営基盤の安定化

等を図るため、府内市町村国民健康保険からの拠出金を財源に、レセプト１件が８０万円を超える

医療費について、都道府県単位で費用負担を調整するものとして、大阪府国民健康保険団体連合会

に対して高額医療費共同事業医療費拠出金３０４，９９２，６２７円を支払った。 
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９．保険財政共同安定化事業拠出金                    

都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化や財政の安定化を図るため、１件８０万円以下の部

分について、都道府県単位で費用負担を調整するものとして、大阪府国民健康保険団体連合会に対

して保険財政共同安定化事業医療費拠出金２，９７６，２９６，５３７円を支払った。 

 

 

１０．疾病予防事業                               

（１） 特定健康診査・特定保健指導の実施 

生活習慣病予防のため、特定健康診査を実施し、特定健康診査の結果から、生活習慣の改善の必

要性に応じて階層化（選別）を行い、積極的支援・動機付け支援が必要な対象者に対して利用券を

送付し特定保健指導を実施した。 

① 特定健康診査 

特定健康診査受診対象者２４，０８４人に受診券を送付し、７，８２１人が受診した。 

② 特定保健指導 

対象者に対して、保健師・管理栄養士による特定健康診査の結果説明や、生活習慣改善のた

めの栄養指導・運動指導を行った。また未利用者には電話勧奨を行った。 

 積極的支援 動機付け支援 計 

対象者数（人） １２８ ５３６ ６６４ 

初回面接実施者数（人） ２５ １４９ １７４ 

保健指導実施者数（人） １３ ８７ １００ 

 

（２）特定健診・特定保健指導未受診者等対策及び早期介入事業の実施 

特定健康診査の未受診者に対して、未受診理由の聞き取りと、今年度の受診率向上を図るため１

５，６８４人に健診案内の実施を行った。また、電話による受診勧奨と未受診理由等の聞き取りを

行い、個々の未受診理由に応じたアプローチを行った(架電件数４，６８６件)。 

また、早期介入事業として、特定健診受診者のうち、動機づけ支援、積極的支援レベルにならな

かった人のうち希望者８６人に高血圧・高血糖教室を実施した。 

 

（３）人間ドック補助事業 

療養給付費等が年々増嵩している中で、疾病の重症化及び長期化対策とし、早期発見・早期治療

を目的とした総合健康診断（人間ドック）の受診啓発を行い、健康管理への関心を高め被保険者の

健康の保持増進を図った。 

受診機関名 
青山第二 
病  院 

寺   元 
記念病院 

富田林 
病 院 

ＰＬ病院 
ベル 

クリニック 
みどり健康 
管理センタ－ 

計 

受診者数 

（再掲・頭部 

検査受診者数） 

男 
 29人 
（24） 

72人 
（32） 

28人 
（13） 

152人 
（69） 

36人 
（7） 

 4人 
（頭部検査 
 実施なし） 

321人 
（145） 

女 
 7人 
（6） 

53人 
（27） 

47人 
（31） 

128人 
（57） 

48人 
（5） 

 5人 
（頭部検査 
 実施なし） 

 288人 
（126） 
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１１．保健事業                                

（１）健康管理対策 

被保険者に対し、国民健康保険制度の趣旨・内容をはじめ国民健康保険事業全般にわたっての知

識の啓発と健康管理対策として、加入全世帯を対象に年４回の医療費通知及び国民健康保険制度パ

ンフレット等の配付を実施した。 

① 医療費通知 総通知件数  59,456件 

② パンフレットの配付数     2,309部   

 

（２）ジェネリック医薬品変更差額通知事業の実施 

生活習慣病などの疾病により定期的に服薬している被保険者のうち、ジェネリック医薬品に変更

することで自己負担額を１００円～１５０円以上削減できる者に対し、変更による差額通知書を年

３回送付し、ジェネリック医薬品の啓発と給付費の削減に努めた。 

送付延べ件数 6,104件 

 

（３）保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく保健事業の実施 

国民健康保険被保険者の健康保持増進に努めるため、特定健康診査結果データ及びレセプトデー

タ等を活用しながら、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施した。 
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決算書掲載頁 339 

土地取得特別会計 
 

公用もしくは公共用に供する土地または、公共の利益のために取得する必要のある土地をあらか

じめ取得するために、土地開発基金から貸付けを受け、事業の円滑な執行を図ってきた。 

現在保有している土地は、土地開発基金からの借入金と利子等によって取得した土地で、保有状

況は次のとおりである。 

 

＜平成２８年度末土地保有状況＞ 

内    容 面  積（㎡） 金  額（円） 

公共用地（松ヶ丘中町） ２，３８３．３７  ３０６，０１３，６８０  

調整池進入路用地（大師町） ８６．５９  ７，０７４，４０３  

公共施設用地（長野町） ５，２７９．０７  ２，５４２，２３５，１６０  

合    計 ７，７４９．０３  ２，８５５，３２３，２４３  

 

＜土地開発基金の状況＞ 

基金の残高は、平成２８年度末現在は１，０７４，５０９，１６０円である。 

 

 

１．公共用地取得事業                           

公用、公共用、公益のために必要な土地をあらかじめ土地開発基金で取得することにより、事業

の円滑な執行を図った。 

 

（１）公共用地取得事業 

平成２８年度は、河内長野市が施行する事業の代替用地の所管換えを行った。 

事  業  名 所管換面積（㎡） 

河内長野市が施行する事業の代替用地（長野町） ２０７．４０ 
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                                   決算書掲載頁 359 

部落有財産特別会計 

 

共有地や財産区財産について適正な手続きにより処分するとともに、部落有財産基金を適正に管

理し、公共性を確保した。 

 

１．部落有財産管理事業                                

（１）部落有財産管理事業 

適正な手続きにより共有地や財産区財産を処分するとともに、部落有財産基金を適正に管理した。 

 

① 公共施設維持管理交付金の交付 

各地区の水利の維持管理及び地区内の公共事業に要する経費に充てるため、基金から生じた

利子を各地区に交付した。 

基  金  名 交付対象地区名 交 付 金 額 
  基 金 残 高 

 （年度末時点） 

市地区部落有財産基金    市 地 区 389,961円 111,438,000円 

原地区部落有財産基金    原 地 区 1,600円 16,000,000円 

合      計  391,561円 127,438,000円 

 

② 財産区財産の処分 

財産区財産を処分し、下記のとおり交付金を交付した。 

  ＜処分物件の表示＞ 

所 在 地 区 分 地 目 数 量（実測面積） 

河内長野市喜多町  土 地  ため池      1,514.58㎡ 

    〃   〃   堤       413.62㎡ 

  ＜交付金の交付状況＞ 

 区   分 交 付 金 額 

喜多地区に対する交付金    9,676,000円 

一般会計繰出金    4,785,500円 
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決算書掲載頁 389 

