
目標指標等

（選択・評価の方法）

R2
組織（入会）率

　1.7％
進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

影響　小

【基本施策】への位置づけ
・基本施策1
「さかしく暮らし続けるために」
  方針1
「住民が主体的に健康づくり、介護予防を取
り組めるための支援」

R１ シルバー人材センターへの支援のあり方を協議
するため定期的な意見交換の場を設け、高齢者
の就労の機会の充実を図る。

【基本施策】への位置づけ
・基本施策1
「さかしく暮らし続けるために」
 方針1
「住民が主体的に健康づくり、介護予防を取
り組めるための支援」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針３
「ひとり暮らし、高齢者世帯を支える取り組
みの推進」

組織（入会）率
　1.6％

・クラブ数→横ばい傾向
R2（100クラブ）
R1（104クラブ）　H30（106クラブ）
・会員数は減少傾向
R2　（4,957人）
H30（5,526人）

・コロナ禍の影響で活動が停滞しており、思うように活動
できず補助金の返還をしたクラブ（2クラブ）もあった
・推進に向けた声かけもできない状況であった

会員数→横ばい傾向
R2  （227人）
R1  （221人）
H30（223人）
H29（233人）

※1.組織率＝会員数／60歳以上人口

▲17%

設置率
76.5％

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

【課題・障壁】
・リーダーの担い手がいないため、休会するクラ
ブが出現している
・個々の趣味の多様化
・会員の超高齢化で活動できる会員が減少傾向
にある

【成果】
老人クラブ連合会の各町代表者および社会福祉
協議会と意見交換会を実施し、現状や課題につ
いて情報の共有を行った。
・コロナ禍の中で会員全員での活動は難しかった
ため、短時間で少人数単位ではあるが活動の継
続が図れた。

【課題・障壁】
・武蔵町以外の組織（入会）率が低い。
※本所支所別の組織（入会）率
　　国見支所（国見町）　1.6％
　　国東支所（国東町）　1.3％
　　武蔵支所（武蔵町）　2.1％
　　安岐本所（安岐町）　1.6％
　　全体　　　　　　　　　　1.6％
　　　　　　　　　　　（R3年11月末時点）

現役世代の定年延長等など雇用環境の変化によ
り、会員数が減少傾向。

影響　大

影響　中

（２）地域ふれあいネットワーク会議
・地域ふれあいネットワーク会議実施地区の活動
支援を引き続き行っていく。
・地域ふれあいネットワーク会議の未設置地区に
おける見守り体制づくりを、関係機関とともに検討
していく。

R１
設置率
　76.5％

R2

【課題・障壁】
・区長が交代する際に活動が途切れてしまうケー
スがある
【成果】
・地域に住む人たちの問題の把握と解決に向け
て意識を高め、継続的な見守り支援が行われて
いる

H30
設置率
78.5％

R2（114地区）
R1（114地区）
H30（117行政区）

コロナの影響で、ネットワーク会議実施地区においても
集まっての会議・情報共有が難しかった。

第7期介護保険事業計画（平成３０年度～令和２年度）　事業評価シート

R2

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→   0ｶ所
第3層→   6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

上段：R2年度実績

下段：H30年度実績

加入率：43%

※加入率＝会員数／
65歳以上人口

（4）健康づくり、生きがいづくり活動や就労的な活
動支援
・老人クラブが行う社会奉仕活動や健康づくり、生
きがいを高める活動を支援するため、老人クラブ
の関係者、社会福祉協議会との積極的な情報共
有の機会を設ける。

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

協議体数
第1層→  １ｶ所
第2層→  ４ｶ所
第3層→ 14ｶ所

中断：R1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

加入率：60％
P90
～

P94

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→   6ｶ所

H30

R１

H30 加入率：47％

第８期計画において取り組む
施策の具体的な内容

⑴ 地域の支え合いをはぐくむ取り組みの充実

・地域での支え合い活動を普及・推進するため、
生活援助　（掃除・洗濯・ゴミ出し・買い物代行）や
外出支援（通いの場への送迎、買い物（通院）な
どの移動支援への助成事業（ちょいかせ）を実施
する。
・コロナ禍においてもできる弁当のテイクアウト食
事会を通いの場の再開まで、当分の間助成する。
・コロナ禍においてもつながりを持てるよう、高齢
者へのスマホ教室を開催し、地域支援の介入の
ツールとして活用する。

