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序 章 取組方針の策定にあたって 

 

１ 取組方針策定の趣旨 

○ 介護保険制度は、高齢者の尊厳の保持と自立支援を理念に介護の問題を社会全体で支

え合う社会保険のしくみとして、平成12年(2000年)４月に開始しました。 

○ その後18年が経過し、制度の定着が進むとともに、要介護（要支援）認定者やサービ

ス利用者は年々増加してきました。家族介護の負担を軽減する一方で、介護給付費の急

激な増大や不適切事業者の存在、さらには介護サービスの利用が必ずしも要介護（要支

援）者の自立支援につながっていないのではないかとの課題が指摘され、真に介護サー

ビスを必要とする高齢者に適切なサービス提供が行われているか、適切なケアマネジメ

ントが実施されているかといった検証が求められるようになりました。 

○ こうした中、介護保険の信頼性を高めるとともに、持続可能な制度として安定的に運

営するためには、介護給付適正化に向けた取組が必要であることから、平成20年(2008

年)３月に「滋賀県における介護給付適正化のための取組方針」（以下「取組方針」とい

う。）を策定しました。 

○ その後、第２期（平成23年度(2011年度)～平成26年度(2014年度)）、第３期（平成27

年度(2015年度)～平成29年度(2017年度)）と引き続き取組方針を策定し、介護給付適正

化に向けた取組を継続して実施してきたところです。 

○ 今後、高齢化がますます進展すると見込まれる中、高齢者が自立した生活を営むこと

ができるよう適切なサービスを提供する基盤を整えることが一層求められており、介護

給付適正化の重要性はさらに高まると考えられます。 

○ 平成29年度(2017年度)には、介護保険法等の改正（地域包括ケア強化法）により、高

齢者の自立支援・重度化防止に向けた市町の保険者機能強化の充実と、市町の取組を都

道府県が支援することが制度上明確に示されました。 

○ この法改正の趣旨に沿って、国からは「『第４期介護給付適正化計画』に関する指針」

（以下「国指針」という。）が示されており、滋賀県ではこれら国の動きを踏まえつつ、

これまでの介護給付適正化の取組状況を確認するとともに、平成30年度(2018年度)以降

の取組をさらに推進するため、本取組方針を策定するものとします。 

 

２ 取組方針の位置づけ（介護給付適正化計画および介護保険事業支援計画との関係） 

○ 介護保険法の規定では、都道府県介護保険事業支援計画において、介護給付等に要す

る費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事

項およびその目標を定めることとし、これを都道府県の介護給付適正化計画としていま

す。 
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○ このため、滋賀県の第４期介護給付適正化計画として必要な事項は、第７期介護保険

事業支援計画である「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」（以下、「レイカディアプ

ラン」という。）において定めることとしており、第３章第６節「介護保険制度の安定

的運営と市町支援」がこれに当たります。 

○ さらに、介護給付適正化に向けた取組の詳細を示すため、本取組方針を策定するもの

です。 

 

３ 取組方針の実施期間 

○ 本取組方針は、滋賀県における第４期介護給付適正化計画であるレイカディアプラン

を補足するものとの位置づけであるため、レイカディアプランと同じく平成30年度

(2018年度)から平成32年度(2020年度)を実施期間とします。 

 

  

【参考】介護保険法第118条 

２ 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 （省 略） 

二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状

態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費

用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項 

三 前号に掲げる事項の目標に関する事項 

 

【参考】「介護給付適正化計画」に関する指針（抜粋） 

（平成29年(2017年)７月７日厚生労働省老健局介護保険計画課長通知） 

４．都道府県介護保険事業支援計画との関係 

介護保険法第118条第２項第２号及び第３号の規定により、都道府県介護保険事業支援計画にお

いて、介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施

策に関する事項及びその目標を定めるものとされている。 

このため、都道府県介護給付適正化計画は、基本指針及び本指針を踏まえ、第７期介護保険事業

支援計画（以下「第７期事業支援計画」という。）において、定めるものとする。 

なお、都道府県介護給付適正化計画は、第７期事業支援計画とは別に定めても差し支えないが、

この場合、第７期事業支援計画と整合の図られたものとすること。 
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第１章 介護給付を取り巻く状況 

 