介護保険特別会計 
 

１．介護保険制度 

介護保険制度は、高齢者の暮らしを社会全体で支え合う仕組みであり、介護が必要になっても地

域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援す

るために、平成１２年度に創設され、その後、幾度かの制度改正を重ねつつ、今日に至っている。 

平成２８年度においては、平成２７年度に引き続き、団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年

度を目途に、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするための「地域包括ケアシステ

ムの構築」に向け、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」、「生活支援体制整備の推

進」など地域支援事業の充実が行われるとともに、介護保険制度の持続可能性を高めるため、低所

得者の保険料軽減や一定以上の所得のある利用者の自己負担の引き上げ、施設利用者の食費・居住

費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加するなど、所得や資産のある人の利用者負担の

見直しなどによる「費用負担の公平化」を継続して実施した。 

 

２．介護保険事業計画 

介護保険事業計画は、介護保険の保険給付を円滑に実施するため各自治体が策定する計画であり、

３年毎に見直し、サービス供給量・給付費と介護保険料を設定する。本市では、他の高齢者に関す

る計画と併せて策定することにより、高齢者保健福祉事業の全体像を示す計画としている。 

「第６期河内長野市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」（平成２７～２９年度）では、

「長寿社会を支える仕組みをつくる」、「健やかで安心できる暮らしを支援する」、「生きがいとふれ

あいに満ちた暮らしづくりを支援する」の３つを基本理念とし、その実現に向け施策の推進に努め

ることとしている。 

 

３．財源構成（第６期事業計画期間） 

内訳 
介護給付費 地域支援事業費 

居宅給付 施設給付 介護予防事業 包括・任意事業 

第１号被保険者 22.0％ 22.0％ 22.0％ 

第２号被保険者 28.0％ 28.0％ ― 

国 
調整交付金 5.0％ ― ― 

負担金・交付金 20.0％ 15.0％ 25.0％ 39.0％ 

府 負担金・交付金 12.5％ 17.5％ 12.5％ 19.5％ 

市 負担金・交付金 12.5％ 12.5％ 19.5％ 
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１．一般管理事業                          

（１）介護保険事業の適正運営 

持続可能な介護保険制度の構築は、介護保険制度の信頼感を高める上で不可欠である。 

そのため将来にわたって介護が必要な人が安心して適切なサービスを受けられるよう、介護保険

制度の適切な運営に努めた。 

 

主な支出項目 

・介護保険システム機器使用料               ９，３９２，９０４円 

・介護保険処理システム委託料               ５，２３６，９２０円 

・通信運搬費（各種郵送料など）              ３，０６４，１８６円 

 

 

２．介護福祉事業                             

（１）社会福祉法人による利用者負担軽減助成事業 

低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その

社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図った。 

① 軽減の割合 

利用者負担額（介護サービス利用料自己負担額、食費、居住費（滞在費）、宿泊費）の原則

４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１、生活保護受給者の個室の居住費（短期入所生活介

護の滞在費を含む。）については全額を軽減。） 

② 対象事業 

介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小

規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護 

③ 軽減対象者 

市町村民税世帯非課税であって、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案

し、生計が困難な者として本市が認めた被保険者 

④ 本市の対象者 

対象事業実施法人     ５法人 

対象者       ６名 

助成金  ５７，０００円 

 

 

３．賦課徴収事業                               

（１）第１号被保険者の保険料の賦課・徴収  

介護保険事業に要する費用に充てるため、第１号被保険者（65 歳以上）に対し、介護保険料を

賦課し徴収した。 
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  ＜所得段階別保険料額＞            

段階 
区分  

対象者 
基準額に 
対する割合 

保険料年額 

第１ 
段階 

生活保護の受給者 
市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 
世帯全員市民税非課税で課税年金収入額と合計所
得金額の合計額が 80万円以下の人 

基準額×
0.45 

30,888円 

第２ 
段階 

世帯全員市民税非課税で課税年金収入額と合計所
得金額の合計額が 80万円を超え 120万円以下の人 

基準額×
0.70 

48,048円 

第３ 
段階 

世帯全員市民税非課税で課税年金収入額と合計所
得金額の合計額が 120万円を超える人 

基準額×
0.75 

51,480円 

第４ 
段階 

市民税課税世帯に属する本人市民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下
の人 

基準額×
0.85 

58,344円 

第５ 
段階 

市民税課税世帯に属する本人市民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超
える人 

基準額 68,640円 

第６ 
段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 125万円未満
の人 

基準額×
1.10 

75,504円 

第７ 
段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 125万円以上
200万円未満の人 

基準額×
1.25 

85,800円 

第８ 
段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 200万円以上
400万円未満の人 

基準額×
1.50 

102,960円 

第９ 
段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 400万円以上
600万円未満の人 

基準額×
1.70 

116,688円 

第 10 
段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 600万円以上
800万円未満の人 

基準額×
1.80 

123,552円 

第 11 
段階 

本人が市民税課税で合計所得金額が 800万円以上
の人 

基準額×
1.90 

130,416円 

 

（２）保険料の収納対策  

保険料徴収は介護保険制度の根幹であることから、制度や保険料の意義についてお知らせすると

ともに、滞納者に対し、文書催告のほか、電話催告や戸別訪問を実施し、保険料の収納に努めた。 

 ＜収納状況＞  

区 分 調定額 収納額 収納率 

特 別 徴 収※ 2,116,500,812円 2,116,500,812円 100.00％ 

普 通 徴 収※ 201,843,967円 187,294,651円 92.79％ 

合 計 2,318,344,779円 2,303,795,463円 99.37％ 

 

      ※ 特別徴収 

    ･･･年金保険者に保険料を徴収させ、市に納入させる方法。 

     ※ 普通徴収 

    ･･･納付義務者から直接徴収する方法。 

 

（３）保険料の還付支払  

過年度分の過誤納金を対象者に還付した。 

２４８件  ２，２９８，３２６円 
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４．介護認定審査会事業                             

（１）介護認定審査会事業 

被保険者が、介護保険給付の対象となる要介護・要支援状態にあるかどうか、あるとすればどの

程度であるかといった判定を行うことが要介護認定であり、被保険者からの要介護・要支援認定申

請に基づく認定調査の一次判定結果及び特記事項、主治医意見書により、対象者が適切なサービス

受けられるよう要介護・要支援の審査及び判定を公平・公正に行った。 

① 介護認定審査会の設置 

介護保険事業の円滑な実施を図ることを目的として、審査・判定の実務を行う合議体を 10

合議体設置し、保健・医療・福祉の学識経験者計４０名を委員として任期を２年と定め任命し

ている。 

② 介護認定審査会の開催 

介護認定調査員が、訪問・面接して認定調査を行うとともに、主治医の意見を求め、要介護

状態区分等に関する審査・判定を実施した。 

ア．介護認定審査会開催数及び審査件数    ２３８回  ７，１６１件 

イ．主な支出項目 

・介護認定審査会委員報酬          ２１，２９０，０００円 

・介護認定審査会支援システム賃貸借      ２，５２７，２００円 

 

