
第7期介護保険主要事業の進捗管理の評価手順 資料２－１

①大目標（基本理念）

何を目指したのか

④施策・事業の進捗状況の確認方法②中目標（基本目標）

基本理念を実現する
ための具体的な目標

③小目標（施策）

そのためにやるべき
こと、期待したこと

施策の展開状況（整備数・利用者
数・運営状況等）

高齢期を迎えても、一人ひ
とりが豊富な経験や知識を
生かすことができ、互いに
支え合うことができる。

参加と協働のまちづくり

住民・地域への影響

支え合い活動の推進

誰もが自分らしく、さ
かしく、安心して暮ら
せる地域づくりの構築

可能な限り、その人の持つ
人生観や価値観を尊重した
生活が送れる。

尊厳のある生活を支援
するまちづくり

高齢者見守り施策の推進

・地域支え合い推進員の配置人数
・協議体の設置数

・ボランティアに参加している人の割合が増える

・地域ふれあいネットワーク会議の
設置率

認知症施策の総合的な推進

・家族支援プログラム、介護者のつどいの開催回数
・認知症カフェの設置数
・認知症サポーター数
・見守り安心ネットワーク登録者数

・認知症に関する理解度

高齢者権利擁護の推進
・説明会、研修会の開催数 ・制度を知っている人を増やす

在宅生活を支える施策の推進 ・小規模多機能型居宅介護事業所の設置数
・小規模な施設などを利用しながら、地域で生活したい
人の数を増やす

要介護状態になることを可
能な限り予防し、病気や怪
我などをした場合にも回復、
リハビリテーションができ
る。

さかしく暮らせるまち
づくり

世代間を超えた健康
づくりの推進

・健康寿命（お達者年齢）の延伸
・平均寿命と健康寿命の差を縮め健康で過ごす期間が
長くなる

自立支援、介護予防、
重度化防止の推進

・要支援1・2の認定率
・週一元気アップ教室への参加率
・介護予防出前講座の回数
・体操普及リーダー数

医療と介護の連携による
継続的な支援

・介護支援専門員が主治医との連携について「連携がと
れている」又は「概ね連携がとれている」と回答した
割合

・健口、栄養ステーションの訪問、集団指導回数

・可能な限り自宅で暮らしたいと思う人の割合が増える

自立した生活を継続するた
めに、自分らしく自らの意
思で必要なサービスを安心
して受けられる。

安心して介護を受けら
れるまちづくり

安心できる住まいの確保、
住環境の整備

・養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者
向け住宅の整備数

介護サービスの質の向上、福祉、
介護人材の確保、育成

・市内介護サービス事業所介護職員不足数
・介護職員確保、育成、定着支援事業奨励金の申請者数

ー

介護保険事業の円滑な運営

・主観的健康観を高める

・高齢者に適したホームや賃貸住宅に住み替えたい人が
増える
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１．取組と目標に対する評価シート
基本目標
（目指す姿）

☞参加と協働のまちづくり
※高齢期を迎えても一人ひとりが豊富な経験や知識を生かすことができ、互いに支え合うことができる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

① 支え合い活動の推進
ア 高齢者がこれまで培ってきた経験や知識、技能を活かして活躍できる活動の場づくり
イ 住民同士で支え合いながら、いつまでも住み慣れた地域で暮らせるための活動の場づくり

② 高齢者見守り施策の推進
ア 地域での見守り活動を充実させるため、関係団体等での情報の共有や連携の強化を図る。

主要事業
（手段）

①に対する主要事業
ア 生活支援体制整備事業

②に対する主要事業
ア 地域ふれあいネットワーク会議

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

①のアについて
・整備体制を推進するため、市社会福祉協議会に業務委託し、「地域支え合い推進員」を配置（6名体制）する。
・地区公民館単位（旧小学校区）で、６地区の支え合い活動団体に対して活動支援を行う。
・活動の普及、促進を目指し、小規模集落を抱える中山間地、生活していくうえでの多くの困りごとを抱える地域、地域
づくりの母体とな る住民組織や人材がいる地域に対して、アプローチを行った。

・支え合う地域づくり活動の推進を図るため「くにさき地域応援協議会「寄ろう会」を設置し、推進する体制づくりを行った。
・地域づくり支援に係る市関係部署の連携を促進するため、介護予防検討会を開催した。
（国東保健部、社協、政策企画課、市民健康課、医療保健課、福祉課、活力創生課、教育委員会、包括支援センター、
高齢者支援課）

②のアについて
・地域で支援を必要とする高齢者の発見や継続的な見守りを行うため、「地域ふれあいネットワーク会議」を行政区単位
で組織し活動す る会議費用等を補助する。

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

①のアについて

・第7期の推進員の配置目標の6名は、達成した。
・協議体数（地区公民館単位）は、目標１４か所に対し、６か所にとどまっている。

②のアについて

・目標100％に対して、76.5％にとどまっている。（未設置行政区は、35地区 ñ＝149地区）

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

①のア及び①のイについて
・検証方法→日常生活圏域ニーズ調査
① 参加者・地域への影響に関して→問10（１）① ボランティアに参加している人の割合

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

推進員の配置数 ６人 ６人 ６人 ６人

協議体数 ５か所 5か所 6か所 １４か所

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

設置率 76.5％ 78.5％ 76.5％ 100％

ボランティアに参加している人の割合は、市全体で15.0％となっていて、第7期調査と比較すると、0.3ポイント
減少した。
しかし、地域支え合い活動を行っている地域（6地域）は、市平均の15％を全地域超えている。また、上位2地

域は、活動地域となり、上位7地域が、支え合い活動団体、若しくは、地域活性化協議会のある地域となってい
る。

③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出

近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●

【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

問10（１）① ボランティアに参加している人の割合のグラフ挿入

・アウトカムのボランティアに参加している人の割合は、第7期調査と比較すると、0.3ポイント減少しているものの、支え合う地域づくりや

地域活性化協議会が活動している地域は、ボランテイアに参加している人の割合が、上位を占めていることから、活動が、拡大していく
ことにより、基本目標に近づくことができる。

・地域では、行政区単位や小グループでの支え合い活動を行っていることから、これらの活動が活性化できるよう支援し、地区公民
館単位での活動に発展できるようなしくみを構築する取り組みが必要ではないか。

・ボランテイア活動にインセンティブになる仕組みづくりが必要ではないか。

・指標設定を支え合い活動などの地域づくり活動に取り組む人数を年度ごとに数値として比較できるとよい。

・地域支え合い推進員を補助する人を育成し、地域をサポートする人を増やす。

・ボランティアポイント制の導入を検討する。

・行政区単位や小グループでの支え合い活動の活性にインセンティブが働く総合事業でのしくみを検討する。

15.0%

20.1%

16.0%

17.7%

13.9%

12.3%

19.3%

26.5%

16.7%

12.0%

13.2%

19.5%

14.3%

16.0%

13.5%

22.4%

13.9%

11.2%

15.7%
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南安岐

ボランティアに参加している人の割合(年に数回以上)
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１．取組と目標に対する評価シート

基本目標
（目指す姿）

☞尊厳のある生活を支援するまちづくり
※可能な限り、その人の持つ人生観や価値観を尊重した生活が送れる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

① 認知症施策の総合的な推進
ア 認知症についての正しい知識の普及や地域づくり
イ 認知症の早期診断・早期対応できる体制づくり
ウ認知症予防、相談支援体制、介護者支援の充実や認知症の人やその家族を支える地域づくり

