
事業の進捗状況 今後の方向性

（選択・評価の方法） （選択の理由）

相談件数
達成

訪問件数
達成

・独居や高齢者のみ世帯で近隣に親族や
支援者のいない困難な事例の相談が増
えてきている
・推進員のスキルアップや多職種や関係
機関等連携体制を構築していく必要があ
る

・国や県で開催される研修会等に積極的
に参加し、スキルアップを図る
・関係機関や多職種と連携を図りネット
ワークを構築していく。

見守りを必要とする一人暮らし高齢者は
増加しているが、介護施設への入所や高
齢者向け住宅への住み替えも増えてきて
おり、設置者数は減少傾向にある

今後も民生児童委員との連携を密にし、情
報共有することで、必要な人に事業の周知
を行い、設置へ繋げる

Ｈ32

特に民生児童委員との情報共有や連携
強化が求められている

事業名②
認知症地域支援・ケア向
上事業
　1) 認知症地域支援推進
員

医療・介護・地域等支援機関を
つなぐ連携支援、認知症対象
者・家族を支援する相談業務等

Ｈ32
相談件数　70件
訪問件数　60件

順調に推移（目標達成している）

P97
～

P100

設置率
100％

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

P94
～

P96

事業名①
地域ふれあいネットワーク
会議

行政区単位での見守り活動の
推進

P94
～

P96

基本目標　２　【尊厳ある生活を支援するまちづくり】

施策名３　【認知症高齢者への支援】

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

Ｈ30

 相談件数　81件
 訪問件数  71件
（延訪問件数
             130回）

事業名①
認知症初期集中支援チー
ム事業

認知症の人やその家族への包
括的・集中的な初期支援及び認
知症の早期診断・早期対応への
支援や困難事例への対応等

P97
～

P100

Ｈ27年度に包括支援センターに認知
症地域支援推進員を１名配置したこと
で、相談窓口が明確となり、相談件数
も増えてきており、関係機関との連携
も図れるようになってきている。

認知症の人やその家族が在宅で安
心して生活できるようにしていくため
に必要である

進捗状況に対して
の課題・障壁

・市内全体への横展開が課題
・市民の理解と周知ついての効果的な手
法
・第2層協議体については、当分の間、活
動地区の情報共有の会議を行う

事業名③
シルバー人材センター支
援・助成

高齢者の多様な就業ニーズに
応じ、軽易な就業機会を確保
し、生きがい・社会参加の促進
を図る

事業名②
緊急通報システム推進事
業

65歳以上の一人暮らし高齢者
等の急病・災害等の緊急通報シ
ステムの設置

施策名２　【高齢者見守り施策の推進】

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

Ｈ32 必要数 順調に推移
効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

Ｈ30
設置者数

706人

H27年度から、設置基準を明確にした
うえ、対象者を65歳以上に拡大し、事
業を推進したことにより、必要な人に
設置ができるようになった。

課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

・取組やすいテーマ（例：買い物支援・移動
支援）を切り口として、地域課題を地区に
投げかけていく
・地域で現に活動している人（団体）との情
報共有とアプローチ
・積極的な広報・周知活動

第1層
　　達成
第2層

 ▲4ｶ所
第3層
▲9ｶ所

Ｈ30
設置率
78.5％

H30（117行政区）
H29（114行政区）

　地域の見守りのツールとして必要
不可欠である

▲21.5%
・未実施地区への普及活動ができていな
い

・未実施地区に個別に働きかけ、開催でき
ない理由等を調査する
・地区の活動等をケーブルで紹介する

※加入率＝会員数／65歳以上人口

Ｈ30 加入率：47％

・クラブ数→横ばい傾向
H30（106クラブ）
H29（112クラブ）
・会員数は減少傾向
H30（5,526人）
H29（5,834人）

高齢者の孤立防止、介護予防等の
推進に必要な事業

Ｈ32
組織（入会）率

1.9％
進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

Ｈ30

Ｈ32 加入率：60％

第7期介護保険事業計画（Ｈ30年度）　事業評価シート

Ｈ30

協議体数
第1層→   1ｶ所
第2層→   0ｶ所
第3層→   5ｶ所

・第1層は、「くにさき地域応援協議会
〞寄ろう会〝を設置
・第2層は、圏域（町）単位の協議体が
設置できていない
・第3層は、（竹田津・熊毛・上国崎・旭
日・武蔵西）地区で設置