 

５．認定調査等事業                             

（１）認定調査事業 

要介護・要支援認定申請者に対し、日常生活動作や問題行動の状況などの認定に必要な調査を実

施し、要介護・要支援認定の公平性を確保した。また、認定調査の公平・公正の観点から、更新申

請などの従来の委託調査に加え、新規申請は市が調査を行った。 

① 認定調査件数 

・市認定調査員による調査          ２，７５５件  

・他市に依頼した調査               １２件 

・委託先調査員による調査          ４，２７１件  

② 主な支出項目 

・主治医意見書作成料       ３１，８１５，６００円 

・介護認定調査等業務委託料    １６，１４６，４３２円 

市内  ２４事業所 

市外  ４３事業所   計６７事業所 

（２）要介護（要支援）認定者数 

 
要支援

１ 

要支援

２ 
計 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
計 合計 

男 423 364 787 422 410 311 239 155 1,537 2,324 

女 1,101 765 1866 855 784 631 512 437 3,219 5,085 

計 1,524 1,129 2,653 1,277 1,194 942 751 592 4,756 7,409 

※平成 29年 3月 31日現在、第 2号被保険者含む 
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６．介護施設等整備事業                             

（１）認知症対応型グループホームへのスプリンクラー等整備 

平成２５年に消防法施行令が改正され、認知症対応型グループホーム等の小規模な施設について

も、平成３０年３月までにスプリンクラーの設置が義務付けされたことに伴い、国から「地域介護・

福祉空間整備等施設整備交付金」（補助率 10/10）の交付を受け、未設置の事業所に対して設置費

用の補助を行った。 

 

・対象施設名称     グループホーム花すいせん 

・補助金額         ２，２６８，０００円 

 

（２）介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 

国から「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」（補助率 10/10）の交付を受け、導入を行

った事業所に対して導入費用の補助を行った。 

 ＜補助対象事業所＞ 

対象サービス事業所名称 種別 補助金額 

定期巡回・随時対応型訪問介護事業所あかしあ 移乗支援 ９２７，０００ 

訪問介護事業所あかしあ 移乗支援 ９２７，０００ 

介護老人保健施設あかしあ通所リハビリステー

ション 
移乗支援 

９２７，０００ 

介護老人保健施設あかしあショートステイ 移乗支援 ９２７，０００ 

介護老人保健施設あかしあ 移乗支援 ９２７，０００ 

希望の丘デイサービスセンター 移乗支援 ９２７，０００ 

介護老人福祉施設慈恵園希望の丘 移乗支援 ９２７，０００ 

青山第二病院通所リハビリテーション 移動支援 ２４６，０００ 

青山第二病院訪問介護ステーション 移乗支援 ９２７，０００ 

ヒューマニティーケアセンター南河内 移乗支援 ９２７，０００ 

特別養護老人ホーム泰昌園 見守り支援 ９２７，０００ 

特別養護老人ホーム寿里苑 移乗支援 ９２２，０００ 

介護老人保健施設寿里苑フェリス 移乗支援 ９２２，０００ 

地域密着型介護老人福祉施設寿里苑フルール 移乗支援 ９２２，０００ 

合 計  １２，２８２，０００ 

 

 

７．居宅介護サービス給付                             

（１）居宅介護サービス費の支給 

要介護被保険者の在宅での生活を支援するため、ケアプラン作成や訪問介護・通所介護などの在

宅サービス、住宅改修などの費用について保険給付を行った。 
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① 居宅介護サービス受給者数                 ※平成 29年 3月 31日現在 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第１号被保険者 ９３９ ９３９ ６７５ ３７０ ２４３ ３，１６６ 

第２号被保険者 ７ ２０ ２０ １６ １５ ７８ 

総     数 ９４６ ９５９ ６９５ ３８６ ２５８ ３，２４４ 

② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

居宅介護サービス給付費 ８６，３０２ ４，１３９，５９１，６５２ 

居宅介護サービス計画給付費 ３５，７４６ ５３１，０２２，０４４ 

居宅介護住宅改修費 ３８０ ３５，３４８，７５５ 

居宅介護福祉用具購入費 ３８５ １３，３１６，２９３ 

合  計 ― ４，７１９，２７８，７４４ 

 

（２）サービス種類別居宅介護サービス費 

要介護被保険者が受けた居宅介護サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、居宅介

護サービス給付費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

訪問介護 １７，９８５ １，０２１，６７９，８３７ 

訪問入浴介護 ６００ ３７，３１６，２９２ 

訪問看護 ７，２３６ ２８０，５９６，７４０ 

訪問リハビリテーション ８６４ ２５，８０９，３６１ 

通所介護 １２，０１２ ７７９，６５０，６５３ 

通所リハビリテーション ６，２７６ ４５３，５１２，３５７ 

福祉用具貸与 ２０，８８８ ２７０，８６８，０７２ 

短期入所生活介護 ６，２２３ ８０９，２４９，８６４ 

短期入所療養介護 ６６５ ４９，２７３，１９５ 

居宅療養管理指導 １１，８１８ ９５，１８３，４５９ 

特定施設入居者生活介護 １，７３８ ３１６，４５１，８２２ 

合  計 ― ４，１３９，５９１，６５２ 

 

（３）居宅介護サービス計画給付費の支給 

要介護被保険者が受けた居宅介護支援（ケアプラン作成）に要した費用について、審査を行った

上で、居宅介護サービス計画給付費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

居宅介護サービス計画給付費 ３５，７４６ ５３１，０２２，０４４ 

 

（４）居宅介護住宅改修費給付 

要介護被保険者について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必

要な住宅改修に係る給付を行い、要介護状態となった被保険者の在宅での生活を支援した。 
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① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

居宅介護住宅改修費 ３８０ ３５，３４８，７５５ 

 

（５）居宅介護福祉用具購入費給付 

要介護被保険者について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必

要な特定福祉用具購入に係る給付を行い、要介護被保険者の在宅での生活を支援した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

居宅介護福祉用具購入費 ３８５ １３，３１６，２９３ 

 

 

８．施設介護サービス給付                             

（１）施設介護サービス給付費の支給 

要介護被保険者のうち、在宅での生活が困難となり、介護保険施設に入所した者に対して、施設

介護サービス費を支給した。 

① 施設介護サービス受給者数                 ※平成 29年 3月 31日現在 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

介護老人福祉施設 ２ ２ ７０ １５５ １５１ ３８０ 

介護老人保健施設 １６ ５１ ６１ ７３ ３８ ２３９ 

介護療養型医療施設 １ ０ １ ３ ６ １１ 

総     数 １９ ５３ １３２ ２３１ １９５ ６３０ 

② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

施設介護サービス給付費 ７，５６１ １，８９７，９４８，７０２ 

 

（２）サービス種類別施設介護サービス給付費 

要介護被保険者が受けた施設サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、施設介護サ

ービス費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護老人福祉施設 ４，４５１ １，０９０，３８６，７６５ 