⑵ 効果的に地域支援を行う体制の整備
・健康づくりや地域づくりを担当する庁内他課と連
携を強化するため、「地域コミュニュティ 庁内連携
会議」の充実を図る。

第1層
　達成
第2層

 ▲4ｶ所
第3層
▲8ｶ所

指標達成（近づくため）に
対しての課題・障壁と成果

【課題・障壁】
・他地域への普及を図るため、安岐（朝来、西武
蔵、南安岐）・国東（来浦、富来）地区に地域支援
を実施しているが、立ち上げに至っていない。
・地区公民館（小学校区）単位：第3層での活動が
困難な地域での支え合い活動を支援する必要が
ある。
・ウイズコロナを見据えて、コロナ禍においてもで
きる地づくり活動を推進する必要がある。
・地域づくりに関係する担当課の連携強化を図る
必要がある。
【成果】
・地域での支え合い活動を推進するため、生活援
助（掃除・洗濯・ゴミ出し・買い物代行）や外出支
援（通いの場への送迎、買い物（通院）などの移
動支援への助成事業（ちょいかせ）を実施した。
・コロナ禍でもできる活動として、通いの場での食
事会やカフェの代替活動して、弁当の テイクアウ
ト食事会を実施し、併せて見守り活動を行った。
・コロナ禍における地域支援のツールとして、地域
づくり・支え合い活動を実施している地域組織の
共通の ホームページ「国東つながる暮らし」を開
設した。
・コロナ禍における社会参加とつながりを維持して
いくための高齢者へのスマホ教室を開催した。

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

事業の進捗状況 新型コロナの
影響

影響　大

・第1層は、「くにさき地域応援協議会〞寄ろう会〝」を設
置し、地域の支え合い活動の応援、他地域への活動の
普及に向けたキッカケづくり、課題解決に向けた情報共
有を行った。
・第2層は、圏域（町）単位の協議体の設置に至らなかっ
た。
・第3層は、（竹田津・熊毛・上国崎・豊崎・旭日・武蔵西）
地区で設置し、支え合いの活動を実施しているが、新型
コロナウイルス感染症予防のため、通いの場での活動を
中止せざる を得ない状況に陥った。
・R3年度に、R2年度にモデル的に実施した生活支援と地
域活性との連携をコーディネートする「地域支援サポー
ター」3名を配置し、地域づくり活動に対する助言や提
案、地域支援を行っ た。

第8期事業計画においての
基本施策への位置づけ

【基本施策】への位置づけ
・基本施策1
「さかしく暮らし続けるために」
  方針2
「住民が主体となる地域支え合い活動 のた
めの支援」

指標との
差異

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）

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%

P90
～

P94
▲0.2%

R１ 加入率：45％

組織（入会）率
1.9％

H30
組織（入会）率

1.6％

設置率
100％

資料①



目標指標等

（選択・評価の方法）

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針３
「ひとり暮らし、高齢者世帯を支える
取り組みの推進」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針２
「認知症高齢者とその家族を支える
取り組みの推進」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針２
「認知症高齢者とその家族を支える
取り組みの推進」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針２
「認知症高齢者とその家族を支える
取り組みの推進」

・認知症施策全般の推進にあたり、継続し
て認知症地域支援推進員を配置し、認知
症の人やその家族への支援を実施してい
く。

（１）認知症の人を適時適切な医療・介護
につなげる支援体制の構築
・認知症初期集中支援チームの支援や
チーム員会議・研修等を通じて、チーム員
の質の向上や医療・介護等関係者との連
携体制の強化を図る。

（１）緊急通報システム事業の推進
・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
（２）令和４年度に固定電話がないために
設置できずにいた方や、難聴や認知機能
低下により緊急時の通報が困難な方でも
利用できるような機器の導入を検討する

【課題・障壁】
・コロナ禍にて感染状況により開催や中
止の判断が必要な状況で計画通りの開
催が難しく参加者への周知や新規参加者
の拡大に向けや働きかけ等に支障が出
ている。
・カフェ開催にあたり、スタッフが限られて
おり新規カフェが増えることでスタッフの
負担も増加するため対応にも限界があ
る。新規カフェ開催に向けては、ボラン
ティア等スタッフを確保していく必要があ
る。
【成果】
・カフェが本人や家族の社会交流・社会参
加の場となっており本人の生活の質の向
上、家族のレスパイトへも繋がっている。

（１）認知症の人や介護者への支援の充実
・本人が自分らしく日常生活が過ごせるよ
う、本人の生活の質の向上、家族のレスパ
イトや社会参加の場としてコロナ対策を行
いながら新規カフェ開催の検討も踏まえ認
知症カフェの充実を図る。
・認知症サポーターステップアップ講座を
開催し、認知症カフェも含め地域で活動で
きる認知症サポーターの養成を図る。

・Ｈ３０には市内2カ所（国見町・武蔵町）にカフェを開設し
ていたが、R2年度は新型コロナ感染予防のため中止や
人数制限等を行わざるを得ない状況となり、中止時は電
話連絡や訪問等行い状況把握に努めた。
・Ｒ２新規カフェ（安岐町）を開設予定であったが新型コロ
ナ感染症拡大により見合わせとなり、現在も新規カフェ
開催には至っていない。