１ 要介護等認定者の状況と推計 

(1) 要介護等認定者数と認定率の推移 

○ 要介護（要支援）認定者の総数は、平成28年度(2016年度)末で61,135人と、平 

成12年度(2000年度)の制度創設時と比較して約2.6倍に増加しています。 

○ 65歳以上の第１号被保険者の認定率は、以前は年々高まっていたものの、近年

は横ばいで推移しています。全国平均（約18.0％）との比較では、平成28年度

(2016年度)末で約0.9ポイント低い17.1％となっています。 

 

図１ 要介護（要支援）認定者数と認定率の推移（65歳以上）      [単位：人・％] 

出典：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 認定者数は各年度末現在（H28 年度は暫定値） 

 

(2) 平成28年度末(2016年度末)の圏域別の要介護等認定者数と認定率 

○ 平成28年度末(2016年度末)の第１号被保険者（65歳以上）の認定率は、大津圏 

域、湖北圏域および湖西圏域が18％を超えていますが、湖南圏域と東近江圏域は

15％台となっています。 

○ 平成28年度末(2016年度末)の第１号被保険者（75歳以上）の認定率は、大津圏 

域では35.1％、東近江圏域では28.8％、その他の圏域では31％台となっています。 
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図２ 圏域別の要介護等認定者数と認定率（65歳以上）        [単位：人・％] 

 
 

図３ 圏域別の要介護等認定者数と認定率（75 歳以上）         [単位：人・％] 

 
出典：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 

 

(3) 今後の要介護等認定者数と認定率の推計 

○ 今後の要介護(要支援)認定者数は、平成32年度(2020年度)で67,000人を超え、 

平成29年度(2017年度)と比べると、約7,000人の増加が見込まれます。 

○ 平成37年(2025年)には認定者は約78,000人、認定率は20.6％となると推計され

ます。 

表１ 滋賀県における要介護認定者数と認定率の推移                [単位：人・％] 

 
出典：地域包括ケア「見える化システム」(厚生労働省)による滋賀県内市町の推計値の合計値 

    時点は各年9月30日時点の数値のため、図１の数値と差が生じている 
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図４ 滋賀県における要介護等認定者数と認定率(第１号保険者)の推移   [単位：人・％] 

 
出典：地域包括ケア「見える化システム」(厚生労働省)による滋賀県内市町の推計値の合計値 

    時点は各年9月30日時点の数値のため、図１の数値と差が生じている 

 

 

２ 介護保険制度の運営の状況 

(1) 介護サービス利用状況 

○ 介護保険制度がスタートした平成12年(2000年)当時、滋賀県の介護サービス利 

用者数は18,940人でしたが、平成28年度(2016年度)末には、58,467人になりました。

制度の定着が進んだことやひとり暮らし高齢者の増加などにより、高齢者の増加以

上に利用者は増えています。 

 

図５ 滋賀県の介護サービス利用者数の推移（各年３月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：介護保険事業状況報告 
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(2) 介護給付費・介護保険料の状況 

○ サービス利用者数の増加に伴い、介護費用も増加しています。滋賀県の介護給 

付費は、平成12年度(2000年度)の約281億円から、平成28年度(2016年度)には約914

億円であり、約3.3倍と大幅に増えています。 

○ 滋賀県の第１号保険者が支払う介護保険料基準額（各市町の加重平均）は、こ

れまで全国平均より低い水準でしたが、平成27年度(2015年度)からの第６期の介護

保険事業(支援)計画期間においては、全国平均を上回っています。 

 

図６ 滋賀県の介護給付費(標準給付費)の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 介護保険料基準額<第1号保険者・月額>の推移             単位：円 

 第1期 

H12～

H14 

第2期 

H15～

H17 

第3期 

H18～

H20 

第4期 

H21～

H23 

第5期 

H24～

H26 

第6期 

H27～

H29 

第 7 期 

H30～ 

 H32 

滋賀県 2,695 3,148 3,837 3,971 4,795 5,563 5,973 

全 国 2,911 3,293 4,090 4,160 4,972 5,514   5,869 
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第２章 主要５事業の実施状況等 

 