主要事業
（手段）

①に対する主要事業
ア 認知症初期集中支援チーム事業
イ認知症地域支援・ケア向上事業
ウ認知症見守り支援事業

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

①のアについて
・認知症の早期診断、早期対応のできる体制づくりとして認知症初期集中支援チームを包括支援センターに１チーム
を設置し、訪問支援やチーム員会議の実施。

・より効果的な支援が行えるよう、国や県が主催する研修会へ参加し参加しチーム員のスキルアップを図った。
①のイについて
・認知症地域支援推進員を配置し認知症の相談窓口や相談支援、関係機関とのネットワークづくり等を行った。
・認知症への理解や支え合える地域づくりを進めていく為に、「認知症サポーター養成講座」や「行方不明高齢者等
捜索・声かけ模擬訓練」を開催した。

・認知症介護者支援の充実を図るため、「家族支援プログラム」や「介護者のつどい」を開催した。
・認知症の人やその家族の社会交流、社会参加の場として「認知症カフェ」を市内に２ヶ所設置し実施した。
①のウについて
・認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等の見守りや行方不明時に早期発見・保護できるよう「認知症
高齢者等見守り・あんしんネットワーク事業」や「行方不明高齢者等位置情報提供事業」を行い必要な人が利用に
繋がるよう周知等を行った。

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

①のイについて

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成については目標を達成している。
・模擬訓練の開催はH30年度はできなかったが、R1年度は開催できており、目標達成している。
・カフェについては、目標の4ヶ所に対して、2ヵ所にとどまっている。

①のウについて

・事前登録者は毎年14～15件程度で増えてきている。

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

①のア及び①のウについて
・検証方法→日常生活圏域ニーズ調査
① 地域の状況について→問５（１）物忘れが多いと感じますか

問１４（１）認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいるか
・検証方法→民生委員・児童委員アンケート調査
① 地域で認知症の人や家族を支援していくために必要な支援について

→問１３地域で認知症の人と家族を支援する際に課題と感じること

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成数 2,839人 3,605人 3,983人 3,500人

捜索・声かけ模擬訓練 1回 0回 1回 年1回

認知症カフェ設置数 1ヵ所 2ヵ所 2ヵ所 4ヶ所

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

ﾈｯﾄﾜｰｸ事前登録数 51件 70件 83件 －

・物忘れを自覚している人は市全体で47.1％となっており年齢が上がるにしたがって増加する傾向にある。
しかし「認知症」の症状があると認識している人は市全体で9.5％と1割程度となっている。このことより、認知症
の初期症状についての意識及び知識がまだ充分でないのではないか。
・地域で支援する際の課題として、上位に「本人（家族）が問題と思っていない」「地域の中で認知症に関する
理解や認識が少ない」となっており、認知症に関する普及啓発が必要。

③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出

近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●

【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

・アウトプット指標の認知症サポーター養成数は第7期計画の目標値を達成しているが、アウトカムの地域で認知症の人や家族を支
援する際に課題と感じることでは「本人（家族）が問題と思っていない」「地域の中で認知症に関する理解や認識が少ない」が上位と
なっていることや、物忘れを認識している人は47.1％と約半数の人が自覚しているが認知症の症状がある又は家族に認知症の症
状がある人がいるか認識は9.5％となっておりかなりの差があることから、認知症への理解を深めてもらうためにも継続した普及啓
発の取り組みが必要ではないか。
・地区や区で開催している模擬訓練の開催や交流の場である認知症カフェの開催（新規設置も含む）により、地域の中での認知症の
理解を深められるよう取り組みを継続して行っていくことが必要ではないか。

・認知症サポーター養成数は増えているが、地域で活動しているサポーターはほとんどいない。地域のでの理解や支える地域づくり
を進めていく為にも、活動できるサポーターの育成と活動できる場づくりへの取り組みが必要ではないか。

・アウトカム指標で物忘れが多いと認識している人が役半数いることから、この人達が認知症になるのを遅らせるなどの認知症予防
の取り組みを行っていく必要があるのではないか。

・ステップアップ講座の開催と活動できる場を設定し、地域で活動できるサポーターを養成する。

・当事者や家族、地域の人が地域の中でつどえる交流の場の支援を行う。

・認知症サポーター養成講座や模擬訓練を継続して実施していくことで地域での理解を深めていく。

・自分らしい生活がより長く送れるよう、認知症予防（なるのを遅らせる、進行を遅らせる）の取り組みを検討、実施する。
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前回（H28年度）（ｎ＝8,637）

今回（R元年度）（ｎ＝7,333）

男性（ｎ＝3,167）

女性（ｎ＝4,166）

６５～６９歳（ｎ＝1,546）

７０～７４歳（ｎ＝1,646）

７５～７９歳（ｎ＝1,502）

８０～８４歳（ｎ＝1,290）

８５～８９歳（ｎ＝916）

９０歳以上（ｎ＝433）

物忘れ

はい いいえ 無回答
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3.6%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（R元年度）（ｎ＝7,333）

男性（ｎ＝3,167）

女性（ｎ＝4,166）

６５～６９歳（ｎ＝1,546）

７０～７４歳（ｎ＝1,646）

７５～７９歳（ｎ＝1,502）

８０～８４歳（ｎ＝1,290）

８５～８９歳（ｎ＝916）

９０歳以上（ｎ＝433）

認知症

はい いいえ 無回答
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本人（家族）が問題と思っていない

地域の中で認知症に関する理解や認識が少ない

認知症の症状や対応の仕方について知識が充分でなく、どう対応したらよいかわ…

隣近所の人の理解が得にくい

特にない

家族が近隣にいない場合、どこに相談すればよいかわからない

無回答

その他

どこに相談したらよいかわからない

問13 地域で認知症の人と家族を支援する際に課題に感じること

（複数回答）

問５（１）物忘れが多いと感じますか 問１４（１）認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいるか
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１．取組と目標に対する評価シート
基本目標
（目指す姿）

☞尊厳のある生活を支援するまちづくり
※可能な限り、その人の持つ人生観や価値観を尊重した生活が送れる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

① 高齢者権利擁護の推進
ア 認知症等により権利侵害の対象になりやすい人、自らの権利の主張や行使をすることができない
状況にある人に対し、必要な支援を行う。
イ 高齢者虐待の早期発見に努めるとともに、権利擁護の普及啓発と関係機関とのネットワークの構
築を目指す。

主要事業
（手段）

①に対する主要事業
ア 成年後見制度利用支援事業

イ 日常生活自立支援事業

１ 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

①のアについて
・２市１村で設置した「くにさき半島地域成年後見支援センター」で以下の事業を実施した。
（委託先：豊後高田市社会福祉協議会）
（１）月１回の出張相談会の実施（相談件数：７件）
（２）民生委員・児童委員定例会での説明（５回）
（３）サロン等での講話（４回）
（４）市民向け啓発セミナーの開催（参加者数：６１名）
（５）市民後見人養成講座の開催（１７名受講・終了。１６名登録）