介護老人保健施設 ２，９３１ ７４７，３６２，９６４ 

介護療養型医療施設 １７９ ６０，１９８，９７３ 

合  計 ７，５６１ １，８９７，９４８，７０２ 

 

 

９．高額介護サービス費給付                             

（１）高額介護サービス費給付 

要介護被保険者が日常生活を営むことができるよう、必要な居宅サービス又は施設サービスに要

した介護保険サービス利用者負担額の合計額が、上限額を超えて高額になったときに費用負担の軽
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減を行った。 

① 利用者負担上限額（月額） 

区分 要件 上限額 

第１段階 
生活保護受給者 

15,000円 
市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 

第２段階 
市町村民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年

金収入額が 80万以下の者 
15,000円 

第３段階 市町村民税非課税世帯に属し、第 2段階以外の者 24,600円 

第４段階 市町村民税課税世帯 37,200円 

第５段階 現役並み所得者相当の者 44,400円 

② 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高額介護サービス費 １８，５７９ ２０３，７９１，８６０ 

 

 

10．地域密着型介護サービス給付                             

（１）地域密着型介護サービス費の支給 

要介護被保険者が、その居住する地域において、自身の有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう地域密着型介護サービス費を支給した。 

① 地域密着型サービス受給者数               ※平成 29年 3月 31日現在 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第１号被保険者 １５３ １８３ １６９ １０２ ６７ ６７４ 

第２号被保険者 １ ２ ３ １ ０ ７ 

総     数 １５４ １８５ １７２ １０３ ６７ ６８１ 

② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

地域密着型介護サービス給付費 ８，１９７ １，０６９，０６８，３１６ 

 

（２）サービス種類別地域密着型介護サービス費 

要介護被保険者が受けた地域密着型介護サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、

地域密着型介護サービス費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

認知症対応型共同生活介護 １，２８３ ３１４，５４４，０８１ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  １，０３８ ２８１，８６２，９７５ 

認知症対応型通所介護 １，５８５ １７３，７１４，８７４ 

小規模多機能型居宅介護 ２３０ ４５，０６５，０７３ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ７０ ５，８５０，１７０ 

看護小規模多機能居宅介護 ４８ １０，７２３，１８７ 

地域密着型通所介護 ３，９４３ ２３７，３０７，９５６ 

合  計 ８，１９７ １，０６９，０６８，３１６ 
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11．介護予防サービス給付                             

（１）介護予防サービス費の支給 

要支援被保険者の在宅での生活を支援するため、ケアプラン作成や訪問介護・通所介護などの在

宅サービス、住宅改修などの費用について保険給付を行った。 

① 介護予防サービス受給者数     ※平成 29年 3月 31日現在 

 要支援１ 要支援２ 計 

第１号被保険者 ６５６ ６９８ １，３５４ 

第２号被保険者 ５ ４ ９ 

総     数 ６６１ ７０２ １，３６３ 

② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

介護予防サービス給付費 ２１，２９４ ４１６，１７０，４６５ 

介護予防サービス計画給付費 １５，３８２ ７０，４６５，２４１ 

介護予防住宅改修費 ２６５ ２８，５８５，９６６ 

介護予防福祉用具購入費 １６７ ４，５００，１８４ 

合  計 ― ５１９，７２１，８５６ 

 

（２）サービス種類別介護予防サービス費 

要支援被保険者が受けた介護予防サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、介護予

防サービス給付費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護予防訪問介護 ６，６１６ １０６，０８３，１２１ 

介護予防訪問看護 ７１５ ２１，００７，４６１ 

介護予防訪問リハビリテーション ８８ ３，０８１，０２８ 

介護予防通所介護 ７，０００ １８３，９６７，９８４ 

介護予防通所リハビリテーション １，５５９ ４９，２０７，８３２ 

介護予防福祉用具貸与 ４，５５１ ３０，８７７，７２９ 

介護予防短期入所生活介護 ８３ ２，１９４，７５５ 

介護予防短期入所療養介護 ９ ３０５，８５４ 

介護予防居宅療養管理指導 ４５５ ３，０６１，８２８ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ２１８ １６，３８２，８７３ 

合  計 ― ４１６，１７０，４６５ 

 

（３）介護予防サービス計画給付費の支給 

要支援被保険者が受けた介護予防支援（ケアプラン作成）に要した費用について、審査を行った

上で、介護予防サービス計画給付費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護予防サービス計画給付費 １５，３８２ ７０，４６５，２４１ 
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（４）介護予防住宅改修費給付 

要支援被保険者について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必

要な住宅改修に係る給付を行い、要支援被保険者の在宅での生活を支援した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護予防住宅改修費 ２６５ ２８，５８５，９６６ 

 

（５）介護予防福祉用具購入費給付 

要支援被保険者について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必

要な特定福祉用具購入に係る給付を行い、要支援被保険者の在宅での生活を支援した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護予防福祉用具購入費 １６７ ４，５００，１８４ 

 

 

12．地域密着型介護予防サービス給付                             

（１）地域密着型介護予防サービス費の支給 

要支援被保険者が、その居住する地域において、自身の有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう地域密着型介護予防サービス費を支給した。 

① 地域密着型介護予防サービス受給者数  ※平成 29年 3月 31日現在 

 要支援１ 要支援２ 計 

第１号被保険者 ３ １ ４ 

第２号被保険者 ０ ０ ０ 

総     数 ３ １ ４ 

② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

地域密着型介護予防サービス給付費 ５０ ２，３０３，８３８ 

 

（２）サービス種類別地域密着型介護予防サービス費 

要支援被保険者が受けた地域密着型介護予防サービスに要した費用について、審査を行ったうえ

で、地域密着型介護予防サービス費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ 

介護予防認知症対応型通所介護 １６ １，０５７，００９ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ３４ １，２４６，８２９ 

合  計 ５０ ２，３０３，８３８ 
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13．高額介護予防サービス費給付                             

（１）高額介護予防サービス費給付 

要支援被保険者が日常生活を営むことができるよう、必要な介護予防サービスに要した介護保険

サービス利用者負担額の合計額が、上限額を超えて高額になったときに費用負担の軽減を行った。 

① 利用者負担上限額（月額）   

※高額介護サービス費給付参照 

② 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高額介護予防サービス費 ２６０ ３０６，６０５ 

 

 

14．特定入所者介護予防サービス費給付                             

（１）特定入所者介護予防サービス費給付 

介護保険施設等で介護予防短期入所生活介護等を利用した場合、介護費用だけでなく、食費や光

熱水費などの滞在費がかかる。 

低所得者について、負担増により介護予防短期入所生活介護等のサービスが利用できなくなる  

ことを避けるため、世帯全員が市町村民税非課税等の要件を満たす場合、食費と滞在費の一部につ

いて、下表の区分に応じた「負担限度額」を段階ごとに設定し、この「負担限度額」と実際にかか

る食費（基準費用額）及び滞在費との差額を「特定入所者介護予防サービス費」として支給した。 

① 負担限度認定者数  

※特定入所者介護サービス費給付参照 

② 給付実績 

サービス種別 支給件数 給付額(円) 