１ 介護給付適正化に向けた主要５事業の実施状況について 

第３期取組方針において、適正化事業の実施目標として、「第３期中に、主要５事業

をすべての保険者で実施されるよう働きかけるとともに、事業内容の質の向上を図る」

ことを掲げてきました。その実施状況は以下のとおりであり、目標達成には至っていま

せん。 

 

表３ 介護給付適正化に関する事業の実施率（滋賀県・全19保険者(市町)） 

 
 

 

２ 保険者の取組状況および課題 

各保険者における主要５事業の取組状況および課題については、以下のとおりです。 

 

(1) 要介護認定の適正化（認定調査状況チェック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度

(2015年度) (2016年度) (2017年度)

実施
保険者数

割合
実施

保険者数
割合

実施
保険者数

割合

要介護認定の適正化

※１ 認定調査状況チェック 19 100% 18 94.7% 18 94.7%

ケアマネジメント等の適切化

※２ ケアプランの点検 12 63.2% 15 78.9% 17 89.5%

※３ 住宅改修等の点検 16 84.2% 14 73.7% 16 84.2%

サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化

※４ 介護給付費通知 17 89.5% 17 89.5% 19 100.0%

※５「医療情報との突合」・「縦覧点検」 17 89.5% 18 94.7% 19 100.0%

（注） ※の5事業を主要適正化事業といいます。

要介護認定の適正化 

・ 指定居宅介護支援事業所等に委託している区分変更申請・更新申請にかかる認定調査の結

果について適正化を図るため、市町職員による点検を実施する。 

・ 各保険者の要介護認定について、一次判定から二次判定の軽重度変更率の地域差および保

険者内の合議体間の差等について分析を行い、平準化すべき要因を検討し、勉強会や研修会

などを実施するなど適正化に向けた取組を行う。 

・ 国保連合会の介護給付適正化システムによって出力される給付実績を活用し、不適切な給

付や事業者を発見し、介護費用の効率化を図る。 

 

［参考］活用頻度が高い帳票 

・介護支援専門員あたり給付管理票作成状況一覧表 

・支給限度一定割合超一覧表 

・福祉用具貸与費一覧表 

・認定調査状況と利用サービス不一致一覧表 

・受給者別給付状況一覧表 
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要介護認定調査の直営化（新規、更新、変更の認定調査をすべて市町職員等が直営

で実施）または委託認定調査に対する事後点検の取組は、平成27年度(2015年度)は

19保険者すべてで実施されていましたが、平成28年度(2016年度)および平成29年度

(2017年度)は、18市町での実施であり、実施割合は94.7％に減少しました。 

調査員とは別の職員が事後点検を行うことで、特記事項の不明瞭な点などが明らか

になったり、調査員間のミーティングを定期的に行うことで共通理解ができたりす

るなど、認定調査の平準化が図れた保険者がありました。 

なお、平成30年(2018年)４月以降、要介護認定の簡素化※が図られることとなりま

したので、認定調査員や市町職員の役割が大きくなることから、認定の平準化に向

けて、一層の資質向上を図る必要があります。 

 

(2) ケアプランの点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアプラン点検に取り組む保険者数は、平成27年度(2015年度)は12（実施割合