・成年後見制度市長申立件数 （H30：５件 R１：４件）

①のイについて
・日常生活自立支援事業について
安心サポートサービスの利用者数（H30：13件 R１：15件）

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

①について

・市民向け講演会をＲ１年に初めて開催したところ、６１名の参加者あり。その中で、市民後見人養成講座の受講希望
17名あり。受講・終了にいたる。

・修了者の中に活動希望者もあるため、くにさき半島地域成年後見支援センターが関わる予定。

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

①のア及び①のイについて
・検証方法→民生委員・児童委員アンケート調査
３、成年後見制度について→くにさき半島地域成年後見支援センターの認知度

くにさき半島地域成年後見支援センターを知っている民生委員の割合は５１％であり、設置して1年を経過して
いない中で、約半数の人が知っているとの回答であった。

３、成年後見制度について→成年後見制度の相談窓口の認知度

成年後見制度の相談窓口として知っている相談先の認識は、社会福祉協議会、市役所、地域包括支援センター、
くにさき半島地域成年後見支援センターの順となった。

「取組と目標」の進捗管理と評価シート
③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出

近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●

【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

問１６ くにさき半島地域成年後見支援センター 問17 成年後見制度の相談窓口は下記のとおりです。
を知っていますか 知っている窓口すべてに○をつけてください。

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

説明会・研修会 ６回 1回 １０回 １回

51.0%47.9%

1.0%

認知度

①知っている ②知らない ③未回答

3

7

11

14

26

33

40

56

79

83

0 50 100

未記入

消費生活センター

NPO法人おおいた成年後見権利擁護センター

法テラス

専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士）

家庭裁判所

くにさき半島地域成年後見支援センター

地域包括支援センター

市役所

社会福祉協議会

相談窓口（複数回答）

・「くにさき半島地域成年後見支援センター」が平成31年度に設置されたことにより、成年後見制度に対しての普及・啓発と、関係機
関とのネットワークの構築に向けた体制面の整備をすることができた。

・Ｒ１年度に市民後見人養成講座を受講・終了した人のフォローアップ研修（センターに委託）の実施。

・居宅介護支援事業所・高齢者福祉施設へのアンケートと分析で、今後制度利用が必要と思われる高齢者の実態把握と、関係機関
との情報共有を図る。

・認知症の取組と合わせて、サロンなどで出前講座の実施。
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31.4%
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34.0%

41.6%

4.9%
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2.6%

11.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族などの介護を受けながら自宅で暮ら

したい

家族の介護や介護保険サービスを

受けながら自分の家で暮らしたい

別居している子どもと暮らしたい

特別養護老人ホームや老人保健施設に

入ることを考えたい

グループホーム（少人数を単位とした

小規模な共同住居）に入居したい

高齢者に適した有料老人ホームや

賃貸住宅に住み替えたい

自宅近くで様々なサービスが受けられる

小規模な施設などを利用しながら生活し

たい

その他

わからない

前回（H28年度）

（ｎ＝8,637）
今回（R元年度）

（ｎ＝7,333）

34.0%

41.6%

4.9%

15.9%

4.7%

4.2%

29.7%

2.6%

11.3%

37.6%

42.7%

5.0%

15.1%

3.5%

4.0%

24.3%

2.9%

11.7%

31.3%

40.8%

4.8%

16.4%

5.6%

4.4%

33.7%

2.4%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族などの介護を受けながら自宅で暮らしたい

家族の介護や介護保険サービスを

受けながら自分の家で暮らしたい

別居している子どもと暮らしたい

特別養護老人ホームや老人保健施設に

入ることを考えたい

グループホーム（少人数を単位とした

小規模な共同住居）に入居したい

高齢者に適した有料老人ホームや

賃貸住宅に住み替えたい

自宅近くで様々なサービスが受けられる

小規模な施設などを利用しながら生活したい

その他

わからない

今後の生活

全体（ｎ＝7,333） 男性（ｎ＝3,167） 女性（ｎ＝4,166）

１．取組と目標に対する評価シート

基本目標
（目指す姿）

☞尊厳のある生活を支援するまちづくり
※可能な限り、その人の持つ人生観や価値観を尊重した生活が送れる

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

③在宅生活を支える施策の推進
ア 住み慣れた地域での生活を支援するための体制整備

主要事業
（手段）

③に対する主要事業
ア 小規模多機能型居宅介護事業所の整備

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

③のアについて
・Ｒ１年度から新たに1事業所が事業を開始し、市内にある小規模多機能型居宅介護は3カ所となった。
・HPに掲載し小規模多機能型居宅介護の公募を実施し、新たに市内医療法人より小規模多機能型居宅介護施設の申
込みがあった。

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

③のア

・整備数：目標３ヵ所に対して、達成している。

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

③のアについて
・検証方法→介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
（１）問６ あなたは今後どこでどのような生活をしたいと思いますか

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

・「自宅近くで様々なサービスが受けられる小規模な施設などを利用しながら生活したい」が29.7％。前回の調
査より1.7ポイント減少した。しかし、「特別養護老人ホームや老人保健施設に入ることを考えたい」が15.9％で
あり、前回の調査より7.7ポイント減少している。このことより、自宅や地域での多様な介護サービスにニーズが
移行していることが伺える。また、性別でみると、女性が33.7％と男性より9.4ポイント高い。

③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出

近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●

【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

小規模多機能型居宅介護整備数 ２ヵ所 ２ヵ所 ３ヵ所 ３ヵ所

・小規模多機能型居宅介護事業所の魅力を発信する取組や、事業所間の情報共有を図れる連絡会等の体制整備

・サービス基盤を日常生活圏域に偏りなく整備する。（国東圏域、安岐圏域の海岸部での整備、武蔵圏域での整備）

日常生活圏域ニーズ調査 あなたは今後どこでどのような生活をしたいですか

市全体 性別ごと

・小規模多機能型居宅介護事業所を整備し、介護を必要とする高齢者ができる限り住み慣れた自宅、地域で生活を継続できることに
より、基本目標に近づくことができる。

・地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、身近な日常生活圏域内でサービス提供が行われる
ことが望ましく、サービス基盤も日常生活圏域に偏りなく整備する必要がある。

・多様なサービスを組み合わせて利用できる小規模多機能型居宅介護事業所の認知度を深める取組を強化する必要がある。

・介護人材不足からのサービス提供量が落ち込まないよう、介護人材確保に向けた取組を強化する必要がある。
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１．取組と目標に対する評価シート

基本目標
（目指す姿）

☞さかしく暮らせるまちづくり
※要介護状態になることを可能な限り予防し、病気や怪我などをした場合にも回復、リハビリテーション
ができる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

① 世代間を超えた健康づくりの推進
ア 健康寿命の延伸をめざし、若い世代から高齢期までの一貫した健康づくりができる取り組み

主要事業
（手段）

①に対する主要事業
ア 健口・栄養ステーション事業
イ 介護予防・生活支援サービス事業
ウ さ吉くんで元気健康チャレンジ事業
エ 特定健診・特定保健指導
オ 健康増進部門等との連絡会議

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

①のアについて
・口腔、栄養状態の改善を目指し、個別訪問指導と集団指導を実施
・栄養についてはケアマネジャーを対象に栄養マネジメントに関する研修会を実施
①のオについて
・市の関係部門（医療保健課・市民健康課・包括支援センター）で市の健康に関するデータをもとに、市としての健康課
題を「高血糖対策」「歯科保健対策」の2本柱とした。

・各々の部門での取り組みをピックアップして、どの部門でどんな事業が行われているか可視化し、どの世代にどんな
アプローチが必要か等の検討に着手した。

・現在の協議メンバーは各所属の保健師と栄養士（正規職員）の参加であり、県保健部からも助言をもらっている。

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

健康増進部門等との連絡会議の開催について

・協議の場を連絡会議から庁内関係部門が集まる管内研修会の場に変更しデータ収集や健康課題の抽出を行った

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

検証方法→大分県福祉保健企画課が算出した市町村別平均寿命（5年平均）、お達者年齢（5年平均）
※⑤の分析データを参考

・平均寿命と健康寿命（お達者年齢）の比較
Ｈ２３～２７年平均では、男性での差は１．３１、女性での差は２．８３
Ｈ２６～３０年平均では、男性での差は１．１９、女性での差は２．４５
若干ではあるが、男女ともに平均寿命と健康寿命の差は小さくなっている。