特定入所者介護予防サービス費 ４９ ２５５，８５２ 

 

 

15．特定入所者介護サービス費給付                             

（１）特定入所者介護サービス給付費 

介護保険施設（短期利用含む）に入所した場合は、介護費用だけでなく、食費や光熱水費などの

居住費がかかる。 

低所得者について、負担増により施設に入所できなくなることを避けるため、世帯全員が市町村

民税非課税であり、預貯金等が一定額以下である等の要件を満たす場合、食費と居住費の一部につ

いて、下表の区分に応じた「負担限度額」を段階ごとに設定し、この「負担限度額」と実際にかか

る食費（基準費用額）及び居住費との差額を「特定入所者介護サービス費」として支給した。 
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① 負担限度額認定者数 ※介護予防（要支援）含む（年度末時点の有効認定者数、単位：人） 

区分 
介護老人 

福祉施設 

介護老人 

保健施設 

介護療養型 

医療施設 

地域密着型介護 

老人福祉施設 

入居者生活介護 

その他 

(短期利用) 
計 

第１段階 １３０ ５７ ４ ４２ ４２８ ６６１ 

第２段階 ６５ ２４ ２ １５ １６１ ２６７ 

第３段階 １２ ５ ０ ０ ２９ ４６ 

計 ２０７ ８６ ６ ５７ ６１８ ９７４ 

② 介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額（年度末時点の有効認定者数、単位：人） 

区分 特定負担限度額 

第２段階 １ 

計 １ 

③ 給付実績 

サービス種別 支給件数 給付額(円) 

特定入所者介護サービス費 ８，９８６ ２９４，９３６，２５８ 

 

 

16．高額医療介護合算給付                             

（１）高額医療合算介護（予防）サービス費給付 

要介護（支援）被保険者が受けた介護保険サービス及び医療に要した費用の合計額が著しく高額

であるときは、請求により審査を行ったうえで、高額医療合算介護（予防）サービス費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高額医療合算介護サービス費 １，０１５ ３０，６５５，４８３ 

高額医療合算介護予防サービス費 １４ ５０，３１４ 

 

 

17．審査支払手数料                             

（１）審査支払手数料 

介護保険給付において、保険者事務を軽減し介護保険事業を円滑かつ効率的に行うため、介護保

険サービスにかかる費用の請求に対する審査・支払いについては、法令に基づき国民健康保険団体

連合会へ委託している。 

 

（２）審査支払手数料の支払い 

平成２８年度においては、下記のとおり介護保険サービスにかかる費用の請求に対する審査・支

払いを国民健康保険団体連合会へ委託し、審査・支払いに要する手数料を支払った。 

① 件数及び金額 

   審査支払件数       １７３，４１３件 

   審査支払手数料    ７，９７６，９９８円 
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18．高齢者介護予防事業                        

（１）１次予防事業 

① 介護予防教室 

６５歳以上のすべての市民（１次予防事業対象者）を対象に住み慣れた地域で自立した生活

が送れるように介護予防教室「すこやか体操教室」を市立市民交流センター等で開催した。ま

た、健康づくり教室参加状況や健診結果等を記録する健康づくり手帳を作成し、教室参加者等

に配布した。 

委託料 862,920円 

【教室開催数】１１回  【参加実人数】 １９０人 【参加延べ人数】 ４８８人 

印刷製本費 204,085円 

健康づくり手帳作成数  １,７１５冊 

② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の基礎資料とするため、満６５歳以上の自

立（非該当）又は要支援認定者の中から、４，０００人を無作為抽出し、日常生活の実態把握

調査を実施した。 

委託料 3,456,000円 

役務費  627,737円 

 

（２）２次予防事業 

２次予防事業対象者※に筋力向上や認知機能の向上を目的とした介護予防教室を次のとおり実施

した。 

 

    ※ ２次予防事業対象者 

   ･･･要支援・要介護認定を受けていない６５歳以上の市民のうち、基本チェックリストの結果により

生活機能低下が疑われる人。 

 

 ① 通所型介護予防事業 

筋力や認知機能の向上を目的として、運動器の機能向上教室・もの忘れ予防教室を市立保健

センター、三日市市民ホール等で開催した。 

委託料 2,099,381円 

 ＜通所型介護予防事業実績一覧＞ 

種 類 回 数 参加実人数 参加延人数 

運動器の機能向上教室 

（楽々筋力アップ教室） 
１２回コースを２教室 ３２ ３１２ 

もの忘れ予防教室 

（脳力アップ教室） 
１０回コースを１教室 １６ １２８ 

もの忘れ予防教室 

（コグニで脳力アップ教室） 
１２回コースを１教室 １８ １７７ 

 

 

② 訪問型介護予防事業 

心身の状況等のために、通所による介護予防事業への参加が困難な高齢者を対象に、自宅訪

問による介護予防事業を実施した。 

報償費 600,000円 
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種 類 
訪問実人員 理学療法士 

訪問延回数 

保健師 

訪問延回数 

訪問型介護予防事業 １９ ５０ １６３ 

 

（３）地域介護予防活動支援事業 

① 地域介護予防教室開催事業 

介護予防活動を普及啓発するため、地域の集いの場に健康運動指導士・保健師等の専門員を

派遣し、介護予防教室「元気アップ教室」を実施した。また、地域団体の自主的な体操の集い

を普及・活性化するために、ＤＶＤを使った体操指導を地域で実施した。 

委託料 20,399,040円 

 ＜通所型介護予防事業実績一覧＞ 

種 類 回 数 参加実人数 参加延人数 

元気アップ教室 ７４か所２８０回 １８３８ ４８０５ 

ＤＶＤを使った教室 ４回コース１１教室 ２６７ ７１９ 

② 地域リーダー養成事業 

地域での自主的な体操の集いを支援する介護予防ボランティアを養成する講座を開催した。 

委託料 383,400円 

種 類 回 数 参加実人数 参加延人数 

介護予防ボランティア 

（元気アップフレンズ）養成講座 

５回コースを 

１教室 
２５ ９１ 

 

 

19．在宅医療・介護連携推進事業                             

（１）在宅医療・介護連携推進事業 

地域包括ケアシステム構築に向けて、医療と介護・福祉の支援関係機関等の連携体制の強化を図

るため、次の事業を実施した。 

① 在宅医療・介護連携支援センター事業   委託料 12,452,000円 

河内長野市医師会に委託し、在宅医療・介護連携に関する相談支援、医療・介護関係者の研

修等を実施した。 

【研修会】 

・医療・介護連携研修会  開催回数 ３回  参加者延人数 ２７１人 報償費 20,000円 

・在宅サロン       開催回数 ２回  参加者延人数 ２２２人 

【ブルーカードシステム（休日夜間病状急変時対応システム）】 

・連携病院  ６病院 

・協力病院  ６病院 

・利用登録医数  ３５人 

・ブルーカード発行件数  １５件 

② 地域ケア推進事業   委託料 325,000円 

医療・介護・福祉関係機関が連携し、健康や介護に関する啓発イベント「いきいきフェスタ」

を実施した。 

・開催日 平成２８年９月１１日  参加者数 ５２０人     
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20．生活支援体制整備事業                             