「共助」・「公助」とともに、地域包括
ケアのケアの主体となる「自助」・
「互助」の力が必要

生活支援サービスの提供体制の構築

(1)生活支援等のサービス提供体制の構
築に向けたコーディネート機能（主に資
源開発やネットワーク構築の機能）を果
たす「地域支え合い推進員」を配置。
(2)支え合う地域づくり活動の推進を図る
ため、協議体を設置し、情報共有と連携
強化づくりを行う。

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

事業名②
老人クラブ支援・助成

高齢者の生きがいづくり・社会
参加、学習等への支援・助成

備考

Ｈ32

協議体数
第1層→  １ｶ所
第2層→  ４ｶ所
第3層→ 14ｶ所

施策名１　【支え合い活動の推進】

基本目標・施策、事業名 事業内容

成果指標等
（32年度）

下段：30年度実績

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

事業名①
生活支援体制整備事業

生活支援サービスの充実
支え合う地域づくり活動の推進

上記の充実・推進を図るため、
社会福祉協議会に業務委託。

地域支え合い推進員
第1層（市全域）          →　1名
第2層（圏域）　           →　3名
第3層（地区公民館）    →　2名

基本目標　１　【参加と協働のまちづくり】

計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

P90
～

P94

差異

P90
～

P94
▲13%

・リーダーの担い手がいないため、休会す
るクラブが出現
・個々の趣味の多様化
・会員の超高齢化

P90
～

P94
▲0.3%

・国東町及び国見町の組織（入会）率が
低い。特に、国東町は、シルバー人材セ
ンターの活動内容が十分浸透していない
※本所支所別の組織（入会）率
　　安岐本所（安岐町）　2.0％
　　武蔵支所（武蔵町）　1.9％
　　国東支所（国東町）　1.4％
　　国見支所（国見町）　1.4％

-

組織（入会）率
1.6％

会員数→横ばい傾向
H30（223人）
H29（233人）

※組織率＝会員数／60歳以上人口

魅力あるクラブ活動や団塊の世代の取り
込み等関係機関と協議ができていない

・広報・周知活動の強化
・生活支援サービス等と絡めた事業展開

Ｈ30
訪問件数         6件
延訪問件数　  35回
チーム員会議　11回

Ｈ27年度に包括支援センターに１チー
ム設置し、訪問件数も増加傾向にあ
る。
対応事例については困難事例が増加
している

医師の指導の下、専門職が訪問、
観察、評価、家族支援をなどの支援
を包括的・集中的に行うことは本人
や家族を支えるうえで必要な事業で
ある

Ｈ32
訪問件数　　　10件
延訪問件数　 30回
チーム員会議 12回

一定の進捗がある
（目標達成に向けて進歩している）

訪問件数
　　▲４件

延訪問件
数　達成

チーム員
会議
　　▲１回

・困難事例への対応が増加
・支援・対応に於いてチーム員のスキル
アップや関係機関との連携を深めていく
必要がある

・県が主催するチーム員研修に積極的に
参加しスキルアップを図る
・専門医がチーム医として参加するチーム
員会議を通し事例検討することでチーム員
全体のスキルアップを図る
・関係機関や多職種と積極的に連携を図
る