【参考】
大分県
Ｈ２３～２７年平均では、男性での差は１．５９、女性での差は３．２５
Ｈ２６～３０年平均では、男性での差は１．２７、女性での差は２．９５

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

連絡会議 ３回 ２回 ４回 ３回

③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出
近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●
【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

平均寿命と健康寿命（お達者年齢）の比較

（ ）内は前回との差

・平均寿命、健康寿命（お達者年齢）ともに延伸している。

・アウトカムの健康寿命についてはＨ２３～２６年平均とＨ２６～３０年平均の伸びを県平均の伸びと比較してみると男性
はほぼ差は
無いが、女性は県平均の約２倍伸びている。

・男性の方が、平均寿命と健康寿命の差の改善度が低いため、生活習慣予防、地域での役割をもつ等、男性に対しての
介護予防に 対する動機づけや行動変容を促す取り組みを強化する必要がある。

・各ライフステージにおける重点取り組みを明確にし、目標到達への達成度の評価をしていけるとよい。

・各世代における健康課題をＫＤＢシステムを活用し、保健事業（国保、後期高齢）と介護予防事業を一体的に
実施できる事業展開を図る

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を行う体制をつくる（保健師による企画、調整、分析等）

国東市 大分県

①平均寿命 （Ｈ２３～２７年平均）
男 ８０．２３

（Ｈ２６～３０年平均）
男 ８０．７８ （＋０．５５）

（Ｈ２６～３０年平均）
男 ８１．０９ （＋０．５４）

女 ８７．２０ 女 ８８．１１ （＋０．９１） 女 ８７．２９ （＋０．３３）

②健康寿命
（お達者年齢）

男 ７８．９２ 男 ７９．５９ （＋０．６７） 男 ７９．６０ （＋０．６４）

女 ８４．３７ 女 ８５．６６ （＋１．２９） 女 ８４．２１ （＋０．５０）

①－② 男 １．３１
女 ２．８３

男 １．１９ （▲０．１２）
女 ２．４５ （▲０．３８）

男 １．２７ （▲０．３２）
女 ２．９５ （▲０．３０）
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③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出

近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●
【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

１．取組と目標に対する評価シート
基本目標
（目指す姿）

☞さかしく暮らせるまちづくり
※要介護状態になることを可能な限り予防し、病気や怪我などをした場合にも回復、リハビリテーションができる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

②自立支援、介護予防、重度化防止の推進
ア 高齢者が要介護状態になることをできる限り予防する仕組みづくり

イ 要介護状態になっても状態が悪化しないよう改善、維持、遅延を図る仕組みづくり

主要事業
（手段）

②に対する主要事業
ア 介護予防・生活支援サービス事業
イ 介護予防普及啓発事業（健口栄養ステーションの設置、介護予防教室の展開）
ウ 地域介護予防活動支援事業（週一元気アップ教室、高齢者健やかサロン事業の推進）
エ 地域リハビリテーション活動支援事業（地域ケア会議の充実）

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

②のアについて
・当該事業を活用して、自立支援型マネジメント・自立支援サービスの提供に努めた。
（実績）訪問型サービス利用者実人数 H30：152人、R1：122人 通所型サービス利用者実人数 H30:213人、R1：242人

②のイについて
・健口栄養ステーション（栄養士、歯科衛生士）によるアセスメント支援
・セルフケアとつなげるための「いきいきセルフケア教室」、閉じこもり防止の「健康づくり応援教室」の実施

（実績）両教室参加者総数…H30：3,777人、R1：2,814人

②のウについて
・住民主体の体操教室「週一元気アップ教室」の普及 （実績）教室数…H30：25ヶ所、R1:30ヶ所
・気軽に通える場作りとして「健やかサロン事業」や支え合い活動の推進

②のエについて
介護サービス事業所、地域ケア会議、住民主体の通いの場等にリハビリ職を派遣し、専門職の関与を促進した。

（実績） 地域ケア会議事例検討数 H30：95件、R1：93件

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

国東市の要支援１・２の認定率

・Ｈ２７年から総合事業及び地域ケア会議の取組みにて要支援1・2の認定率は減少傾向にあったが、85歳以上の
人口増加や、マンパワー不足等による自立支援型サービス事業所の育成が難しかったことがあり、H30年度以降
要支援1.2の認定率が上昇に転じた。

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

・検証方法→日常生活圏域ニーズ調査
②主観的健康観 →問12（1）現在のあなたの健康状態はいかがですか

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

・現在の健康状態について、「とてもよい」「まあよい」をあわせた”良好である”とする割合は72.2％と前回調査
に比べて2.8ポイント増加している。
圏域別に”良好である”と応えた割合が低い地区（熊毛・来浦）の特徴として、ニーズ調査問5（11）（12）の趣味

や生きがいがあるかという問いに対し、「趣味がある」「生きがいがある」と応えた人の割合が低いという傾向
がある。

・ニーズ調査問５（１１）（１２）から、「趣味がある」「生きがいがある」と回答した人の割合が低い地域は主観的健康観が低くなる傾向に
あることから、地域の居場所づくりやセルフケアをサポートする体操教室、サロン活動等多様な主体による生活支援や通いの場を充実
していくことで基本目標に近づくことができる。

・在宅介護サービスの充実や生活機能向上を目的とした自立支援型サービスの普及を促進することで、自立した生活を支えることがで
きる。

日常生活圏域ニーズ調査
問12（1）現在のあなたの健康状態
はいかがですか（圏域別）

9.1%

9.2%

9.1%

7.2%

6.1%

8.4%

9.7%

9.0%

9.2%

9.5%

9.1%

12.0%

10.4%

9.1%

6.5%

7.8%

9.0%

8.8%

11.6%

63.1%

62.7%

62.8%

57.0%

60.5%

63.9%

64.1%

63.3%

61.8%

66.4%

61.5%

58.4%

65.2%

67.4%

60.0%

62.5%

60.5%

64.3%

61.4%

72.2%

72.0%

71.9%

64.2%

66.7%

72.3%

73.8%

72.3%

71.1%

75.8%

70.6%

70.4%

75.6%

76.5%

66.5%

70.3%

69.5%

73.2%

73.0%

0% 20% 40% 60% 80%

国東市

竹田津

伊美

熊毛

来浦

富来

大恩

上国崎

豊崎

国東

小原

旭日

武蔵東

武蔵西

西武蔵

朝来

西安岐

安岐
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主観的健康観

とてもよい まあよい 計

日常生活圏域ニーズ調査
問5（11） 趣味はありますか（圏域別）
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日常生活圏域ニーズ調査
問5（11） 生きがいはありますか（圏域別）
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生きがいあり

・特定健診でチェック体制構築など、心身の働きが弱くなってきている状態（フレイル）の人の早期発見と介入ができる体制の構築を図
る。

・生活課題のアセスメント支援や介護予防教室への専門職の介入を促進する地域リハビリテーション活動支援事業の充実・強化を図る。
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１．取組と目標に対する評価シート

基本目標
（目指す姿）

☞さかしく暮らせるまちづくり
※要介護状態になることを可能な限り予防し、病気や怪我などした場合にも回復、リハビリテーション
ができる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

① 医療と介護の連携による継続的な支援
ア 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築
イ 在宅医療・介護に関する普及啓発