（１）高齢者生活支援体制整備事業 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアシステム構

築に向けた高齢者の生活支援体制の整備を進めるため、生活支援コーディネーターの配置や協議体

の開催・運営を実施した。 

委託料 9,741,232円 

【生活支援コーディネーター設置数】 

・第１層 １人    第２層 ６人 

【協議体活動】 

＜ささえあい河内長野の集い＞ 

地域活動への思いを共有、情報交換・協働のきっかけづくり、課題の集約を目的に開催した。 

・開催日 平成２８年１１月１５日  参加者数１５人      

＜地域ささえあいフォーラム～わたしたちでつくる地域の未来～＞ 

「地域づくりからの支え合い」講演、河内長野市の高齢者の現状説明、先行事例紹介などを

実施した。 

・開催日 平成２９年３月２６日  参加者数 約１６０人 

 

 

21．認知症施策推進事業                             

（１）認知症初期集中支援事業 

適切な医療や介護の支援を利用していない認知症またはその疑いのある人やその家族を対象に、

複数の専門職により構成した「認知症初期集中支援チーム（おれんじチーム）」が支援方向を検討

し、自立生活に向けたサポートを行った。 

委託料 3,660,000円    報償費 490,000円 

・チーム数 ３チーム（各地域包括支援センターに平成２８年１０月から設置） 

・支援者数 ８人 

・チーム員会議  開催回数 ６回   

（２）認知症地域支援推進員事業 

認知症になってもいつまでも住み慣れたまちで安心して暮らせるよう、認知症高齢者やその家族

の総合的・継続的支援体制の構築を推進するため、認知症地域支援推進員を１名配置した。 

委託料 2,400,000円 

 

 

 

 

 

22．地域包括支援センター運営事業                             

（１）地域包括支援センター運営事業    

市内３か所に地域包括支援センターを設置し、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、介護

予防事業利用のケアマネジメント、高齢者虐待の防止や早期発見、成年後見制度の利用支援等の権

利擁護事業の推進など、地域の高齢者を対象とした包括的支援事業を実施した。 

委託料 99,750,000円 
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地域包括支援センター名 担当小学校区 

河内長野市東部地域包括支援センター 千代田、長野、川上 

河内長野市中部地域包括支援センター 三日市、南花台、加賀田、石仏、天見、美加の台 

河内長野市西部地域包括支援センター 楠、小山田、天野、高向 

① 介護予防事業のケアマネジメント 

２次予防事業対象者に対して、面接、訪問によりアセスメントを行い、適切な介護予防教室

を紹介した。        

アセスメント件数 ２７５件 

  

② 総合相談支援事業 

地域包括支援センターにおいて、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、総

合的な相談に応じ、適切な保健・医療・福祉サービスの利用へ繋げるよう支援を行った。 

 ＜相談者内訳＞                              （単位:人） 

本

人 

家族  

親族 

知人 

近隣

者 

介護

ｻｰﾋﾞ

ｽ事

業所 

ｹｱﾏ

ﾈ 

ｃｓ

ｗ 

医療

機関 

他包

括 

行政

機関 

民生委

員地区

福祉委

員 

継続

（見

守り

ｹｰｽ） 

そ

の

他 

合計 

893 1,073 59 86 275 52 142 26 136 55 748 94 3,639 

 ＜相談内容内訳＞                              （単位:件）                                      

介護

保険

制度 

介護

保険

以外 

住宅

改修 

認知

症介

護 

ケア

プラ

ン 

疾病 

医療 

施設

入所

等 

日常生

活上の

心配事 

成年後

見制度

等 

困難

事例 

そ

の

他 

合計 

1,646 158 235 295 11 134 119 341 158 174 368 3,639 

③ 権利擁護事業 

虐待相談件数 62 

成年後見制度等利用相談件数 96 

 ④ 包括的・継続的ケアマネジメント事業        

地域の様々な機関や専門家との連携・協力できる体制づくり、ケアマネジャーの指導・支援

などを行った。 

 関係機関と

の連携 

医療機関との連携回数（院内カンファレンス等への参加を含む） 164回 

その他の関係機関との連携回数（事例検討や情報共有を行なう会等） 503回 

介護支援専門

員に対する 

個別支援 

個別事例に対するサービス担当者会議の開催支援  20回 

個別事例に対する地域ケア会議の開催  27回 

質の向上のための研修の回数  19回 

ケアマネジメントの指導の回数（ケアプラン作成指導等）  51回 

 

（２）地域包括支援センター法律支援事業 

高齢者の総合相談事業や権利擁護事業の実施にあたって、法律的知識を要する事案に適切かつ迅

速な対応が行えるよう、地域包括支援センター職員を対象に、弁護士による適切な助言・指導を行

う定例相談会（年６回）の開催や電話相談体制の整備を行った。 

委託料 410,400円    相談員 大阪弁護士会所属弁護士２名 
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23．家族介護支援事業                             

（１）家族介護支援事業 

家族介護者の精神的負担を軽減し、心身の健康を保持することで虐待等を未然に防ぐとともに、

良好な介護環境を保ち在宅介護が維持できるように、介護技術の習得や腰痛予防体操及び交流会等

を行う「いきいき介護教室」の実施を、地域包括支援センターに委託し、隔月１回保健センターに

て開催した。また、各地域にて家族介護者の交流会を目的とした「介護サロン」を開催した。 

委託料 190,000円 

【いきいき介護教室】 

・開催回数  ６回   参加者延べ人数 ５０人 

【介護サロン】 

・開催回数  ６回   参加者延べ人数 ２６人 

 

（２）徘徊高齢者家族支援事業 

認知症高齢者が徘徊し行方不明となった場合に、家族等からの要請により、介護保険事業所や医

療機関、公共交通機関や商店等の協力機関及び協力員、また近隣市町村にも不明者情報を提供し、

徘徊高齢者の早期発見と安全確保を目指す「徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク」を構築し実施した。

また、事前登録者には保護された際に速やかに身元確認ができるよう、靴など履物に貼付する「早

期発見ステッカー」を作成し配布した。 

・情報発信１０件（近隣市町村民を含む） 事前登録者数９８人  協力機関２３０ヵ所 

 