63.2％）、平成28年度(2016年度)は15（同78.9％）、平成29年度(2017年度)は17（同

89.5％）と増加しています。 

ケアプラン点検には一定の専門性が必要であり、分析に時間を要するとともに、対

象件数が膨大で、人員の確保が難しいといった意見や、膨大な給付実績データから

点検が必要なものを選定することが容易ではないといった意見があります。 

一方で、介護支援専門員（ケアマネジャー）の気づきを促し、適正な給付につなが

ることや、サービスが適正に利用されていることの確認ができ、介護支援専門員の

意識向上が図れ、また、本人や介護者の生活状況等を併せて確認できることで、虐

待や介護放置等の状況把握に役立つといった意見が見られました。 

また、国保連合会のケアプラン分析システムを活用し、特異性が見られる事業所等

                            
※ 要介護認定の簡素化…更新認定の有効期限の上限を、現行の 24 か月から 36 か月に延長することが可能

となります。また、長期間状態が安定している者について、コンピュータによる一次判定結果どお

りの要介護度を審査判定結果とすることが可能となり、認定審査会の簡素化が図られました。 

ケアプランの点検 

・ 利用者の自立支援に資する適切なケアプランであるかに着目したケアプラン点検を実施す

る。 

・ 「ケアプラン点検支援マニュアル」や国保連合会介護給付適正化システム、国保連合会が

独自に提供するケアプラン分析システムにより提供される帳票等の活用、点検に携わる職員

のケアマネジメントに関する研修会等への参加を促すなど、点検の充実を図る。 

・ 地域ケア会議で、関係者を交えてケアプランの事例検討を行うなど、ケアプランの質の向

上を図る。 

・ 近年増加が顕著なサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の高齢者向け住まいの

入居者に焦点を当てたケアプランの点検を実施する。 
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を抽出できるデータを各保険者に対して提供するなど、効果的なケアプラン点検が

実施できるよう支援しています。 

なお、点検には、介護報酬に関する知識とケアマネジャーと同等の能力が求められ

ることから、効果を上げるためには、専門的知識をもった人材を継続的に確保する

ことが課題となっています。 

また、相当数のケアプランを点検するには、多くの時間と手間を要することから、

事業の継続または点検対象を拡大するためには、それに見合った実施体制の確保が

課題です。 

ケアプラン点検の目的は、受給者が真に必要とするサービスを確保するとともに、

その状態に適していないサービス提供を改善することですので、過誤申立てだけで

なく、点検することによって、ケアプランの改善につながったかどうかをいかに検

証するかが課題となっています。 

 

(3) 住宅改修等の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度(2017年度)に、住宅改修の点検と福祉用具購入・貸与調査のいずれかを

実施している保険者数は16（実施割合84.2％）でした。 

住宅改修の点検にあたって、改修内容を決定する前に、介護支援専門員、施工事業

者と作業療法士が現地で一緒に検討し、適切な改修となる取組をしている事前の訪

問調査を福祉住環境コーディネーターや理学療法士などの専門的知識を有する者に

より全件実施し、その場で改修の指導や助言を行うなどの取組の推進を図っている

例が見られました。 

また、改修費が高額なものや大規模なものに絞って事前調査を実施するなど、限ら

れた体制のなかで、効率的に取り組んでいる保険者がありました。 

なお、住宅改修は事前申請されますので、その時に改修の必要性や居宅サービス計

画等との整合性、見積書による工事内容や金額の妥当性について検討することにな

りますが、給付担当者だけでは判断が難しい状況にあります。 

住宅改修等の点検 

・ 改修工事施工前に住宅改修申請者宅の実態調査や工事見積書の点検等を行うとともに、施

工後の訪問調査や竣工写真等により、住宅改修の施工状況の点検を行う。 

・ 改修費が高額なもの、改修規模が大きく複雑なもの、提出書類や写真からは現状がわかり

にくいケース等に留意しながら、必要に応じて理学療法士等のリハビリテーション専門職種

等の協力を得て点検を推進する。 

・ 福祉用具利用者に対する訪問調査等を行い、福祉用具の必要性や利用状況等を確認する。 

・ 国保連合会介護給付適正化システムから提供される福祉用具貸与等に関する帳票を活用

し、適切な利用であるかの検討を行う。 
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また、工事完成後の点検についても申請どおりに施工されているかを確認する専門

知識が必要となり、事務担当者だけでは困難が生じています。 

申請件数が多いので、理学療法士等のリハビリテーションに関する専門知識を有す

る者等を含めた専門的な実施体制の確保が課題となっています。 

福祉用具貸与については、単に要介護度の区分だけでなく利用者の実態を把握した

うえでないと真に必要かどうか判断できないことが多くあります。現地確認などの

実態把握のための人員体制や専門性を有する職員の確保が課題となっています。 

 

(4) 介護給付費通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度(2017年度)において、介護給付費の通知は、全19市町で取り組まれてい