在宅生活の継続に必要不可欠な事
業である

高齢者の孤立防止や就労支援、介
護予防に効果がある

資料 ２

―　NO　１　―



事業の進捗状況 今後の方向性

（選択・評価の方法） （選択の理由）

事業周知のため、介護支援専門員への周
知を行う

Ｈ30
利用者
35人

介護期間の年数要件をはずした事に
より、重度の要介護状態になった時に
すぐに利用でき、単認定期間のみの
利用もできており効果はでている

要介護者の在宅生活の継続及びそ
の質の向上に寄与できる

事業名②
介護者手当支給事業

在宅で要介護４以上の者を介護
する家族に対して、介護者手当
を支給

P103
～

P105

Ｈ32 －

－

対象者を介護1以上の市民税非課税
世帯に属する要介護高齢者に介護し
ている方に拡大

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

要介護者の在宅生活の継続及びそ
の質の向上に寄与できる。

基本目標　２　【尊厳ある生活を支援するまちづくり】

施策名５　【在宅生活を支える施策の推進】

－

順調に推移している。

・地域支援事業（国庫補助事業）の見直し
による財源確保

概ね効果的な構成である

事業名③
認知症見守り支援事業

認知症等により行方不明となる
おそれのある高齢者やその家族
等が地域で安心して生活できる
よう環境整備を進める

P97
～

P100

Ｈ32
必要数

Ｈ30

事前登録数41人
（新規登録19人・

延登録者数70人）
GPS利用
      延件数5件
(新規利用3件,
            廃止3件）

施策名4　【高齢者権利擁護の推進】

－

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

毎年新規事前登録は２０件前後あるが、
実際に行方不明となり捜索依頼がある人
は事前登録していない人が多い。今後も
継続して事業の周知が必要。

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

事業名②
認知症地域支援・ケア向
上事業
　4) 捜索・声かけ模擬訓練
　　の実施

申請要件は改善されてきたが、利用者は
減少しており、対象家族へ漏れのない説
明が必要。

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

介護者が安心して在宅で介護を続けること
ができるよう、制度の周知を行なう

国庫補助事業（地域支援事業）として継続が困難になった場合の事業
継続の有無（令和2年度まで）

くにさき半島成年後見支援センターは、国東市・豊後高田市・姫島村の
２市１村で運営（豊後高田市社協に委託）。成年後見制度に関する相
談実務、申立支援、法人後見の受任、制度の普及・啓発、研修、支援
者の育成などを行うＨ30

サロンでの講話
のみで、講演会
の実績は無し。

Ｈ３１．４月から「くにさき半島地域成年
後見支援センター」を豊後高田市社協
内に設置し、稼働を開始。月１回の出
張相談会を４月から国東市で開催。

啓発セミナーのあと、市民後見人養
成講座を開催し、支援者の育成を図
ることも目的とする

事業名①
家族介護用品支給事業

在宅で要介護者（要介護１以上）
の介護にあたる家族に対して介
護用品を支給

P103
～

P105

Ｈ32 必要数

講演会
年1回

▲1回

順調に推移している。
成年後見制度がそもそもどういう制度な
のか、制度を利用するのはどういう人が
対象になるのか、申立ての仕方やどうい
う書類や手続きが必要なのかなどが、一
般的にはほとんど知られていない。
「くにさき半島地域成年後見支援セン
ター」や出張相談会の周知の仕方がまだ
足りていない。

センター主催で、８月頃に国東市内
で啓発セミナーを開催予定

市民への周知の方法や、制度を利用する
必要がある人の発見を関係機関とどう取り
組んでいくかを、センター内で協議していく

事業名①
成年後見制度利用支援事
業

広報・普及活動や各種相談機関
と連携し、相談体制整備を強化
して、制度が必要な方に適切な
相談対応や支援を行う。

P101
～

P102

Ｈ32

Ｈ30
利用者
85人

・見守りあんしんネットワークへの事前登
録やＧＰＳ貸出の事業について、必要な人
が利用できるよう継続して広報や周知を行
う

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

・実施地区を早い時期に決定し、模擬訓練
を実施する

Ｈ30 0回
Ｈ３０　0回
Ｈ２９　1回（安岐町塩屋）

地域の人に認知症の理解や関心を
深めてもらい地域全体での見守り体
制等地域づくりを進めていくには必
要な事業である

延事前登録数
H２７：19件、Ｈ２８：32件、Ｈ２９：51件
Ｈ３０：70件
ＧＰＳ新規利用件数
Ｈ２８：2件、Ｈ２９：1件、Ｈ３０：3件

行方不明となるおそれのある認知
症高齢者やその家族等が地域で安
心して生活していくための環境整備
として必要な事業である

地域の人に認知症の理解や関
心を深めてもらい、地域全体で
認知症の人やその家族を見守り
支え合える地域づくりを推進す
る

P97
～

P100

Ｈ32 年1回

▲1回

達成

順調に推移
（目標達成している）

サポーター数は順調に増えているが、地
域の中での活動の中心となる成壮年期へ
のアプローチができていない

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

実施地域の選定や検討の時期が遅くなり
年度内での開催ができなかった

・お互いに支え合える地域づくりを進めて
いくために、成壮年期層が参加可能な時
間帯や曜日での養成講座を企画、開催す
る
・企業、団体等への働きかけを行う。
　（大分オレンジカンパニー＜認知症にや
　　さしい企業・団体＞への登録）
・地域で活動できるサポーターの育成に向
け、認知症サポータースキルアップ講座の
企画及び開催

