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令和元年度介護保険事業報告について 

 

１ 報告趣旨 

令和元年度の介護保険事業の概要について、報告するものである。 

 

２ 報告内容 

 令和元年度介護保険事業報告  

（1）被保険者の状況、認定審査、保険料、保険給付、介護サービス提供時等の事故報 

告状況 (資料 4-2 参照) 

（2）第７期介護保険事業計画 計画値との対比 （資料 4-3 参照) 

 

３ その他（報告資料の補足説明） 

 

    資料 4-2 について  

1.被保険者の状況  

（1）第１号被保険者のいる世帯数について 

        令和元年度は前年度比 1,517 世帯増の 105,384 世帯となっている。 

       （2）第 1 号被保険者数について 

        令和元年度は前年度比 2,056 人増の 150,804 人となっている。 

       65 歳以上 75 歳未満の方については 469 人減の 74,087 人、75 歳以上の 

方については前年度比 2,525 人増の 76,717 人となっている。 

        令和元年度より第 1 号被保険者の中で 75 歳以上の後期高齢者の人数が過 

半数を超えていることがわかる。 

 

    2.認定審査 

      （5）認定者数について 

       令和元年度は前年度比 874 人増の 28,728 人となっている。 

        ※第 1 号被保険者数の増とともに認定者数も増加傾向となっている。   

 

    4.保険給付 

        (4)介護サービス利用者数について 

        介護サービス利用者数の総数について、令和元年度は、前年度比 30,222 人 

増の 644,019 人となっている。 

内訳についてみると、介護サービス等諸費の居宅介護サービスの 7 行目、「福 

祉用具貸与」について、令和元年度は、前年度比 3,656 人増の 87,720 人とな 
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っている。また、その 5 行下のその他サービスの「居宅療養管理指導」について、 

令和元年度は、前年度比 7,926 人増の 80,042 人となっている。 

次に、施設介護サービスの 1 行目「介護老人福祉施設」について、令和元年度 

は、前年度比 903 人増の 26,092 人となっている。施設数に変更はないため、 

八王子の被保険者の利用者数が多くなったことなどによるものと考えられる。一

方、「介護療養型医療施設」について、令和元年度は、前年度比 228 人減の

5,735 人となっている。これは、施設の「介護医療院」への転換に伴うことなどが

考えられる。 

 介護サービス等諸費の一番下の「居宅介護支援（ケアプラン作成）」について、 

令和元年度は、前年度比 4,900 人増の 133,500 人となっている。 次に、介護 

予防サービス等諸費の介護予防サービスの「介護予防通所リハビリ」について、 

令和元年度は、前年度比 724 人増の4,057 人となっているほか、「介護予防福 

祉用具貸与」について、令和元年度は、前年度比 1,572 人増の 18,042 人とな 

っている。また、一番下の「介護予防支援（ケアプラン作成）」について、令和元年 

度は、前年度比 2,009 人増の 22,665 人となっている。 

（5）保険給付額  

   保険給付額の総額について、令和元年度は、前年度比17億3,878万円増の 

  374 億 2,150 万円となっている。 

   内訳についてみると、上段の介護サービス等諸費の居宅介護サービスの５行 

目、「通所介護」では、対前年度比 2 億 2,701 万円増の 40 億 1,196 万円とな 

っている。また、その他サービスの２行目「特定施設入居者生活介護」について、 

令和元年度は前年度比 1 億 4,539 万円増の 28 億 4,663 万円となっている。 

また、施設介護サービスの「介護老人福祉施設」について、令和元年度は、前 

年度比 3 億 7,393 万円増の 70 億 942 万円となっている。一方で「介護療養 

型医療施設」について、令和元年度は、前年度比 6,968 万円減の 22 億 371 

万円となっている。 

 次に下段の介護予防サービス等諸費の介護予防サービスの 6 行目「介護予防 

通所リハビリ」では、対前年度比2,332万円増の1億3,262万円となっている。 

また、その下の「介護予防福祉用具貸与」について、令和元年度は、前年度比

1,473 万円増の 9,267 万円となっている。 

 

5.介護サービス提供時等の事故等報告状況について 

（1）事業所種別報告件数について 

  合計件数について、令和元年度は、前年度比 111 件増の１，０６４件となっている。 

※件数が増えているが、これは、集団指導や指定事業研修等で事故報告の徹底に 

ついて周知を図っていることも要因の一つであると考えている。 
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（2）事業種別事故発生原因について 

事故発生原因について、一番多いのが、骨折・打撲等で６５０件、誤薬で２５３件、

職員の不注意等が９４件等となっている。 

 死亡事故については、( )で内書きで表示してあり、「骨折・打撲等」によるもの３ 

件、「誤嚥・誤飲・異食」によるもの９件など合計１４件となっている。 

    

資料 4-3 について 

   第７期介護保険事業計画 計画値との対比 

1． 被保険者数等の状況について 

令和元年 10 月 1 日現在の総人口は、562,828 人で、平成 29 年度より 710

人減となっている。また、令和元年 10 月 1 日現在の高齢者人口は 150,848 人で、

平成 29 年度より 4,253 人増となっている。令和元年 10 月 1 日現在の高齢化率

は 26.80％で、平成 29 年度より 0.79％増となっている。 

 以上のことから総人口は減少しているが、高齢者人口及び高齢化率は増加傾向

にあることがわかる。 

第 1 号被保険者数については、計画値 148,542 人と比較し、1,290 人増の

149,832 人となっている。 

要支援・要介護認定者数については、計画値 28,815 人と比較して 267 人減の

28,548 人となっている。内訳を見ると、要支援認定者数は、709 人減の 8,534

人、要介護認定者数は、442 人増の 20,014 人となっている。 

 表の一番下の「認定率」については、計画値の 19.06％に対し、0.41 ポイント減の

18.65％になっており、実績値では少し数値は低い状況になっている。 

 

2.保険給付費について 

 保険給付費は全体で計画値と比較し 98.3％の執行率となっており、全体では、

ほぼ、計画通りに執行できたものと考えている。 

 介護給付の中では、（1）居宅サービスについて、計画値より 8 億 7,253 万円減の

149 億 7,444 万円となっている。一方、（3）施設サービスについて、計画値より 5

億 898 万円、4.1％増の 129 億 2,720 万円となっている。施設数は、計画値と変

わっていないので、施設の八王子市の被保険者の利用率が計画値より高かったこ

とが考えられる。介護給付全体では、計画対比 98.4％の執行率となっており、ほぼ、

計画通りに執行できたものと考えている。 

 次に、予防給付の（3）の介護予防支援（これはケアプラン作成）について、計画値

の 9,518 万円より 1,525 万円増、16％増の 1 億 1,042 万円となっている。予防

給付全体では、計画対比 98.1％の執行率となっており、ほぼ、計画通りに執行でき

たものと考えている。 