ます。１保険者あたりの通知対象月数は、平成28年度(2016年度)は7.4月となってい

ます。 

また、多くの保険者において、国保連合会に通知書の作成を依頼し、市町で発送を

行うという方法を取っており、効率的に実施されています。 

通知することにより、サービス利用状況や自己負担額についての利用者の認識を高

め、また介護サービス事業所の不正請求防止へつなげることができたとする保険者

がありますが、発送に要する費用や手間がかかる一方で適正化の効果が見えにくい

との指摘もあります。 

保険者によっては、通知後に受給者からの問い合わせの多いケースがあるため、単

に通知書を送付するだけでなく、利用者に分かりやすい通知内容に改めたり、通知

回数や通知時期を工夫したりするなどの対応が必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

介護給付費通知 

・ 利用者本人や家族に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等を通知す

ることであり、事業所等への牽制効果が期待される。 

・ 通知にあたっては、 

(1) 通知の範囲を効果の期待できる対象者・対象サービスに絞り込む 

(2) サービスを見直す節目となる認定の更新・変更の時期など利用者の理解を求めやすい

よう送付時期を工夫 

(3) 通知内容の理解を進めるため、説明文書やＱ＆Ａの同封 

など、単に通知を送付するだけでなく、効果があがる実施方法となるよう工夫することが望

ましい。 
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 (5) 医療情報との突合・縦覧点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療情報との突合および縦覧点検に取り組む保険者数は、平成27年度(2015年度)は

17（実施割合89.5％）、平成28年度(2016年度)は18(実施割合94.7％)、平成29年度

(2017年度)は19（実施割合100.0％）となっています。 

縦覧点検では、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況を確認し、提供

されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行っています。医療情報

との突合では、受給者の医療情報と介護保険の給付状況を突合し、給付日数や提供

されたサービスの成功性の点検が行われています。 

主要５事業の中では、過誤申立て等につながることなどから、金額的な効果が見え

やすい事業であり、また国保連合会に委託することで、より効率的な対応ができて

いると言えます。 

なお、保険者においては、国保連合会から提供される医療給付情報突合リストを基

に、介護給付と医療給付の内容を確認し、介護給付に疑義がある場合は過誤調整処

理を行うこととなりますが、担当職員の業務習熟に時間がかかることが課題となっ

ています。 

 

  

医療情報との突合・縦覧点検 

・ 国保連合会介護給付適正化システムから提供される医療情報と介護保険の給付情報との突

合や、複数月にまたがる請求明細書の内容の確認を行い、二重請求の有無や提供されたサー

ビスの整合性の点検を行う。 

・ 点検にあたっては､国保連合会への委託を行い､その点検結果に基づいて過誤調整等を実施

するほか、例えば活用頻度の高い帳票に対象を絞って点検するなど、効率的・効果的な方法

により取組の推進を図る。(※保険者事務共同処理業務として介護給付費縦覧審査処理およ

び医療情報との突合を実施） 

 

［参考］縦覧点検における活用頻度が高い帳票 

・算定期間回数制限チェック一覧表 

・重複請求チェック一覧表 

・居宅介護支援請求のサービス実施一覧表 

・認定期間の半分超え短期入所 

・軽度者の福祉用具貸与一覧 
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第３章 介護給付適正化に向けた今後の取組 

 

１ 今後の取組の方向 

○ 介護給付適正化は、高齢者の尊厳を保持し自立を支援するという観点に立って、介護

給付を必要とする者を適切に認定し、真に必要とする過不足のないサービスを事業者が

適切にサービス提供するよう促すことです。このことが、適切なサービスの確保とその

結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な制度の構

築に資するものであります。 

○ 平成29年度（2017年度）の介護保険法等の改正（地域包括ケア強化法）において、高

齢者の自立支援・重度化防止に向けた市町の保険者機能の充実と市町の取組を都道府県

が支援することが制度上明確に示されました。 

○ こうした観点から、「市町の介護保険事業の安定的な運営のもと、自立支援・重度化

防止の観点に重点を置きながら、必要な人に必要なサービスが適切に提供されている」

ことを目指す姿とし、以下３点を取組方針とします。 

 

取組方針 

 

(1) 地域の実情に応じたきめ細かな市町支援 

地域により高齢化の進展の状況や介護サービスの状況、活用できる資源などはさま

ざまであり、また、介護保険制度運営にかかる市町の人員体制やノウハウには差が

あることから、市町が保険者としての機能を十分発揮するために、県として地域の

実情に応じたきめ細かな支援を行います。 

 

(2) データ分析・活用の支援 

   介護保険事業の保険者である市町がその運営機能を強化し、地域の実情に応じて、

具体的な取組を進められるよう、各種データに基づくＰＤＣＡサイクルを活用した

支援を行います。 

 