影響　大

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 ２ｶ所

２ｶ所

4ｶ所
R１ ２ｶ所

H30

▲２ｶ所

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

一定の進捗がある
（目標達成に向けて進歩している） 【課題・障壁】

・身近に親族や支援者のいない独居や高
齢者のみ世帯等、キーパーソンのいない
対応困難な事例の相談が増えてきてい
る。
・本人だけでなく家族全体に課題があり支
援が必要な事例も多く、関係課や多職種
との連携をより強化していく必要がある。
【成果】
・相談対応を通じ、様々な課題を抱える
ケースに対応することで推進員のスキル
アップに繋がっている。

影響　小

・Ｈ２７年度より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、関係
機関との連携も図れるようになってきている。
・相談対応のみでなく認知症初期集中支援チーム事業
や認知症地域支援・ケア向上事業等認知症施策全般の
事業に携わり関係機関とのネットワークの構築や認知症
の人やその家族への支援等を行っている。

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

P97
～

P100

R2

相談件数　　61件
訪問件数　　48件
（延訪問件数
　　　　　　  96回）

相談件数　70件
訪問件数　60件

R１

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

H30

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

相談件数
▲９件

訪問件数
▲１２件

影響　小

・チームとしての訪問件数は少ないが、R2年度にチーム
として訪問支援を実施したケースについてはサービス利
用や専門医受診等、課題に対する支援方針の内容を達
成し支援終了している。
・Ｒ１年度よりチーム医1名体制となり、チーム員会議は
偶数月での開催となっているがさらに、R2年度は新型コ
ロナの影響もありチーム員会議を１回中止せざるを得な
い状況があった。

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
設置台数

620台

R１
訪問件数　　　　２件
延訪問件数　 　７回
チーム員会議　４回

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

訪問件数
　　▲８件

延訪問件
数
　　▲１６回

チーム員
会議
　　▲７回

【課題・障壁】
・困難事例への対応が増加しており対応
もより専門性が求められるため、チーム
員の質の向上や関係機関との連携を強
化していく必要がある。
・認知症状が進行し困り事が生じてから
の相談が多いため、より早い段階での相
談に繋がるよう初期集中支援チームの役
割等について、関係機関や市民へ再度周
知していく必要がある。
【成果】
・件数は多くはないが、チームとして対応
したケースについては必要な支援やサー
ビス等につなげ支援終了できている。

必要数

訪問件数　　　10件
延訪問件数　 30回
チーム員会議 12

回

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。
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。
R2年度は新型コロナの影響もあり、新規設置や保守点
検が遅れることがあった。

影響　中

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
設置台数

671台

H30

-

設置台数
706台

順調に推移
（目標達成している）

【課題・障壁】
携帯電話の普及により固定電話の設置を
解除している家庭が増えており、設置が
困難なケースがある。
【成果】
見守りを必要とする高齢者世帯へ設置
し、夜間や緊急時も対応することで、ひと
り暮らしや高齢者のみ世帯での不安を和
らげ、安心して生活できる。

事業名②
緊急通報システム推進事
業

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　　　　２件
延訪問件数　 １４回
チーム員会義   ５回

指標達成（近づくため）に
対しての課題・障壁と成果

第８期計画において取り組む
施策の具体的な内容

備考中断：R1年度実績

下段：H30年度実績

事業の進捗状況 新型コロナの
影響

第8期事業計画においての
基本施策への位置づけ

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

上段：R2年度実績
指標との

差異



目標指標等

（選択・評価の方法）

・R1年度よりR2年度の開催に向け区への働きかけ等準
備を行ってきたが、新型コロナウイルス感染予防のため
模擬訓練の開催を中止。その後もコロナ禍にて多くの人
が集まることに地域も躊躇しておりなかなか開催できな
い状況にある。

・警察からの情報提供や介護支援専門員からの相談、
家族からの相談等で毎年10～20件程度の新規事前登
録の申請がある。
・GPSは利用者は少ないが必要な人が毎年３～４件の新
規利用者がいる。
・R２年度、警察より捜索協力依頼のあった行方不明事
案は2件で、2件とも生存で当日のうちに発見されてお
り。1件は地域の方が見かけ声かけし発見されている。
・地域で安心して生活できるよう環境整備の１つとして認
知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等を
外出時に発見時に迅速な身元確認や安全確保が図れ
るよう見守りキーホルダー事業の実施に向けた協議や
検討・準備を行った。

・認知症サポーター養成数については目標達成している
が、R2年度は新型コロナウイルス感染予防のためサロ
ンや集いの場の活動や多くの人を集めて行う事業を中
止せざるを得ない状況があり養成講座の開催数は減少
している。また、H27年度より実施していた市内４中学校
での認知症サポーター養成講座もR2年度は中止。