主要事業
（手段）

①に対する主要事業
ア 在宅医療・介護連携推進事業
イ 健口・栄養ステーション事業
ウ くにさき地域包括ケア推進会議（通称：ホットネット）

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

①のアについて
・「医療・介護・福祉関係事業所一覧」の更新及びホットネット連絡表等含むマニュアルの改訂。（市ＨＰに掲載）
・普及啓発として市民公開講座の実施や「わたしの未来ノート」（エンディングノート）の作成及びＤＶＤの作成
・メディカルケアステーション（ＭＣＳ）の推進のため実践中の医師による講演会開催、ＭＣＳ活用事例への取り組み
・摂食嚥下機能支援として通所介護とＧＨに介入し（ＳＴ等の多職種）直接指導を実施
①のイについて
・口腔、栄養状態の改善を目指し、個別訪問指導と集団指導を実施
・栄養についてはケアマネジャーを対象に栄養マネジメントに関する研修会を実施
①のウについて
・毎月1回定例で集まり事例検討や共通の連携ツールを活用する中で顔の見える関係から協働できる関係への構築
・入退院時の情報共有や退院後スムーズに元の生活に戻れるよう医療・介護側が活用する一連のツールをまとめた
マニュアルの改訂版を作成

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

①のアについて

・比率が徐々に下がってきている。

①のイについて

・コロナの関係でサロン等の開催が自粛され集団指導の回数が伸びなかった。

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

①のア及び①のイについて
・検証方法→介護支援専門員による事業評価アンケート調査（令和2年3月）

令和元年度国東市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和2年7月）

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

実績と指標 Ｈ２７ Ｈ２９ Ｒ１ Ｒ２（目標）

介護支援専門員が主治医との連携
について「連携がとれている」又は

「概ね連携がとれている」
７３．３％ ６２．９％ ６０．０％ ７５％

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

訪問指導 延４４６回 延５８５回 延４６９回 延５００回

集団指導 11回 18回 13回 20回

・介護支援専門員が主治医との「連携がとれている」又は「概ね連携がとれている」の割合が少しずつ減って
おり、連携の難しさは、「なんとなく敷居が高く感じる」が最も多くなっているが、「以前に比べ医師や医療機関
との連携はしやすくなった」と回答している人が９４．７％である。

・今後どこでどのような生活をしたいと思うかについては「家族の介護や介護保険サービスを受けながら自分
の家で暮らしたい」が４１．６％で最も高く、次いで「家族などの介護を受けながら自宅で暮らしたい」が３４．０
％となっている。

③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出

近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●
【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

・医師や医療機関との連携は以前よりしやすくなったと回答するケアマネジャーが多数ではあるが、主治医との連携については「な
ん となく敷居が高い」と感じているケアマネジャーが多い傾向にあるため、率が伸び悩んでいるのではないか

・住み慣れた地域での生活を続けていくためには不足しているサービス等地域課題を抽出して補える対策を講じたり、市民が在宅医
療や看取りについて理解を深めてもらうために普及啓発を行うことによって在宅療養生活の選択肢を広げることができるのではない
か

・地域課題に沿った具体的な事業展開・評価等をしていくため、市として新たな指標の設定が必要ではないか

・各専門職の分野における在宅医療・介護を推進していく上での課題の抽出を改めて行い、それぞれの分野の課題を共有する取組
みを行う

・ケアマネジャーと主治医、医療機関との連携強化の観点での取組みを課題抽出した上で推進していく必要がある

・在宅医療の４場面別（①退院支援 ②日常の療養支援 ③急変時の対応 ④看取り）における現状把握を見える化し、優先順位づ
けを行った上で市の目指すべき指標を検討する必要がある

・地域の医療・介護関係者が相談しやすい環境づくりに取組む

・「私の未来ノート」（エンディングノート）の普及を推進していく

連携がとれている

4.4％

おおむね連携

がとれている

55.6％

あまりとれ

ていない
40%

＜主治医との連携＞

はい

94.7％

いいえ

5.3％

＜４，５年前と比べて連携

しやすくなったか？＞

35.7%

41.7%

5.4%

23.6%

6.1%

4.1%

31.4%

1.9%

13.5%

34.0%

41.6%

4.9%

15.9%

4.7%

4.2%

29.7%

2.6%

11.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族などの介護を受けながら自宅で暮ら

したい

家族の介護や介護保険サービスを

受けながら自分の家で暮らしたい

別居している子どもと暮らしたい

特別養護老人ホームや老人保健施設に

入ることを考えたい

グループホーム（少人数を単位とした

小規模な共同住居）に入居したい

高齢者に適した有料老人ホームや

賃貸住宅に住み替えたい

自宅近くで様々なサービスが受けられる

小規模な施設などを利用しながら生活…

その他

わからない

前回（H28年度）（ｎ＝8,637） 今回（R元年度）（ｎ＝7,333）

＜今後どこでどのような生活をしたいと思っているか＞
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１．取組と目標に対する評価シート
基本目標
（目指す姿）

☞安心して介護を受けられるまちづくり
※自立した生活を継続するために、自分らしく自らの意思で必要なサービスを安心して受けられる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

① 安心できる住まいの確保、住環境の整備
ァ 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

主要事業
（手段）

①に対する主要事業
ア 高齢者の住まいの確保、住環境の整備

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

①のアについて
・養護老人ホームの整備数については、現行水準（100戸）を維持している。

・有料老人ホームの整備は、進んでいない。
・サービス付高齢者向け住宅は、1施設27戸が整備された。

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

①のアについて

・サービス付高齢者向け住宅は、1施設（27戸）整備されたものの、経済的理由から入居が困難な事例が見受けられる。

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

①のアについて
・検証方法→日常生活圏域ニーズ調査
問６ あなたは、今後どこでどのような生活をしたいと思いますか

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

実績と指標 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２（目標）

養護老人ホーム定員数 100人 （2施設） 100人 （2施設） 100人 （2施設） 100人 （2施設）

有料老人ホーム定員数 18戸 （1施設） 18戸 （1施設） 18戸 （1施設） 18戸 （1施設）

サービス付高齢者住宅定員数 80戸 （7施設） 60戸 （5施設） 87戸 （6施設） 87戸 （6施設）

今後、どこでどのような生活をしたいと思うかについて、「特別養護老人ホームや老人保健施設に入ることを
考えたい」と答えた人の割合は15.9％、「高齢者に適した有料老人ホームや賃貸住宅に住み替えたい」と答え
た人の割合は4.2％となっている。

また、「家族の介護や介護保険サービスを受けながら自分の家で暮らしたい」が市全体で41.6％と最も高く、
次いで「家族などの介護を受けながら自宅で暮らしたい」が34.0％となっていて、何らかの介護を受けながら
在宅での生活を希望する人の割合が多い。

③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出
近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●
【評価の理由】
・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

今後どこでどのような生活をしたいと思いますか

・アウトカムの、今後どこでどのような生活をしたいと思うかについて、高齢者に適した有料老人ホームや賃貸住宅に住み替えたい、と
答えた人の割合は前回調査に比べて0.1ポイント増加しているが、他の選択肢と比較すると、高齢者の賃貸住宅などへの住み替えは進
んでいない。

・現在の居住場所での生活に困難を感じている高齢者に対する、住み替え等の住まいの確保と生活の一体的な支援策の検討が出来
ていない。

・他の住宅施策との連携や、高齢者の住まいへの支援について、各分野と協議できる居住支援協議会の設立を図る。
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11.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族などの介護を受けながら自宅で暮らしたい