 (3) 利用者のサービス選択を可能にする仕組みづくり 

介護サービス事業所などの情報公表を進めるなど、利用者の主体的なサービス選択

を可能にするための仕組みづくりを進めます。 
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２ 具体的な取組内容 

○ ケアマネジメント支援の取組 

(1) 主要５事業を柱とした取組の支援 

・ 「要介護認定の適正化（認定調査状況チェック）」、「ケアプランの点検」、「住宅改

修等の点検」、「介護給付費通知」および「医療情報との突合・縦覧点検」の主要５事

業を柱として、市町の介護給付適正化に向けた取組を促進します。 

 

(2) 国保連合会との連携 

・ 介護給付適正化事業の推進にあたっては、県と国保連合会が必要な協力を行い、一

体的に取り組みます。 

・ 介護給付適正化にかかる各市町の取組状況を把握・分析し共有しながら、市町の取

組を支援します。 

・ 国保連合会との共催により、ケアプラン分析システム の操作方法や分析方法など

の介護給付適正化にかかる研修会を開催し、市町担当職員のスキルアップを図るとと

もに、必要な情報提供を行います。 

・ 「認定調査状況と利用サービス不一致確認票」などの介護給付適正化システムによ

る分析データを保険者に提供することにより、保険者の介護給付適正化の取組を支援

します。 

 

(3) 要介護認定の適正化 

・ 公平・公正な認定調査や審査判定のため、介護認定調査員研修、介護認定審査会委

員研修、意見書を作成する医師への研修および介護認定審査会運営適正化研修などを

定期的に実施し、認定調査の平準化を図ります。 

 

(4) ケアプラン作成の適正化 

・ 主任介護支援専門員研修を実施し、介護支援専門員（ケアマネジャー）への適切な

助言、支援を行う体制を整備し、介護支援専門員の資質向上を図ります。 

・ 市町がケアプラン点検を行う場合、アドバイザー（ケアプラン点検アドバイザー）

の派遣を行います。 

・ 自立支援型の地域ケア会議の開催にあたりリハビリテーション専門職を派遣するな

ど、ケアプラン点検に関する実地支援を行います。 

 

(5) データ分析等を踏まえた介護給付適正化の推進 

・ 市町の介護給付適正化事業の内容を把握し、事業が実施ができていなかったり不十

分であったりする場合は、その課題を把握・分析し改善を図ります。 
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・ 国保連合会と共催で、各保険者のニーズを踏まえた研修や介護給付適正化システム

のデータを活用した実践的な研修などを実施します。 

・  その他、介護給付適正化に向けて、滋賀県内外の好事例や国調査などの情報を積

極的に収集し、市町に提供します。 
 

○ 自立支援・重度化防止等、サービスの質の確保に向けた取組 

 「自立支援・重度化防止等」、「サービスの質の確保」に向けての取組は、介護給付適正

化に関わりの深いことから、以下のとおり推進することとします。 

 

(1) 自立支援・重度化防止等に向けた市町（保険者）支援 

 

① データ分析等を踏まえた地域課題の把握・共有 

ア 地域包括ケア「見える化」システム 等の活用 

・ 地域包括ケア「見える化」システムなどを活用した地域分析を行い、その分析 

結果を分かりやすく市町に提供することで、地域の実情や課題の共有を図ります。 

 

イ 自立支援・重度化防止等に係る取組の実施状況の把握 

・ 県民および市町の介護予防の取組を推進するため、各地域の取組状況を調査・ 

分析するとともに、好事例の普及のため、市町間の情報交換などを進めます。 

 

ウ 市町が行う地域分析への支援 

・ 研修やアドバイザー派遣事業、モデル事業の実施などにより、保険者である市 

町自らがデータなどに基づいた地域分析を実施できるよう支援します。 

・ 市町が地域包括ケア「見える化」システムを有効に活用できるよう、現状分析、

将来推計の操作について研修会などを開催します。 

 