講演会
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

R2

必要数

H30

H30

【課題・障壁】
・認知症サポーター養成数は目標達成し
ているが、地域で活動しているサポーター
はほとんどいない状況であり、お互いに
支え合える地域づくりを進めていくために
も、今後活動できるサポーターを養成して
いく必要がある。
【成果】
・新型コロナ感染が落ち着いていた期間
に地域での高齢者支援の核となる民生委
員・児童委員を対象にサポーター養成講
座の開催を行うことができた。
・出向いてのサポーター養成講座の開催
が難しい状況の為、認知症サポーター養
成講座の内容をケーブルTVにて放映して
もらい普及啓発を実施した。

【課題・障壁】
・認知症への理解や関心を深め、地域で
見守り支え合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ことが必要
であるが、コロナ禍にて開催が難しい状
況が続いている。
【成果】
・模擬訓練の開催までは出来なかった
が、実施に向けた関わりの中で、区長や
役員とのつながりを築くことができた。

上段：R2年度実績
指標と
の差異

事業の進捗状況 指標達成（近づくため）に
対しての課題・障壁と成果

順調に推移
（目標達成している）

基本目標　２　【尊厳ある生活を支援するまちづくり】

施策名３　【認知症施策の総合的な推進】

3,500人

年1回

中断：R1年度実績

下段：H30年度実績

R2
4,071人

（新規：88人）

0回

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

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

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

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

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

P97
～

P100

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

第８期計画において取り組む
施策の具体的な内容

0回

（１）認知症への理解を深めるため
の普及啓発の促進
・継続して認知症サポーター養成講
座を実施することで地域での認知
症に関する理解を深める。
・認知症サポーター養成講座受講
者を対象とした認知症ステップアッ
プ講座を開催し、更なる認知症への
理解を深めるとともに地域で活動で
きる認知症サポーターを養成し、よ
り身近な地域で支え合える支援体
制の整備を図る。

備考第8期事業計画においての
基本施策への位置づけ

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針２
「認知症高齢者とその家族を支える
取り組みの推進」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針２
「認知症高齢者とその家族を支える
取り組みの推進」

新型コロナの
影響

影響　大

影響　大

達成

3,605人
（新規：７６６人）

3,983人
（新規：378人）

（1）認知症の人やその家族を支え
合える地域づくり
・地域での見守り体制の構築が図
れるよう、感染予防対策や実施方
法等を検討し捜索・声かけ模擬訓
練が継続して開催できるよう検討し
ていく。

R１

事前登録数４４人
（新規登録１３人・
延登録者数８３人）
GPS利用
　延利用件数９件
（新規利用２件、
　　　　　廃止１件）

事前登録数４１人
（新規登録１５人・
延登録者数９８人）
GPS利用
　延利用件数１３件
（新規利用４件、
　　　　　廃止２件）

事前登録数４１人
（新規登録１９人・

延登録者数７０人）
GPS利用
  延利用件数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）

【課題・障壁】
・毎年新規事前登録は10～20件程度ある
が、実際に行方不明となり捜索依頼であ
がってくる人は事前登録していない方が
多く、行方不明となる前の第回で登録や
関わりが持てるよう、今後も継続して事業
の周知を行っていく必要がある。
【成果】
・GPSの利用者は多くはないが、利用者
の家族はGPSにより居場所との確認等が
でき日頃のや見守りや安心に繋がってい
る。
・地域で安心して生活できるよう環境整備
の１つとして見守りキーホルダー事業のR
３年度からの開始に向けた準備ができ
た。

（１）認知症の人や介護者への支援
の充実
（２）認知症の人やその家族を支え
合える地域づくり
・R3年４月より「見守りキーホルダー
事業」を開始することで、認知症等
により行方不明となるおそれのある
高齢者等を外出時に発見時に迅速
な身元確認や安全確保に繋げるこ
とで環境整備の強化や介護者の不
安軽減を図る。

【基本施策】への位置づけ
・基本施策３
「安心して暮らし続けられるために」
　方針２
「認知症高齢者とその家族を支える
取り組みの推進」

影響　小R2

H30

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。

（1）成年後見制度の利用促進と地
域連携ネットワークの推進（拡充）
・「くにさき半島地域成年後見支援
センター」において、市民後見人養
成と修了者の活動支援を行う。
・「くにさき半島地域成年後見支援
センター」と連携をとり、各関係機関
や、サービス提供事業所等と、権利
擁護支援の地域連携ネットワークを
整備していき、制度利用を必要とす
る方の、早期発見に努める。
（2）中核機関の設置について
・「広報機能」「相談機能」「成年後
見制度利用促進機能」「後見人支
援機能」を目的とし、専門職による
助言等の支援の確保や、地域連携
ネットワークを担う中核機関を、「く
にさき半島地域成年後見支援セン
ター」に委託する方向で、関係機関
と検討。