（３）認知症高齢者支援事業 

認知症になってもいつまでも住み慣れたまちで暮らしていくことができるように、認知症の人や

家族を支援する仕組みづくりを進めた。  

① 認知症サポーター養成講座 

認知症について正しく理解し支援してくれる人を増やし、認知症になっても安心して暮らし

続けられるまちづくりを実現するため、認知症サポーター※養成講座を２６回開催するととも

に、子どものうちから認知症について理解し高齢者に優しく接することを目的に、小学校３年

生～６年生を対象として認知症キッズサポーター養成講座を５回、中学生を対象として認知症

ジュニアサポーター養成講座を１回開催し、１，２３０人が参加した。（小・中学生５２３人

含む。）また、認知症サポーターステップアップ講座を３回開催し、５６人が参加した。 

  

 ※ 認知症サポーター 

   ･･･国の認知症キャンペーンの一環で養成しており、認知症のことを正しく理解し、偏見をもたず、

認知症の人や家族を温かく見守り支援する人。 

 

② 認知症講演会 

認知症について広く啓発することを目的に、いきいきフェスタと同時開催で認知症講演会を

開催し、延べ１３８人が参加した。 

【内容】１）講演会 『認知症の医学的理解について』  

講師 大阪さやま病院 認知症疾患医療センター 阪本 栄 氏 

２）音楽療法体験 

③ 認知症ケア専門職研修 

認知症ケアの推進を目的として、医療・介護従事者を対象に対応力向上研修を実施した。 

専門職研修の企画・開催  報償費 200,000円 

－ 379 －



介護保険特別会計 

開催回数 ３回   参加延べ人数 ２６１人   

④ 認知症パートナー養成講座 

認知症の啓発や、認知症カフェや介護保険施設などで活動するボランティアとして活動する

認知症パートナーを養成した。認知症カフェや施設のボランティアとして活動している。 

報償費 50,000円 

種 類 回 数 参加実人数 参加延人数 

認知症パートナー養成講座 
4回コースを 

1クール 
23 86 

 

 

 

24．地域高齢者支援事業                             

（１）配食サービス事業 

「食」に関して支援が必要になったひとり暮らし高齢者（昼間独居の高齢者も含む）や、高齢者

のみの世帯の人に対し、地域担当のデイサービスセンター職員等が自宅を訪問し、心身の状況、生

活環境等を把握しながら食関連サービスの利用調整を定期的に行い、配食サービスを訪問実施する

ことにより、食生活の安定と改善を通して健康の維持向上及び高齢者の安否確認を行った。 

委託料 6,870,020円   配食用食器購入  158,220円   

＜配食サービス事業実績一覧＞ 

委 託 先 登録者数※（人） 配食数（食） 委託料（円） 

（福）博光福祉会 
寿里苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

83 6,321 1,991,510 

（福）長野社会福祉事業財団 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふれあいの丘 

85 4.824 1,529,440 

（福）天聖会 
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ翠浩苑 

49 3,745 1,234,950 

（福）楠黄福祉会 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ泰昌園 

49 2,904 918,240 

（福）博光福祉会 
寿里苑加賀田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

58 3,553 1,135,430 

 まごころ弁当河内長野店 
（※H28.5新規） 

10 175 54,250 

（株）シニアライフクリエイト 
   宅配クック 123 南河内店 

（※H28.4末廃止） 
0 20 6,200 

計 334 21,542 6,870,020 

 

（２）成年後見制度利用支援事業 

市長申立てにより成年後見制度を利用している低所得の高齢者に対して、成年後見人への報酬を

助成した。また、市長申立てのほか、地域包括支援センターと連携し、親族による申立て手続きの

支援を行った。 

・報酬助成 １件   扶助費 336,000円 

 

（３）住宅改修指導事業 

高齢者が住宅の改修を行う際、安全に生活できるよう、作業療法士による住宅改修に関する助言、

指導、相談を行った。    

・相談実施件数 ２ 件    報償費 70,000円 
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25．介護保険任意事業                             

（１）介護給付等適正化事業 

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、不適切な給付を削減することを通じ、

介護保険制度の信頼感を高め、介護給付費の増大を抑制し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、事業ごとに点検・調査等を行った。 

 

① 適正化事業及び実施内容 

適正化事業 実施内容 

要介護認定の適正化 更新及び区分変更申請全件点検実施 5,288件、認定調査員研修実施 

ケアプラン点検 点検件数 131件  

住宅改修の適正化 申請件数 645件、工事完了後調査 36件 

福祉用具購入・貸与調査 購入件数 552件、貸与内容確認件数 357件 

医療情報の突合 対象件数 118件、過誤申立て件数 40件、過誤金額 141,407円 

縦覧点検 毎月点検、過誤申立て件数 62件、過誤金額 350,163円 

介護給付費通知 通知件数 年３回、通知人数 15,537名 

給付実績の活用 事業所への照会件数 40件 

 

（２）介護相談員派遣事業 

介護保険サービスの質的な向上を目的として、介護相談員が定期的（各施設などに月に 2回程度）

に介護サービス提供の場を訪れ、利用者と事業者との橋渡し役となって、利用者の疑問や不安・不

満に対応し、サービスの改善を図った。 

介護相談員登録者数 ３１人         派遣先事業所  特別養護老人ホーム等 ３３箇所 

＜派遣先事業所＞ 

事業所名 特養 老健 通所 
短期

入所 
特定 小規模 ＧＨ 有料 

寿里苑 ○  ○ ○     

ふれあいの丘 ○  ○ ○     

慈恵園希望の丘 ○  ※○ ○     

あかしあ  ○ ○      

てらもと総合福祉センター  ○ ○      

生登福祉ケアセンター ○  ○      

泰昌園 ○  ○ ○     

寿里苑フェリス  ○ ○      

オーパス・翠浩苑   ○  ○    

くみのき苑 千寿   ○   ○ ○  

クローバーの丘 ○  ○ ○     

美加の台生登福祉ケアセンター ○   ○     

寿里苑フルール ○  ○      

さくらの杜 千代田        ○ 

                                ※認知症対応型通所介護 
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（３）住宅改修支援事業 

居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に対して、介護支援専門員等介護保険の住宅改修

について専門性があると認められる者が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申

請に係る理由書を作成した場合について、１件につき２千円の補助を行った。 

① 支給件数及び補助金額 

作成者 支給件数 補助金額（円） 

介護支援専門員 ３４ ６８，０００ 

福祉住環境コーディネーター １８ ３６，０００ 

合計     ５２ １０４，０００ 

 

 

26．介護給付費準備基金積立金                         

（１）介護給付費準備基金 

介護給付費準備基金は、介護保険事業における保険給付の増加などによる財政需要に対応し、介

護保険財政の年度間の均衡を保つことを目的として設置している。 

介護保険の給付に要する費用に不足が生じた場合は、これを財源として取り崩して介護保険特別

会計歳入に繰り入れ、剰余金が生じた場合は、同基金への積み立てを行い、計画期間中の財政運営

を確保する他、次期計画期間における保険料の軽減化に充てる。 

 