Ｈ30 ２ｶ所
国見町：１ヵ所（竹田津地区公民館）

武蔵町：１ヵ所（武蔵老人憩いの家）

認知症の人やその家族の身近な相
談場所、社会交流、社会参加の場と
して必要な事業である

事業名②
認知症地域支援・ケア向
上事業
　3) 認知症サポーター養
成

継続して認知症サポーターを養
成していくことで、より多くの人に
認知症についての正しい知識を
普及し理解を深め、お互いに支
え合える地域づくりを推進する

P97
～

P100

Ｈ32 3,500人

4ｶ所

▲２ｶ所

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

・市内２カ所でカフェを開催しているが、ス
タッフが限られており、開催場所が増える
ことでスタッフの負担も増すため、カフェス
タッフをどう確保していくかが課題。

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する） ・各会場（国見・武蔵）で毎月１回定期的に

認知症カフェを開催する
・新規カフェ開催に向けて、開催場所や運
営方法,スタッフの確保等について検討を
行う
・より必要な方に参加してもらえるよう広報
や周知を行う

Ｈ30 3,605人
（新規：766人養成）

Ｈ３０　3,605人（新規766人養成）
Ｈ２９　2,839人（新規377人養成）

認知症の正しい知識の普及や理解
を促進しお互いに支え合える地域づ
くりを進めていくために必要な事業
である

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

施策名３　【認知症高齢者への支援】

事業名②
認知症地域支援・ケア向
上事業
　2) 認知症カフェ

認知症カフェを開催し、認知症
の人やその家族の社会交流・社
会参加の推進を図る

P97
～

P100

Ｈ32

第7期介護保険事業計画（Ｈ30年度）　事業評価シート（主要事業）

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

成果指標等
（32年度） 差異

進捗状況に対して
の課題・障壁

課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考

下段：30年度実績

―　NO　２　―



事業の進捗状況 今後の方向性

（選択・評価の方法） （選択の理由）

事業名②
介護予防普及啓発事業
2) 健康づくり応援教室

健康づくりのきっかけとして、
①体操
②認知症機能低下予防支援
③口腔、栄養改善に向けた支援
④給食、入浴サービス等を委託
事業所で６ヵ月行う

P108
～

P121

・順調に推移（目標達成している）

・出前講座を依頼するサロン、老人クラブ
が固定化されている

・効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

･引き続き周知活動を行う
・出前講座の内容の見直しは適宜行う

Ｈ30 274回
市役所内実績…175
市役所外実績…99

健康づくりについての意識付けに効
果的である

事業名②
介護予防普及啓発事業
3) 出前講座の開催

サロン団体や老人クラブ等へ健
康づくりに関する講話を各種団
体が行う

P108
～

P121

Ｈ32 250回

24回

・地域包括支援センターとの連携
・地域支え合い推進員、地区団体と協力体
制を取り、卒業後の通いの場づくり（サロ
ン、週一、支え合い活動の立ち上げ等）
・総合事業サービスも含めたあり方の見直
しＨ30 647人 -

 閉じこもり防止と生活支援としての
通所型サービス利用者の受け皿と
して必要である
平成30年度から事業所が増えたこ
ともあり、前年度に比べ延べ参加者
数が増加した

認定率
（要支援1・2）

4.7％

訪問型サービス・通所型サービス・介
護予防ケアマネジメントなどの支援を
介護予防・日常支援総合事業を導入
し実施

利用者の介護予防・重度化予防を
図ることができ、ＱＯＬ（生活の質）の
向上につながる

・介護予防手帳を見直し、自宅でのセルフ
ケアが行える環境を整える
・地域支え合い推進員、地区団体と協力体
制を取り、教室終了後の通いの場づくり
（サロン、週一、支え合い活動の立ち上げ
等）
・総合事業も含めたあり方の見直し

令和元年10月から、法的給付の介護報酬が見
直されることから、総合事業の効果的な事業の
見直しを図る

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある） ・各事業所が人集めに苦慮している

・事業を本来必要としている引きこもり気
味の高齢者への参加をどのように促して
いくか
・利用者が住んでいる地域に住民主体に
よる介護予防活動がない場合の教室卒
業後の行先