市民後見人養
成講座フォロー
アップ研修（2

回）

達成

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している） 【課題・障壁】

・成年後見制度を必要とする人が増えて
きているなかで、支援する側の人材が不
足している状態。
・委託している「くにさき半島地域成年後
見支援センター」の存在や、出張相談会
の周知の仕方が足りていない。
・必要としている人の早期発見が、在宅に
生活する方ほど困難。
【成果】
・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とし
た周知・啓発活動で、少しづつではあるが
制度への理解や、必要とする人の相談は
施設を中心に増えてきている。

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）

【基本施策】への位置づけ
・基本施策3
「安心して暮らし続けられるために」
　方針1
「多様化する相談に対応できる包括
的な支援体制の構築に向けた取り
組み」

影響　小

・R1の市民後見人養成講座修了者のうち、後見支援員
として、４名が国東市内で活動中。
・くにさき半島地域成年後見支援センターの定期相談会
を８回開催し、利用者７名。・市長申立件数　７件
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。



目標指標等

（選択・評価の方法）

R2
利用者
32人

－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）

【課題・障壁】
受給者数の増減の状況は、在宅で生活し
ている要介護者の月数と因果関係にある
ため実態を把握する必要がある

-

【基本施策】への位置づけ
・基本施策3
「安心して暮らし続けられるために」
 方針4
「重度の要介護状態や在宅療養患
者、その家族を支える取り組みの推
進」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策7
「介護保険事業の円滑な運営を実
施するために」
 方針1
「地域包括ケアシステムを推進する
うえでの介護保険サービスの整備」

基本施策１
「さかしく暮らし続けられるために」

事業名①
健康増進部門等との連絡
会議

任意事業における介
護用品の支給は第8期
介護保険事業計画期
間における例外的な
激変緩和措置であるこ
とから、交付金対象外
となった場合の対応に
ついて期間中に検討
を進める必要がある。

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
利用者
103人

H30
利用者
85人

順調に推移
（目標達成している）

－
【課題・障壁】
地域支援事業（国庫補助事業）の見直し
による財源確保

R１
利用者
98人

国庫補助事業の対象外として通
知されていたが、国の支給要件に
準拠することにより、第8期介護保
険事業期間に限り補助対象事業
として認められることになった。そ
のため、令和3年度から、現行の
支給要件を見直しし、事業の継続
を図った。
【改定後支給要件】
・介護者と要介護者が同一世帯に
属し、世帯員全員が住民税非課
税であること
・要介護要支援認定における認定
調査票の「排便」「排尿」項目に該
当すること

-

影響　小

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

【基本施策】への位置づけ
・基本施策3
「安心して暮らし続けられるために」
 方針4
「中重度の要介護状態や在宅療養
患者、その家族を支える取り組みの
推進」

事業周知のため、介護支援専門
員への周知を行う

支給要件
・要介護４以上と認定
された方及び要介護３
と認定された方２人以
上を介護している家族
・要介護者の在宅日数
が月20日以上
・世帯員（本人含む）に
市税等の滞納がない
こと

H30

指標達成（近づくため）に
対しての課題・障壁と成果

中断：R1年度実績

下段：H30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

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】

計　3カ所

基本目標・施策、事業名 事業内容
新型コロナの

影響

影響　小

影響　小

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あ
る。

令和元年度から新たに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。

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

第8期事業計画においての
基本施策への位置づけ

第８期計画において取り組む
施策の具体的な内容

備考

H30 計　2カ所

達成

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

【課題・障壁】
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

・小規模多機能型居宅介護（予防
含む）を1箇所整備予定。
・事業者が参入しやすいよう、付
帯施設との併設等、柔軟に対応
する。
・令和3年10月1日～11月30日ま
で、小規模多機能型居宅介護及
び看護小規模多機能型居宅介護
の公募を実施したが、応募はな
かった。

・公募等による計画的
な募集

計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

上段：R2年度実績
指標との

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

管内研究会にて
協議　年４回
（協議の場の変
更）

事業の進捗状況

P106
～

P107
達成

連絡会議
年３回

市の医療費データ等から共通課題を各部署の保健師、
栄養士が共有し高血糖対策や歯科保健対策について協
議．各ライフステージごとに今後の具体的な取り組みに
ついて検討及び実施をしている。