家族の介護や介護保険サービスを

受けながら自分の家で暮らしたい

別居している子どもと暮らしたい

特別養護老人ホームや老人保健施設に

入ることを考えたい

グループホーム（少人数を単位とした

小規模な共同住居）に入居したい

高齢者に適した有料老人ホームや

賃貸住宅に住み替えたい

自宅近くで様々なサービスが受けられる

小規模な施設などを利用しながら生活したい

その他

わからない

前回（H28年度）（ｎ＝8,637） 今回（R元年度）（ｎ＝7,333）
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１．取組と目標に対する評価シート
基本目標
（目指す姿）

☞安心して介護を受けられるまちづくり
※自立した生活を継続するために、自分らしく自らの意思で必要なサービスを安心して受けられる。

具体的な施策
（そのためにやるべきこと、

期待したこと）

② 介護サービスの質の向上、福祉、介護人材の確保、育成
ア 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の促進を図る。
イ 介護人材の確保に向けた助成事業の計画

主要事業
（手段）

②に対する主要事業
ア 喀痰吸引等研修
イ 介護人材確保・定着・育成支援事業

① 実施（取組）内容

第7期における
具体的な取組内容
（実績）

②のアについて
・介護福祉士及び介護職員等による喀痰吸引等研修を「ケアサポート学院大分校」の出前講座にて実施した。

②のイについて
・Ｒ１年９月～Ｒ２年１月に市内の介護サービス事業所における介護職員等雇用状況実態調査を実施し、介護人材不足
の実態把握と課題を抽出した。
・介護人材確保、定着、育成支援を目的とした助成事業に着手した。

② 現状分析（検証）

取組目標
（アウトプット）

②のアについて

・Ｒ２年度は、新型コロナウイルスの影響で受講者数が減少している。

②のイについて

・Ｒ２年７月時点では、就職奨励金を１０名が申請し、そのうち４名が新卒者・有資格者就職奨励金を申請している。
・訪問介護員就職奨励金は、非正規職員も含むが、申請者はいない。

成果目標
（アウトカム）

※住民の意識や気持ち
の変化に対して

②のア及び②のイについて
・検証方法→介護職員雇用状況実態調査
問９ 介護従事者の過不足状況について

問１１ 介護従事者の不足により、介護サービスに影響が生じている事柄があるか

追加調査 実施しているサービス毎にあと何人の介護職員がいれば、安定した施設運営が図れると思いますか

「取組と目標」の進捗管理と評価シート

不足している介護職員数は、正規職員・非正規職員あわせて55名である。また、訪問系では、希望する雇用
形態は非正規職員が多く78％を占めている。

③ 評価（基本目標：目指す姿に近づいたか）と課題の抽出

近づいた。 近づいていない。 近づいているかどうか分からない

●
【評価の理由】

・近づいた（その要因はなにか。もっと近づくためには。）
・近づいていない（課題、障壁はなにか。）
・ちかづいているかどうか分からない。（どうしたら分かるのか）

④ 第8期に向けた改善策（案）

⑤ 【成果目標（アウトカム）の分析データ】※住民の意識や気持ちの変化に対して

・訪問介護員の就職にインセンティブになる事業や、潜在的な介護職員の掘り起こしになる事業を計画に盛り込む。

・介護に関する入門的研修、介護職員初任者研修を計画する。

・介護の魅力づくりの情報発信を企画する。

介護職員の不足により、介護サービスに影響が生じている事柄は、「介護に従事する職員の不足により、介
護サービスの提供依頼に対応できず、断っている」が20％を占めており、「利用定員を充足していない」が4％
を占めている。全体の24％の事業所が、介護サービスに影響が出ていると回答している。

介護従事者の過不足状況について、不足（大いに不足＋不足＋やや不足）と答えた事業所は24事業所で、
全体の59％を占めている。サービス別にみると、不足と回答した事業所が訪問系サービスでは、80％を占め
ている。

奨励金種類 就職奨励金 新卒者・有資格者
就職奨励金

訪問介護員就職
奨励金

キャリア形成
奨励金

申請者数 10人 4人 0人 0人

目標 12人 6人 10人 12人

事業所 
不足している人数 

  うち正規職員 うち非正規職員 どちらでもよい 

介護職員 55 35（63.6％） 18（32.7％） 2（3.6％） 

訪問系 9 2（22.2％） 7（77.8％）   

通所系 10 7（70.0％） 2（20.0％） 1（10.0％） 

施設・居住系 36 26（72.2％） 9（25.0％） 1（2.8％） 

 

不足している介護職員の人数介護人材確保・定着・育成支援事業実績（７月末時点）

実績 Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２

喀痰吸引等研修受講者 １４人 １２人 ４人

・Ｒ１年９月～Ｒ２年１月に市内の介護サービス事業所における介護職員等雇用状況実態調査を実施し、介護人材不足の課題を把
握した。

・「介護人材確保・定着・育成支援事業」をＲ２年度から実施し、介護事業所や介護福祉士養成校、ハローワーク等に周知を行った。

・介護分野への多様な人材の参入を促進するため、介護に関する入門的研修や、介護の魅力づくりの情報発信、潜在的な介護職員
へのアプローチが効果的ではないか。

・訪問介護員の就職にインセンティブになる仕組みづくりが必要ではないか。
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・順調に推移（目標達成している）

・一定の進捗がある（目標達成に向けて進歩している）

・進捗は遅れている（目標達成が遅れる可能性がある）

・進捗は大幅に遅れている（目標達成が難しい可能性がある）

・今後の方向性

・効果的な事業構成である（現状のまま継続する）

・概ね効果的な構成である（一部見直し等の余地がある）

・あまり効果的な事業ではない（見直し等の余地が大きい）

・事業構成に問題がある（抜本的な見直し等が必要である）

今後の事業構成の
妥当性

区分

・事業の進捗状況

第6期　介護保険事業計画（Ｈ27年度～29年度）　事業評価シート（主要事業のみ）

　 第6期の介護保険事業計画の主要事業について、事業の進捗状況、今後の方向性について保
険者が検証・評価を行っています。なお、事業の進捗状況、今後の方向性についての区分は下記
のとおりです。

事業の進捗状況

区分

 

                

 

 

 

 

 

第7期 介護保険事業計画(Ｈ30年度～Ｒ2年度) 事業評価シート（主要事業のみ） 

第7期の介護保険事業計画の主要事業について、事業の進捗状況、今後の方向性について  

保険者が検証・評価を行っています。なお、事業の進捗状況、今後の方向性についての区分  

は下記のとおりです。 



（選択・評価の方法） （選択の理由）

※加入率＝会員数／65歳以上人口

・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）

Ｈ30
組織（入会）率

1.6％

R1
組織（入会）率

　1.6％

R2
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）

Ｈ30 加入率：47％

高齢者の希望にかなった住まい方
の確保のため、住み替え等の住ま
いの確保と生活支援が一体的に提
供できる事業の検討が必要

・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
・コロナ過の影響で活動が停滞しており、
推進に向けた声かけもできていない

・国東町及び国見町の組織（入会）率が
低い。

※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％

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

・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R1（114地区）

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

R１
設置率
　76.5％

R2

第7期介護保険事業計画（Ｈ30年度～令和元年度）　事業評価シート

R2

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。

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
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

R2

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
（R2年度）

下段：30年度実績

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

加入率：60％

R１

協議体数
第1層→   1ｶ所
第2層→   0ｶ所
第3層→   6ｶ所

協議体数
第1層→   1ｶ所
第2層→   0ｶ所
第3層→   5ｶ所

Ｈ30

中断：R1年度実績

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

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）

P90
～

P94
▲15%

P90
～

P94
▲0.3%

会員数→横ばい傾向
R1  （221人）
H30（223人）
H29（233人）

※組織率＝会員数／60歳以上人口

R１ 加入率：45％

・クラブ数→横ばい傾向
R1　(104クラブ）
H30（106クラブ）　H29（112クラブ）
・会員数は減少傾向
R1  （5,262人）
H30（5,526人）     H29（5,834人）