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

事業名②
介護予防普及啓発事業
1) いきいきセルフケア教
室

　高齢者が自宅で自主的に体力
向上や維持ができるようになる
ための体操指導を専門職が事
業所で６ヵ月行う。

P108
～

P121

Ｈ32 －

Ｈ30 3,102人 -
生活機能の維持・向上のための自
主的な介護予防活動へ導くツールと
して効果的な事業

Ｈ32 －

-

-

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

・セルフケアへの移行が進まない
・利用者が住んでいる地域に住民主体に
よる介護予防活動がない場合の教室卒
業後の行先

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

事業名①
介護予防・生活支援サー
ビス事業

要支援認定を受けた者及び、事
業対象者を対象に、次の事業を
実施
・訪問型サービス
・通所型サービス
・介護予防ケアマネジメント

P108
～

P121

Ｈ32
認定率

（要支援1・2）
4.0％

▲0.7%

Ｈ30
連絡会議

年２回
市の共通課題を各部署の栄養士が共
有できる

高齢期前の生活習慣病対策を強化
することで、重度化防止を図る

施策名７　【自立支援・介護予防・重度化防止の推進】

連絡会議
年３回

▲１回

一定の進捗がある

市の健康課題を共有し関係部署との協議
をふまえ、協働での取り組みにどう具体
的に繋げていくかが課題

概ね効果的な構成である

相互の事業、取り組みを理解し協働・連携
できるよう随時協議していく

一定の進捗がある
通所型サービス、訪問型サービスで専門
職の介入が進んでいない
利用者を含む関係者の自立支援の取組
みが進んでいない

概ね効果的な構成である
「自立支援型通所サービス生活機能向上
支援マニュアル」・「自立支援ヘルパー実
務マニュアル」を活用し、自立支援型サー
ビス提供事業所の育成を図る

平成30年3月～5月の間、市内訪問系サービス
事業所に対し、市主催の「自立支援向上研修
会」を実施
（5回シリーズ）Ｈ30

基本目標　３　【さかしく暮らせるまちづくり】

施策名６　【世代間を超えた健康づくり】

事業名①
健康増進部門等との連絡
会議

ライフステージごとの健康課題
を抽出し、市の共通課題及びめ
ざす姿を設定し具体的な取り組
みを推進

P106
～

P107

Ｈ32

Ｈ30 計　2カ所
H31年度から新たに1事業所が事業を
開始し、市内にある事業所は3カ所と
なった。

在宅生活を送る高齢者が地域での
生活を継続するためには必要な
サービスである。

▲1カ所

一定の進捗がある

・小規模多機能型居宅介護事業のみの
参入が経営的な面から障壁となっている

効果的な事業構成である

在宅で介護・支援を必要とする高齢者の
生活を支えるためには必要な施設である
ため、今後も整備を行う

・公募等による計画的な募集
事業名③
小規模多機能型居宅介護
の整備

住み慣れた地域での生活を支
援するために、小規模多機能型
居宅介護を整備する

P103
～

P105

Ｈ32 計　3カ所

基本目標　２　【尊厳ある生活を支援するまちづくり】

施策名５　【在宅生活を支える施策の推進】

第7期介護保険事業計画（Ｈ30年度）　事業評価シート（主要事業）

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

成果指標等
（32年度） 差異

進捗状況に対して
の課題・障壁

課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考

下段：30年度実績

―　NO　３　―



事業の進捗状況 今後の方向性

（選択・評価の方法） （選択の理由）

事業名①
在宅医療・介護連携推進
事業
１）健口・栄養ステーション

運動機能をはじめ栄養・口腔な
どの機能向上を一体的に支援
するため、包括支援センターに
専門職を配置

P108
～

P121

Ｈ32

訪問指導
　　　延べ500件
集団指導
　　　20回

成果指標について、現在は会議の開催回
数が主となっているが、例えば国が示す、
アウトカム指標（生活満足度・従事者満足
度・要介護高齢者の在宅療養率）を設定
し、それに向けた取組（提供体制・活動状
況・連携状況）が必要となっている