市の共通課題を各部署の栄養士等が共有できる

管内研究会にて
協議　年４回

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

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

【課題・障壁】
・主に医療保健課、市民健康課、包括支
援センターにて協議をしているが実行可
能な具体的取り組みまでに至っていない
【成果】
・管内研究会にて検討グループを編成し
各々で課題抽出、一部具体的な取り組み
を行った
・歯科グループは市職員を対象にアン
ケートを実施し実態把握。セルフケア及び
定期検診、歯科受診等の啓発チラシ作成
・高血糖グループは統計資料収集し令和
4年に地域保健委員会（医療保健課）での
小委員会立ち上げに向けて準備

（１）健康寿命延伸に向けた横断
的な取り組み
・「高齢者の保健事業と介護予防
の一体的な実施」を令和５年度か
らの実施に向けて関係部署と協
議していく
・市の健康課題（歯科保健・高血
糖）に対しては引き続き関係部署
と協議しながら取り組みを推進し
ていく

影響　小



目標指標等

（選択・評価の方法）

認定率
（要支援1・2）

4.0％

－

－

250回

事業の進捗状況 指標達成（近づくため）に
対しての課題・障壁と成果

2,184人

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している） 【課題・障壁】

・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。
・教室卒業のタイミングや「活動」と「参加」
への働きかけ、動機づけを行い、自宅や
地域で自ら行うセルフケアをはじめ教室
終了後の行動変容を促するまでに至って
いない。

H30 274回

R１ 260回

上段：R2年度実績
指標との

差異

P108
～

P121

R2
認定率

（要支援1・2）
4.9%

▲1.0%

基本目標・施策、事業名

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

【課題・障壁】
・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発見がで
きていない

R１
認定率

（要支援1・2）
5.0％

認定率
（要支援1・2）

4.7％

中断：R1年度実績

下段：H30年度実績

新型コロナの
影響

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

事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

・「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
・通所型Cを立ち上げ、フレイル状
態・プレフレイル状態の高齢者へ
の早期介入を図る。
・訪問型（生活支援型）サービスの
担い手を増やすため、「高齢者生
活支援従事者養成講習会」を開
催する。

・教室卒業後のセルフケアを地域
で取組める通いの場の普及を促
進する
・関わり等により、生活機能が低
下または、低下の恐れのある高齢
者を早期に発見し介入するため、
介護予防コーディネーター（看護
師）を配置する

備考

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

【課題・障壁】
・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
・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。

影響　小

影響　大

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

第８期計画において取り組む
施策の具体的な内容

【基本施策】への位置づけ
基本施策1
「その人らしい生活、思いを推進す
るために」
・方針1
「自立支援介護の推進」

【基本施策】への位置づけ
基本施策1
「その人らしい生活、思いを推進す
るために」
・方針1
「自立支援介護の推進」

第8期事業計画においての
基本施策への位置づけ

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 21回

-

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ヵ月間事業所・地域で
指導する

P108
～

P121

R2 1,171人

H30 3,102人

R2 488人

H30 675人

R１ 630人

R１

・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）
・関わり等により、生活機能が低
下または、低下の恐れのある高齢
者を早期に発見し介入するため、
介護予防コーディネーター（看護
師）を配置する

-

-

影響　小

・順調に推移（目標達成している）

【課題・障壁】
・令和元年度まで順調に推移していた
が、新型コロナウイルス感染症により令
和2年度は出前講座の回数が減少してい
る。

⑴ フレイル予防、介護予防に向
けた早期介入支援

・ フレイル予防、介護予防の普及
啓発を行うため、医師・リハ職・歯
科衛生士・管理栄養士等の医療
専門職と連携し、ニーズに合わせ
た出前講座実施する。

影響　大

　出前講座一覧表に登録している団体に対し、出前講座
を行った回数の聞き取りを行い調査している。

【基本施策】への位置づけ
基本施策1
「その人らしい生活、思いを推進す
るために」
・方針1
「自立支援介護の推進」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策1
「さかしく暮らし続けるために」
  方針1
「住民が主体的に健康づくり、介護
予防を取り組めるための支援」

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用者延べ
人数に減少が見られている。
・新型コロナウイルス感染拡大の懸念から実施を休止せ
ざるを得ない事業所があり、実施圏域に偏りが見られる

新型コロナウイルス感染症拡大の懸念から教室を休止
せざるを得ない状況が生じた



目標指標等

（選択・評価の方法）

【基本施策】への位置づけ
基本施策1
「その人らしい生活、思いを推進す
るために」
・方針2
「重度化、重症化防止に向けた取り
組みの推進」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策3
「安心して暮らし続けられるために」
  方針4
「中重度の要介護状態や在宅療養
患者、その家族を支える取り組みの
推進」

影響　大

影響　大

影響　小

影響　大

感染症拡大防止の観点から、地域ケア会議に専門職が
参加できない時があった

50ｶ所

参加率
10.0％

開催頻度
週1回

事業の進捗状況

H30
参加率
6.4％

R2
参加率
3.9％

▲6.1％

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある） 【課題・障壁】

・コロナ禍により参加者が減少している
・個々の体力測定結果やニーズ調査によ
り、事業効果の分析は行えているが、健
診結果等医療・保健分野からの分析が行
えていない。市民がより事業の効果を実
感できる分析資料を作成する必要があ
る。