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
・地域では行政区単位や小グループなど
の支え合い活動やお互いさまの精神で活
動している。これらの活動が活性化できる
ように支援し、一面的活動へと展開・発展
できるようきめ細かいアプローチが必要。
・地域支え合い推進員（コーディネーター）
を補助する人材の確保
・行政単位や小グループでの支え合い活
動の活性を底上げする総合事業のしくみ
を検討する

第1層
　　達成
第2層

 ▲4ｶ所
第3層
▲8ｶ所

進捗状況に対して
の課題・障壁

・他地域への横展開が課題
・地域で活動している人（団体）へのアプ
ローチや、伴走的な支援ができない
・市民の理解と周知について効果的なア
プローチ方法が見いだせない

今後の方向性

地域へのアプローチの手法やコー
ディネート役の人材確保の見直しが
必要

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

・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
・第３層の地域支え合い地域として豊
崎地区がR元年10月に設立した。

事業の進捗状況

高齢者の孤立防止や就労支援、介
護予防に効果がある

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を行う必要がある

生活支援を担う会員を増やす事業を強化
する

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）

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
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
▲23.5%

・未実施地区への普及活動ができていな
い
・開催地区数に減少が見られた一方、新
規にふれあいネットワーク会議を開催した
い、もう一度活動を振り返りたいと説明会
や説明DVDの貸出要望が３件あった。

Ｈ30
設置率
78.5％



（選択・評価の方法） （選択の理由）

R１ 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）

新規カフェ開設に向けて、事業所と検
討中。 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

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）

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。
・カフェ参加者が固定してきているので、
新規
参加者を増やしていくため周知活動が必
要。

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

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

R2 4ｶ所

２ｶ所

・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。

R１

相談件数　　72件
訪問件数　　59件
（延訪問件数
　　　　　　　108回）

前年に比べやや相談件数や訪問件
数は減少しているが、目標数値には
ほぼ到達している。

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

Ｈ30

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

相談件数
達成

訪問件数
達成

順調に推移（目標達成している）

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。

・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
・本人だけでなく家族全体に課題があり支
援が必要な事例が増えてきている。

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

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

P97
～

P100

R2
相談件数　70件
訪問件数　60件

・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
・家族が支援を望まない等家族に課題の
ある事例や身寄りがなくｷｰﾊﾟｰｿﾝがいな
い事例等長期の支援を要するｹｰｽが増え
てきている。
・初期集中支援ﾁｰﾑの役割等を再度周知
していく必要がある。

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

・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

R１
訪問件数　　　　2件
延訪問件数　 　7回
チーム員会議　 4回

家族が支援を望まないｹｰｽや独居で
身寄りのないｹｰｽがありﾁｰﾑまで繋げ
られず包括で支援しているｹｰｽもあ
り、前年度よりﾁｰﾑの支援件数等とし
て減少している。

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

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

訪問件数
　　▲４件

延訪問件
数　達成

チーム員
会議
　　▲１回

一定の進捗がある
（目標達成に向けて進歩している）

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

P94
～

P96

R2 必要数

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

R2
訪問件数　　　10件
延訪問件数　 30回
チーム員会議 12回

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

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

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。

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　【認知症施策の総合的な推進】

R１
設置者数

671人
前年に比べ設置者数は多少減少して
いるが、必要な人に設置できている。

在宅生活の継続に必要不可欠な事
業である

Ｈ30

-

設置者数
706人

順調に推移
（目標達成している）

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
また、携帯電話の普及により固定電話の
設置がない家庭も増えており、設置が困
難なケースもある

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

進捗状況に対して
の課題・障壁

今後の方向性 課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考
中断：R1年度実績

下段：30年度実績

事業の進捗状況
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
（R2年度）

差異



（選択・評価の方法） （選択の理由）

今後の方向性

サポーター数は順調に増えているが、地
域の中で活動できる場の設定ができてお
らず活動まで繋がっていない。

認知症の理解や関心を深め、地域で見守
り支えあえる地域づくりを進めていくため
にも、継続して開催していく必要がある。

成果指標等
（R2年度）

差異
事業の進捗状況 進捗状況に対して

の課題・障壁

順調に推移
（目標達成している）

R1　 　3,983人（新規378人養成）

薬局や商店等で開催しオレンジカンパ
ニーとして県に登録（薬局3ヶ所、商店
等5ヶ所）

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

基本目標　２　【尊厳ある生活を支援するまちづくり】

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

備考基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

中断：R元年度実績

下段：30年度実績

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

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

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

施策名３　【認知症施策の総合的な推進】

・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

P97
～

P100

R2 年1回

▲1回

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

R１ 1回 R1　 　1回（国見町竹田津地区）

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

Ｈ30

達成

3,605人
（新規：766人養成）

3,983人
（新規：378人）

R2 3,500人

Ｈ30 0回
Ｈ３０　0回
Ｈ２９　1回（安岐町塩屋）

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

R１

事前登録数44人
（新規登録13人・延
登録者数83人）
GPS利用
　　　延件数4件
（新規利用2件、
　　　　　廃止1件）

延事前登録数
R1　　83件
GPS新規利用件数
R1　　　2件

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

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

必要数

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）

－

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。
GPSの利用者は毎年2名程度ではあるが
新規申請があがっている。今後も必要な
人が利用できるよう事業の周知を継続し
て行っていく必要がある。

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。

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

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

・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
・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

講演会
年1回

▲1回

順調に推移
（目標達成している）

・市民後見人養成講座やセミナーの開
催、サロンや介護支援専門員を対象にし
た周知・啓発活動で、少しづつではあるが
制度への理解と必要な人への対応・相談
が増えてきている。しかし、制度を利用す
る人が増えてきた中で、支援者が不足し
ている状態。
・「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。