Ｈ30

訪問指導
　　　延べ585件
集団指導
　　　18回

口腔・栄養状態の改善をめざし、訪問
指導・集団指導を実施

状態の把握、改善、重症化予防に
効果がある

訪問
85件

集団
▲2回

順調に推移

市の健康課題を共有し関係部署との協働
が必要

効果的な事業構成である

栄養については栄養士の連絡会を通じ情
報共有、協働の取り組みに繋げる

・平成２６年度より包括支援センターに
栄養士、歯科衛生士を配置（非常勤）
・地域支援事業に位置付け、普及啓発
及び個別、集団において指導実施
・ケアマネジャー等のスキルアップにも
貢献

Ｈ30

運営会議
　　　　　　　3回
市民公開講座
　　　　　　　1回
多職種交流会
　　　　　　　1回
多職種連携研
修会
　　　　　　　3回

3つの作業部会を設置するとともに
　①普及啓発部会
　②摂食嚥下機能支援部会
　③多職種連携部会
H30.4月から相談窓口を設置し、在宅
医療・介護の連携推進を図っている

医療・介護の連携及び多職種の連
携による切れ目のない支援ができ
る体制づくりをしていく必要がある

事業名①
在宅医療・介護連携推進
事業

市民のニーズを満たす医療・介
護サービスの供給体制の確保
を図る
・在宅医療と介護を一体的に提
供するため、医療機関と介護事
業所等の関係者の連携を図り、
在宅医療・介護連携の課題の抽
出と対応策の検討、医療・介護
関係者の情報共有の支援
・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、地域住民への在宅医療・
介護連携の普及啓発等の実施

P122
～

P127

Ｈ32

運営会議
　　　　　　　3回
市民公開講座
　　　　　　　1回
多職種交流会
　　　　　　　1回
多職種連携研
修会
　　　　　　　3回

達成

運営会議
　　3回

市民公開
講座
　　1回

多職種交
流会
　　1回

多職種連
携研修会
　　3回

順調に推移

市が定めた成果指標については達成済
みだが、国が示す指標（ストラクチャー・プ
ロセス・アウトカム）の設定及び評価方法
を定めていない。

効果的な事業構成である

自立支援型ケアマネジメントやサービス
提供に対する、利用者や家族の合意形
成が困難なケースがある
・介護支援専門員や事業所の関係者のス
キルアップ
・定期的な研修会等の実施
・関係者がチームとして同じ方向性や連
携

リハビリテーション専門職等の関与を拡充
し、適切な助言・指導・評価が受けられる
よう努めらながら継続的に実施する
・事業所向け研修会の実施
・事業所介入支援

・事業所の従事者のスキル向上を目的
とした事業の見直し

Ｈ30
開催頻度

週1回

・Ｈ30年度：年間32回開催し、検討事
例ケースは100件
自立支援型ケアマネジメントの取組み
に向けてリハビリ専門職からの技術
的な支援を行う

・自立支援を普及・促進するための
ツールとして必要不可欠である
・リハビリ専門職が予防教室に関っ
ていくことでより効果的な介護予防
のための助言、指導を得られるよう
になり、重度化予防につながる

順調に推移 効果的な事業構成である

達成

Ｈ32
開催頻度

週1回

Ｈ30
25ｶ所

リーダー数
350人

住民主体の介護予防の取組を推進
するもっとも有効な事業である。新
規地区の開拓とともに、継続地区の
モチベーション維持が今後重要とな
る

・新規地区の開拓
・体操普及リーダーの養成
・継続地区のモチベーションを維持するた
めの効果的な支援

50ｶ所
-

▲25
ｶ所

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

（新規地区開拓）
・地域支え合い推進員と連携を取り、新規地区へ
の個別アプローチを行う
・出張週一元気アップ教室を展開し既存地区と新
規地区を繋ぐ
（継続地区支援）
・意見交換会の実施
・損害賠償保険への加入
・活動継続補助金の交付
・定期支援、フォローアップ教室のあり方の見直し