参加率
10.8％

5）健康寿命延伸に向けた横断的な取
り組み
「健康寿命の延伸」に向けて、令和5年
度から実施予定の「保健事業と介護
予防の一体的な実施」について、令和
4年度から本格的に準備作業に入る。

R2…3.9％
R1…10.8%
Ｈ30…6.4％

【基本施策】への位置づけ
・基本施策1
「さかしく暮らし続けるために」
  方針1
「住民が主体的に健康づくり、介護
予防を取り組めるための支援」

指標達成（近づくため）に
対しての課題・障壁と成果

第８期計画において取り組む
施策の具体的な内容

備考第8期事業計画においての
基本施策への位置づけ

基本目標　３　【さかしく暮らせるまちづくり】

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

上段：R2年度実績
指標との

差異
中断：R1年度実績

下段：H30年度実績

新型コロナの
影響

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

R2

H30
25ｶ所

リーダー数
350人

【課題・障壁】
・コロナ禍も影響し新規地区の開拓が進
んでいない。
・継続地区においてリーダー及び参加者
のモチベーションの維持に資するような支
援を行っていく必要がある。
・リーダー養成講座の受講者が減少して
きている。
【成果】
・社会福祉協議会と立ち上げを検討して
いる地区への訪問を行った。
・立ち上げに必要な物品を購入するため
の助成を行った。
・体操普及リーダー養成講座を開催し、地
域に体操を普及する担い手の育成や介
護予防についての普及啓発を行った。

31ヶ所
リーダー数

439人

▲19
ｶ所

⑴ 住民主体の介護予防教室への支
援体制（拡充）

・週一元気アップ教室を運営する体操
普及リーダーの負担を軽減するため、
教室の活動に対し助成金を交付す
る。
・教室を運営している体操普及リー
ダーが情報交換できる場をつくる。
・体操普及リーダー養成講座を開催
し、地域の担い手の育成を行う。
・コロナ禍における活動の支援として
感染対策を意識した啓発活動を行うと
ともに、感染症対策用品が支援できる
よう備える。

30ヶ所
リーダー数

392人

進捗は遅れている
（目標達成が遅れる可能性がある）

新規地区立上げ
　R2…１地区
　R1…5地区
H30…2地区

【基本施策】への位置づけ
・基本施策1
「さかしく暮らし続けるために」
  方針1
「住民が主体的に健康づくり、介護
予防を取り組めるための支援」

開催頻度
週1回

・日常の療養支援、入退院支援、急変
時の対応、看取り等の様々な場面に
おいて、地域における在宅医療や介
護に携わる者の連携強化を図る。
・地域の医療・介護の資源を把握する
ため、医療・介護・福祉関係事業所一
覧の更新を行う。
・在宅医療・介護連携推進運営会議に
おいて、在宅医療・介護連携の現状把
握、課題抽出を図るとともに課題解決
に向けた検討を行う。
・在宅医療介護連携相談窓口に専門
職員を引き続き設置し、医療と介護関
係者の連携を図る。
・在宅医療や介護に関する市民公開
講座を開催する。
・多職種間の連携を図るため、ＭＣＳ
（簡易なＩＩＣＴ）の普及を図る。
・急変時や看取り時におけるスムーズ
な連携に向け、医療・介護関係者の研
修を行う。

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

運営会議
　　▲2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（目標達成している）

・順調に推移（目標達成している）

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

令和元年度末以降は、コロナ禍により事業実施ができて
いない

達成

開催頻度
週1回

開催頻度
週1回

【課題・障壁】
・個別訪問において、利用者や家族の合
意形成が困難なケースがある

【課題・障壁】
・「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
・R2年度に在宅療養の４場面別（①日常
の療養支援、②入退院支援、③急変時の
対応、④看取り）における現状を把握した
が、コロナ禍により、取り組みが進んでい
ない

・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
・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

施策名８　【医療と介護の連携による継続的な支援】

R2

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

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：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



目標指標等

（選択・評価の方法）

影響　大

影響　小

影響　中

第8期事業計画においての
基本施策への位置づけ

・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た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

・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。さらに1施設の新
規開設を計画したが、年度内の開設に至っていない

基本施策２
「その人らしい生活、思いを支援す
るために」
方針２
重度化、重症化防止に向けた取り
組みの推進

【基本施策】への位置づけ
・基本施策６
「高齢者の多様なニーズに対応す
る住まいと住まい方への支援をす
るために」
　方針１
「安心できる住まいの確保、住環
境の整備」