② 地域包括ケアシステムの推進に向けた市町の取組支援 

ア 自立支援・重度化防止、介護予防事業への支援 

・ 研修会の開催、アドバイザーの派遣およびモデル事業の実施などにより、自立 

支援・重度化防止、介護予防を進めるための地域ケア会議の開催を支援します。 

・ 医師会など関係団体と連携し、地域リハビリテーション支援体制について協議 

しながら、専門職派遣ルールの策定、専門職向け研修会、専門職の派遣、モデル事

業の実施などによりリハビリテーション専門職の活躍を促します。 

 

イ 生活支援体制の整備への支援 

・ 市町の生活支援体制整備の取組が充実するよう、生活支援コーディネーターな 
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どの人材の養成を行うほか、情報交換会などを通じて各市町のコーディネーターの

ネットワーク化を推進します。 

・ 地域における支え合い・助け合いの機運が醸成されるよう、県民に対する周 

知・広報を行い、市町が行う支え合いの地域づくりの取組を支援します。 

 

ウ 在宅医療・介護連携への支援 

・ 暮らしを中心とした医療・介護連携の推進に向けて、市町が目指す姿を描きな 

がら多職種・多機関の協働のもとで計画的に推進できるよう、市町に対するヒアリ

ングなどを通じた現状把握を行うとともに、各種情報提供や意見交換を行う場の設

定や必要な研修会の開催、医療福祉アドバイザーの派遣などにより、市町の取組を

支援します。 

・ 市町が地域の課題を踏まえ、課題に応じた対応策を実施できるよう、地域の現 

状把握、課題分析に必要な在宅医療･介護連携に係るデータの提供や分析に対する

支援を行います。 

・ 切れ目のない在宅医療・介護の提供に向けて、健康福祉事務所が中心となって、

圏域の提供体制の構築や地域医師会など関係団体との連携体制づくりを促進します。 

 

エ 認知症施策への支援 

・ 企業などとの見守り協定を通じて、認知症サポーターの養成やキャラバン・メ 

イトの養成を推進します。 

・ 認知症カフェなど、仲間づくりや社会的交流、認知症に対する学習や相談がで 

きる機会を確保し、啓発を強化します。 

・ 市町が実施する、介護者が利用できる社会資源の周知や情報提供をバックアッ 

プします。 

・ 民生委員などの地域住民によるサロンや集まりなどの情報を集約し、発信しま 

す。 

・ 地域住民による小地域単位の見守りネットワーク構築を推進します。 

・ 地域の実情に応じて、認知症の人やその家族を支援する事業の推進役を担う認 

知症地域支援推進員の養成と活動への支援を行います。 

 

③ 市町を支援する体制の強化、職員の専門性向上等 

・ 平成29年度(2017年度)から県の健康福祉事務所に医療福祉連携係を設置したと 

ころであり、地域包括ケアシステムの構築に向け、各圏域における企画調整機能や

市町支援体制の強化を図ります。 

・ 本庁および健康福祉事務所に在籍する県職員が、市町のニーズに応じた支援が 



 - 16 - 
 

的確に行えるよう、専門性や調整能力の向上を進めます。特に、地域包括ケアシス

テムの推進などに関する研修、会議やワークショップなど、外部の取組に積極的に

参画することとします。 

 

 

(2) サービスの質の確保と自立支援に向けた事業所の取組の推進 

・ 事業所の開設予定者や管理者を対象に、介護サービス事業者指定等研修会を実 

施し、介護保険制度の周知並びに法令遵守の徹底を図ります。 

・ 事業所の開設後は、毎年の集団指導により介護保険制度周知を図るとともに適 

切な介護報酬請求の指導を行い、不適正事例発生の未然防止を図ります。 

・ ケアプラン分析システムを活用して、事業所のサービス提供状況を把握し、効 

果的な事業所指導を実施します。 

・ 事業所における苦情処理体制の充実を図るため、実地指導および社会福祉施設 

指導監査において苦情処理体制の整備状況を確認し、体制が十分でない事業者には

指導を行います。 

・ 国保連合会におけるサービス事業者への調査・指導助言を行う苦情処理業務が 

円滑に実施されるよう支援を行います。 

・ 担当職員研修などを通じて、県における指導監査体制の質の向上を図るととも 

に、地域密着型サービス事業者および居宅介護事業所への指導監督を行う市町への

技術的な助言など必要な支援を行います。 

・ 市所管の社会福祉法人の施設指導監査にあたっては、地元市と連携して実施す 

るとともに、市の担当職員に対し法人監査に係る研修会を開催するなど必要な支援

を行います。 

・ 非常災害時における関係機関への通報および連携体制の整備と、定期的な非 

難・救出などの訓練を行うよう、また、防犯に係る安全確保対策を講じるよう指導

を行います。 

・ 感染症の予防や、発生時の早期収拾を図るため、介護サービス事業所の職員に 

感染管理に関する知識と技術の普及を図ります。 

 