（２）介護給付費準備基金への積み立て 

第６期介護保険事業計画期間（平成 27～29年度）においては、介護保険料の上昇を抑えるため、

第５期介護保険事業計画期間（平成 24～26 年度）に生じた剰余金を充当することとしていたが、

認定者数が想定よりも減少したことや、施設等の整備時期が計画よりも遅くなったことなどから、

平成 27年度においては剰余金が生じ、介護給付費準備基金への積み立てを行った。 

① 介護給付費準備基金の状況 

区  分 金額（円） 内  訳 

平成 27年度末基金現在高① 196,982,751   

平成 28年度基金積立金② 131,884,247 

平成 27年度決算剰余金    142,426,531円 

介護給付費準備基金利子      785,525円  

国・府・市・支払基金精算金 △11,327,809円 

平成 28年度末基金現在高 

     （①＋②） 
328,866,998 

 

 

 

27．償還金                               

（１）償還金の内容 

国や大阪府、社会保険診療支払基金から受ける介護給付費負担金、介護給付費交付金、地域支援

事業交付金、低所得者保険料軽減負担金については、決算見込額に基づき当該年度に交付され、決

算額確定後の翌年度において、精算を行う仕組みとなっている。 

 

（２）介護給付費負担金等の精算 

平成２７年度で交付を受けた介護給付費負担金および介護給付費交付金について精算を行った。 
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                                 （単位 円） 

 所要額 受入済額 精算額 備考 

国庫負担金 1,601,237,443 1,599,568,248 1,669,195 追加交付 

府費負担金 1,204,049,339 1,203,410,077 639,262 追加交付 

支払基金交付金 2,416,862,459 2,424,190,000 △7,327,541 返還 

 

（３）地域支援事業費交付金の精算 

平成２７年度で交付を受けた地域支援事業費交付金について精算を行った。 

                                 （単位 円） 

 所要額 受入済額 精算額 備考 

国交付金 55,546,821 59,730,590 △4,183,769 返還 

府交付金 27,773,410 29,865,295 △2,091,885 返還 

支払基金交付金 9,881,361 9,911,000 △29,639 返還 

 

（４）低所得者保険料軽減負担金の精算 

平成２７年度で交付を受けた低所得者保険料軽減負担金について精算を行った。 

                                 （単位 円） 

 所要額 受入済額 精算額 備考 

国庫負担金 10,359,492 10,361,208 △1,716 返還 

府費負担金 5,179,746 5,180,604 △858 返還 

市費負担金 5,179,746 5,180,604 △858 返還 
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決算書掲載頁 425 

後期高齢者医療特別会計 
 

後期高齢者医療制度は、高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるようにするため、国民

皆保険を堅持しつつ、増大する医療費を安定的に賄う、持続可能な制度を構築することを目的とし、

その上で現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度となるよう、平成 20

年 4月から、老人保健制度に代わる独立した医療制度として創設された。 

この制度は、財政基盤の安定化を図るため、都道府県単位で全ての市町村が加入して設置する後

期高齢者医療広域連合が運営主体となって行うこととされ、大阪府では「大阪府後期高齢者医療広

域連合（平成 19年 1月 17日設置）」が運営している。 

本市では、高齢化がさらに進み、特に人口に占める後期高齢者の構成比が上昇し続け、平成 32

年度末では、前期高齢者よりも割合が高くなり、平成 37年（2025年）には、いわゆる「団塊の世

代」が 75歳以上を迎え、急増が予想される。 

 

１．後期高齢者医療窓口事業                       

広域連合では、後期高齢者医療事務（被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の

賦課、医療給付等）を行い、本市では、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務を行

った。 

後期高齢者医療特別会計は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき設置し、主に保険

料の収支（徴収及び広域連合への納付）及び管理的経費を計上している。 

 

平成 29年 3月末 被保険者数 15,963人 

 

（１）後期高齢者医療窓口事業 

後期高齢者医療制度の運営全般は、大阪府内の全ての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療

広域連合」が行い、各種申請や届出の受付などの窓口業務を市において次のとおり行った。 

 ○被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

 ○被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し 

 ○被保険者証及び被保険者資格証明書の返還の受付 

 ○後期高齢者医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し及び返還の受付 

 ○保険料に関する申請の受付 

 

（２）制度のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者 医療機関等 

被保険者証の提示 
一部負担金の支払 

診療 

市町村 
広域連合 

（全市町村が加入） 

情報提供 
徴収保険料の納付 

被保険者証の交付 
 

被
保
険
者
証
の 

引
渡
し 

保
険
料
の
納
付 

各
種
届
出
や
申
請 

医
療
費
の
請
求 

医
療
費
の
支
払 
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２．後期高齢者医療保険料徴収事業                    

（１）後期高齢者医療保険料徴収事業 

後期高齢者医療制度は、75 歳以上の方々の医療を国民皆で支えるしくみであり、医療にかかる

費用のうち、窓口負担を除く部分について、公費（約 5割）、現役世代（75歳未満の方）からの支

援金（約 4割）、被保険者からの保険料（約 1割）によって負担した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療制度の財源のうち、約 1割は、被保険者から徴収される保険料で賄われる。保険

料は、広域連合が被保険者個人単位で賦課し、市が徴収した。保険料は所得に応じて賦課される「所

得割」と受益に応じて等しく賦課される「被保険者均等割」により構成されており、さらに低所得

者等への軽減措置が設けられている。    

保険料の徴収は、主に年金からの特別徴収により次のとおり行った。 

 

① 現年度分 

区   分 調定額 収納額（還付未済額含まない） 収納率 

特別徴収分 897,279,284円 897,279,284円  100.00％ 

普通徴収分 594,733,863円 587,557,025円 98.79％ 

計 1,492,013,147円  1,484,836,309円 99.52％ 

 

② 過年度分 

区   分 調定額 収納額（還付未済額含まない） 収納率 

特別徴収分 0円  0円 ― 

普通徴収分  11,771,326円  4,388,220円 37.28％ 

計  11,771,326円  4,388,220円 37.28％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 後期高齢者にかかる医療費負担のしくみ 】 

被保険者の保険料 約 1割 

後期高齢者支援金 
【現役世代（75歳未満の方）の 
保険料】  約 4割 

 

公費 約 5割 
 

＜負担比率＞ 

国：都道府県：市町村 

＝4：1：1 

窓口負担 
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３．後期高齢者医療広域連合納付金                    

（１）後期高齢者医療広域連合納付金 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約第 17 条に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合が行う後

期高齢者医療に要する費用に充てるため、高齢者の医療の確保に関する法律第 105条に定める市が

納付すべき額（市が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額）を納付した。 

 

① 保険料市町村負担金         1,487,159,021円 

 

② 後期高齢者医療保険基盤安定負担金    251,799,053円 

低所得者や被用者保険の被扶養者の保険料軽減部分に係る財源を大阪府と市が 3：1の割合で

負担し、一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰り入れた後、広域連合に納付した。 
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