新規立ち上げ
Ｈ29…3地区
Ｈ30…2地区

施策名８　【医療と介護の連携による継続的な支援】

事業名③
地域介護予防活動支援事
業
1) 週一元気アップ教室

高齢者が容易に通える範囲で
の住民主体の通いの場の推進

基本目標　３　【さかしく暮らせるまちづくり】

施策名７　【自立支援・介護予防・重度化防止の推進】

P108
～

P121

Ｈ32

事業名⑤
地域リハビリテーション活
動支援事業

地域における介護予防の取組
を機能強化するために、通所
型・訪問型サービス事業所、地
域ケア会議等に技術的支援、助
言を行う

P108
～

P121

事業名④
一般介護予防事業評価事
業

一般介護予防事業参加者にお
いてどのような効果が出ている
のか明らかにするための指標を
検討調査し、事業評価を行う

P108
～

P121

第7期介護保険事業計画（Ｈ30年度）　事業評価シート（主要事業）

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

成果指標等
（32年度） 差異

進捗状況に対して
の課題・障壁

課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考

下段：30年度実績

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

・他市に分析方法の聴き取り
・医療費、介護保険料の地区毎の推移と
地区の開催状況、参加率等データを照合
し分析

Ｈ30
参加率
6.4％

Ｈ28…4.3％
Ｈ29…5.9％
Ｈ30…6.4％

　把握に止まり、分析までできてい
ない現状がある。どのように分析し
ていくのが良いか他市の状況を学
ぶとともに医療費・介護保険料の地
区毎の推移等他データとの照合を
進めていく

Ｈ32
参加率
10.0％

▲3.6％

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある） ・参加率の把握はできているが、他データ

と照合しての分析、事業評価が不十分で
ある
・参加率の増加が開催地区数の増加に
依存しているため、継続地区の参加者の
維持、増加を図る必要がある

―　NO　４　―



事業の進捗状況 今後の方向性

（選択・評価の方法） （選択の理由）

施策名１０　【介護サービスの質の向上、福祉、介護人材の確保及び育成】

Ｈ30 -

喀痰吸引等研修【出前講座】
平成30年度
６月～７月（９日間）１４人受講
令和元年度も実施予定
平成３１年度
アンケート調査実施
８月～９月実施予定

養成研修に応募する資格取得希望
者の状況を把握し、実施する
・介護人材の育成、確保に向けた調
査・研究を行うため、介護サービス
事業者等へアンケートを実施する

-

一定の進捗がある

・市内での介護職員従事者養成研修の受
講アンケート調査ができていない
・介護人材を確保するための方策を検討
する介護職員に対する雇用状況等の実
態調査ができていない

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

介護職員等雇用状況実態調査（市独自）
不足する介護人材を確保するための方策
を検討するために、介護職員（訪問介護員
を含む）の雇用状況の実態を把握する

介護人材確保に向けた支援策等、第7
期計画期間中に、講じる必要がある

事業名①
介護サービス質の向上、
福祉、介護人材の確保及
び育成

・介護サービスの質の向上、人
材の育成のため、事業者向け研
修をおこない、介護を担う人材
のスキルアップを促進を図る
・介護人材の確保

P131

Ｈ32 -

Ｈ30

養護老人ホーム
　2施設　100室
有料老人ホーム
　1施設　18戸
サ高住
　5施設　60戸

養護老人ホームにおいては、現行水
準を維持している。
サ高住については、営利法人が1施設
開設予定（Ｈ31.6）

高齢者の希望にかなった住まい方
の確保のため、現行水準を維持・継
続していく必要がある

養護老人ホーム
現行水準を維持
有料老人ホーム
　　　　必要数
サ高住
　　　　必要数

-

一定の進捗がある。
養護老人ホームについては現状維持が
できている。
有料老人ホーム・サ高住の整備について
は、住宅事業者・医療、福祉法人により適
切に整備されるよう普及促進、支援を行う

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

高齢者のニーズを満たすため、有料老人
ホームやサ高住が過剰にならないよう注
視し、適切に整備されるよう普及促進を図
る

基本目標　４　【安心して介護を受けられるまちづくり】

施策名９　【安心できる住まいの確保、住環境の整備】

事業名①
高齢者の住まいの確保

住み慣れた自宅（持家）での生
活の継続を断念せざるを得ない
現状を考慮し、高齢者本人の選
択のもと、希望にかなった住ま
い方が自宅のみならず、地域・
市内で確保できるように基盤体
制を図る

P128
～

P129

Ｈ32

第7期介護保険事業計画（Ｈ30年度）　事業評価シート（主要事業）

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

成果指標等
（32年度） 差異

進捗状況に対して
の課題・障壁

課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考

下段：30年度実績

―　NO　５　―