(3) サービス選択を可能にする仕組みづくり 

・ 利用者が選択しやすい介護サービスの情報公表に努めます。 

・ 各事業所における従業者などに関する情報について、人材確保の観点からも情 

報発信できるよう支援を行い、雇用管理の取組を推進します。 

・ 通所介護の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービスについて、サー 

ビスの質の担保の観点から、届出の徹底を図るとともに、介護サービスの情報公表
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システムでの公表を推進します。 

・ 介護サービス自己評価に関する情報が、利用者のサービス選択に活用されるよ 

う、各事業者に情報提供を働きかけます。 

・ 社会福祉法人の生計困難者に対する介護サービス利用者負担軽減の取組状況を 

公表し、利用者が介護サービスを利用しやすい環境整備を行います。 

・ 社会福祉法人の生計困難者に対する介護サービス利用者負担軽減の取組が、社 

会福祉法人の社会的役割の一環として一層促進されるよう法人・事業者指導を通じ

て働きかけます。 

 

３ 介護給付適正化事業の実施目標 

○ これまでの介護給付適正化に向けた取組においては、県内すべての保険者が「要介護

認定の適正化（認定調査状況チェック）」､｢ケアプランの点検」、「住宅改修等の点検」、

「介護給付費通知」および「医療情報との突合・縦覧点検」の主要５事業を実施される

よう働きかけるとともに、事業内容の質の向上を図ることを目標としていました。 

○ しかし、平成29年度(2017年度)において、すべての事業をすべての保険者が実施する

には至っていません。主要５事業の実施を目標とし、さらに実施済みの保険者において

は、取組内容の充実を進めます。 

○ なお、各保険者において、介護保険事業の運営にかかる状況はさまざまであり、規模

も異なることから、県においては、これら保険者の状況に応じて必要な支援を行うこと

とします。 

 

● 自立支援・重度化防止等に係る保険者機能に向けて「十分な県の支援がある」と回答す

る市町の数 

H28(2016)年 基準値 H32(2020)年 目標値 H35(2023)年 参考値 H37(2025)年 参考値 

－ 19 市町 19 市町 19 市町 

 （出典）滋賀県医療福祉推進課調査 

 

● 介護給付適正化のための主要５事業すべてに取り組む市町の数 

H28(2016)年 基準値 H32(2020)年 目標値 H35(2023)年 参考値 H37(2025)年 参考値 

10 市町 19 市町 19 市町 19 市町 

 （出典）滋賀県医療福祉推進課調査 

 

● 介護サービス事業者の自己評価の実施率 

H28(2016)年 基準値 H32(2020)年 目標値 H35(2023)年 参考値 H37(2025)年 参考値 

92.0％ 100％ 100％ 100％ 

 （出典）滋賀県医療福祉推進課調査 



 - 18 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】高齢者福祉計画・介護保険事業（支援）計画策定にあたっての県の考え方（抜粋） 

平成 29 年(2017 年)９月４日 滋賀県医療福祉推進課 

(8) 介護給付適正化への取組について 

介護保険法の一部が改正され、市町村介護保険事業計画には介護給付等に要する費用の適

正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとされたと

ころ。 

引き続き「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住宅改修等の点検」、「医療情報

との突合・縦覧点検」、「介護給付費通知」の主要５事業を柱としつつ、介護給付の適正化を

一層推進されたい。 

なお、保険者である市町において適正化事業の目標を設定するに当たっては、事業を実施

すること自体を目的化するのではなく、介護給付の適正化へつなげることを常に留意しなが

らそれぞれの事業を実施する基本的考え方を国の指針を参考に整理し、実施方法や事業実施

の効果・目標を具体的に検討することとする。 