R2

R１

啓発セミナー
（Ｒ1.8.31）

市民後見人養成講
座

（Ｒ1.10.3～12.3）

市民啓発セミナーを、講師に山内勇人氏を招き
開催。参加者：６１名
くにさき半島地域成年後見支援センターの出張
相談会を月１回開催。利用者７名
市長申立件数　４件

施策名4　【高齢者権利擁護の推進】

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

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

R１

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

R2

Ｈ30



（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

事業名②
介護者手当支給事業

在宅で要介護４以上の者等を介
護する家族に対して、介護者手
当を支給

P103
～

P105

R2 －

－R１
利用者
26人

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

利用者数の減少が在宅で生活している要
介護数と因果関係にあるが、実態を把握
する必要がある

効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

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

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）

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

R2 必要数

Ｈ30
利用者
85人

順調に推移
（目標達成している）

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を介護し
ている方に拡大

－
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
（一部見直し等の余地がある）

R１
利用者
98人

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

事業の進捗状況 進捗状況に対して
の課題・障壁

今後の方向性

中断：R元年度実績

下段：30年度実績

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

R2 計　3カ所

R1 計　３カ所

第８期の介護保険サービスの意向調
査の結果により、市内医療法人より小
規模多機能型居宅介護施設の整備
意向がある

基本目標　２　【尊厳ある生活を支援するまちづくり】

介護期間の年数要件を見直しをした
ことにより新規申請者は増加している
が、支給要件に該当しないケースが
多く、利用者増には至ってない。

施策名５　【在宅生活を支える施策の推進】

課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考

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。

達成

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

・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
（現状のまま継続する）

・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
・事業所の設置場所の検討を行う

・公募等による計画的な募集
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。

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
（R2年度）

差異

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の推進】

R2

R1

管内研修会にて
協議年４回
（協議の場の変
更）

R1（114地区）
H30（117行政区）
H29（114行政区）

連絡会議
年３回

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

市の共通課題を各部署の栄養士が共
有できる

連絡会議
年２回

Ｈ30

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

事業名①
健康増進部門等との連絡
会議

P106
～

P107
達成

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

各世代における健康課題をＫＤＢシステムを活
用し、保健事業と介護予防事業が一体的に実
施できる事業が求められている

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

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

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）



（選択・評価の方法） （選択の理由）

施策名７　【自立支援・介護予防・重度化防止の推進】

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

R2
認定率

（要支援1・2）
4.0％

▲1.0%

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
（R2年度）

差異
事業の進捗状況 進捗状況に対して

の課題・障壁

今後の方向性 課題の解決・改善方法
次年度の取組内容中断：R元年度実績

下段：30年度実績

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

・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
・フレイルになっている人の早期介入がで
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）

-

・「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
・フレイル状態な人を早期介入できる総合
事業での仕組みを構築する必要がある。
第８期に向け、サービスの類型（あり方）を
見直す

・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

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）

備考

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

R1
認定率

（要支援1・2）
5.0％

認定率
（要支援1・2）

4.7％

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

R2 250回

24回

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

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

・R1年度は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、２～３月にかけて教室の休
止があり利用者延べ人数に減少が見ら
れている。
・送迎があり、移動手段がない高齢者が
セルフケアを学ぶ場や外に出るきっかけ
づくりとして非常に有効である
・一方、教室卒業後の受け皿について課
題がある。また、本来この教室が必要で
ある利用者を発掘する仕組みづくりを行う
ことが課題である。

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

Ｈ30

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

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

R2 －

Ｈ30 3,102人

R2 －

Ｈ30 675人

R1 630人

R1 2,184人

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

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

・送迎があり、移動手段がない高齢者が
外に出るきっかけづくりとして非常に有効
である。
・一方、教室卒業後の受け皿について課
題がある。また、本来この教室が必要で
ある利用者を発掘する仕組みづくりを行う
ことが課題である。

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

・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

 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

Ｈ30 274回

R1 260回

・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）

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）

新規カフェ開設に向けて、事業所と検
討中。

健康づくりについての意識付けに効
果的である

･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

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

-

-

-

-

-



（選択・評価の方法） （選択の理由）

新規地区立上げ
   Ｒ１・・・５地区
Ｈ３０・・・２地区
Ｈ２９・・・３地区

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）

・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
し分析する

Ｈ30
参加率
6.4％

R2
参加率
10.0％

　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

0.8%
達成

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

参加率
10.8％

R1…10.8%
Ｈ30…6.4％

・順調に推移（目標達成している）
概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

達成

開催頻度
週1回

開催頻度
週1回 ・R1年度：年間27回開催し、検討事例

ケースは93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等からの技
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

　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

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
（R2年度）

差異
中断：R元年度実績

下段：30年度実績

事業の進捗状況 進捗状況に対して
の課題・障壁

今後の方向性 課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考

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

R2

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

R1

R1

R1

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

Ｈ30

・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
る必要がある
・各専門職の分野における在宅医療介護
を推進していく上での課題の抽出を再度
行い、それぞれの分野の課題を共有する
ことが必要
・「わたしの未来ノート」（エンディングノー
ト）の普及がコロナ禍の影響で進んでいな
い
・在宅医療の４場面別（①急変時の対応
②日常の療養支援③急変時の対応④看
取り）における現状を把握し、見える化し
た上、優先順位づけ、市の目標すべき指
標設定をなどに取り組めていない

R2

Ｈ30
25ｶ所

リーダー数
350人

・体操普及リーダー養成講座には毎年70
人前後が参加し、そのうち50人が4日間
受講してリーダーとなってくれている。養
成後、週一元気アップ教室の開催に繋げ
る支援が必要である
・一方、開催地区が教室を継続できるよう
にモチベーションを維持するための効果
的な支援も必要である

50ｶ所
-

▲20
ｶ所

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

30ヶ所
リーダー数

392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

生活課題のアセスメント支援や、介護予防
教室への専門職の介入を促進する事業の
強化、充実を行う必要がある

・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

開催頻度
週1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
・地域の医療、介護関係者が相談しやす
い環境づくりや環境づくりを強化していく必
要がある

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

施策名８　【医療と介護の連携による継続的な支援】

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

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

R2

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

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

R1

運営会議：2回
市民公開講座：
1回
多職種交流会：
0回
多職種連携研
修会：4回

運営会議
　　▲1回

多職種交
流会
　　▲1回

・順調に推移（目標達成している）



（選択・評価の方法） （選択の理由）

市の健康課題を共有し関係部署との協働
が必要

助成事業の効果検証を定期的に行
い、事業の見直しを行う必要がある

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 -

-

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

・Ｒ元年９月～Ｒ２年１月に市内の介護
サービス事業所における介護職員等雇用
状況実態調査を実施。介護職員の雇用
状況等を調査し、介護人材不足の課題を
把握した。
介護人材確保、定着、育成支援を目的と
した事業として助成事業を実施（Ｒ２年度）

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）
の定期的な検証
・介護の魅力づくりを発信する事業を計画
していく必要がある。
・潜在的な介護職員に対して情報発信をし
たり掘り起こしになる事業を企画していく

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

Ｈ30

訪問指導
　　　延べ585件
集団指導
　　　18回

訪問
▲31件

集団
▲7回

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

R2

訪問指導
　　　延べ500件
集団指導
　　　20回

R1

訪問指導
　　　延べ469件
集団指導
　　　13回

・栄養士の活動としてケアマネジャー
を対象として栄養マネジメント研修会
を開催
・歯科衛生士の活動としてケア会議に
て嚥下に課題があるケースに言語聴
覚士等と関わり支援
・口腔・栄養状態の改善をめざし、訪
問指導・集団指導を実施

基本目標　４　【安心して介護を受けられるまちづくり】

喀痰吸引等研修【出前講座】
・令和元年度
　６月～７月（９日間）１２人受講
・平成３０年度
　６月～７月（９日間）１４人受講

介護職員等雇用状況実態調査
・令和元年度
　９月～１０月アンケート調査実施
　１２月～Ｒ２年１月追加調査実施

・効果的な事業構成である
（現状のまま継続する）

・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
・保健事業と介護予防の一体的実施が求
められている中、栄養士・歯科衛生士の配
置や事業実施について検討していく必要
がある

・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

状態の把握、改善、重症化予防に
効果がある

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
（R2年度）

差異
中断：R元年度実績

下段：30年度実績

事業の進捗状況 進捗状況に対して
の課題・障壁

今後の方向性 課題の解決・改善方法
次年度の取組内容

備考

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

R2

R1

事業名②
健口・栄養ステーション事
業

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

P122
～

P127

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
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
（目標達成に向け進歩している）

・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

概ね効果的な構成である
（一部見直し等の余地がある）

・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
・他の住宅施設との連携や、高齢者の住
み替え等の支援について他分野との協議
のできるしくみを検討する

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
　6施設　87戸

高齢者の希望にかなった住まい方
の確保のため、住み替え等の住ま
いの確保と生活支援が一体的に提
供できる事業の検討が必要

・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１施設（27戸）が開設された。

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
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

R2 -

R1 -