【基本施策】への位置づけ
・基本施策5
「高齢者とその家族を支える人材
の確保、定着、育成を支援するた
めに」
 方針1
「第8期において、最重要課題とな
る介護人材の確保、定着、育成支
援の取り組みの強化充実」

【課題・障壁】
・令和3年度介護職員等雇用状況実態調
査において、不足する介護職員の人数は
56名で、令和元年度調査より1名増加。
・不足と回答した事業所のうち、7事業所
（21％）は介護サービスへの影響がある。
【成果】
・介護人材確保・定着・育成支援事業につ
いて、令和3年度から事業の対象者に介
護支援専門員を加え、事業の拡充を図っ
た。
・令和3年10月～11月に介護職員等雇用
状況実態調査を実施し、事業の効果検証
を行った。
・令和3年6月に喀痰吸引等研修を実施（8
名受講）
・介護に対する不安を払拭できるよう、令
和3年10月に「介護に関する入門的研修」
を実施（13名修了）
・介護のフォトコンテストを開催し、入賞作
品を市内の金融機関等に展示した。

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

H30

（1）介護人材確保・定着・育成支援事業
・事業の対象者に介護支援専門員を加え、事業
の拡充を図る。
（2）介護サービスの質の向上に向けた取り組み
・介護を担う人材のスキル向上を支援するため、
引き続き、喀痰吸引等研修や働きやすい環境整
備に向けた事業所向け研修会を実施
（3）介護分野の裾野を拡大するための取り組み
・介護分野で働くことの不安を払拭できるよう、介
護に関する入門的研修を実施する。
・介護の周辺業務を担うボランティアとして、元気
高齢者の介護分野への参入促進を支援する。
（4）介護の魅力を発信する取り組み
・市民に介護の興味関心を促すため、介護のフォ
トコンテスト等を開催し、介護の魅力づくりの情報
発信を行う。
・小中学生に対して、介護の魅力を伝える出前講
座など教育分野との連携を図る。
（5）外国人介護人材受け入れ支援に向けた取り
組み
・外国人受け入れ先となる事業所や関係課と連
携し、支援体制の構築に向けた取り組みを推進
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

【喀痰吸引等研修（出前講座）】
・令和２年度　　５人受講
・令和元年度　１２人受講
・平成３０年度　１４人受講
【介護人材確保・定着・育成支援事業】
・令和２年度　事業開始
・令和元年度　９月～１０月アンケート調査実施

訪問指導
　　　延べ585件
集団指導
　　　18回

訪問
▲15件

集団
▲16 回

一定の進捗がある
（目標達成に向け進歩している）

（1）重度化、重症化防止に向けた横断的な取り組
み
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」
について関係部署と協議しながら令和4年度から
本格的に準備作業に入る
（２）口腔機能の維持向上のための取り組み
口腔機能向上のための啓発活動、歯科検診や歯
科受診を推進する
（３）生活習慣病重症化予防、低栄養予防等栄養
改善の取り組み
食生活習慣の改善を図ることで健康の維持向上
を推進する

（１）住まいの安定した供給体制の確保
・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
・災害や虐待などの緊急時に、居宅等で一時的
に生活が困難となる高齢者等の避難先を確保す
る為、養護老人ホームに緊急避難用の居室を確
保する
（２）住み替え等による入居及び居住に対しての
支援
・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

【課題・障壁】
・コロナ禍の影響で集う場が失われ、普及
啓発としての出前講座の機会が激減した
ため今後実施手段の検討が必要である
【成果】
・通常の出前講座がほぼ出来なかったた
め令和2年はケーブルＴＶを活用した啓発
を実施した
・嚥下障害のある方に対して言語聴覚士
（病院）と歯科衛生士（包括）等で関わり、
多職種協働での支援を実施

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）

【課題・障壁】
・介護認定を受けていない人が、災害・虐
待などの緊急時に、一時的に避難できる
場所がない。
【成果】
・サービス付き高齢者住宅の開設により、
日常生活に不安を抱える高齢者の住み
替え先の選択肢が拡大された。

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

就職奨励金13
名
新卒者・有資格
者就職奨励金5
名
訪問介護員就
職奨励金0名
キャリア形成奨
励金0名

-
R１ -

施策名９　【安心できる住まいの確保、住環境の整備】

基本目標・施策、事業名 事業内容
計画書
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

上段：R2年度実績

R2

訪問指導
　　　延べ485件
集団指導
　　　 4回

R１

訪問指導
　　　延べ469件
集団指導
　　　13回

基本目標　４　【安心して介護を受けられるまちづくり】

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

訪問指導
　　　延べ500件
集団指導
　　　20回

指標と
の差異

中断：R1年度実績

下段：H30年度実績

事業の進捗状況 指標達成（近づくため）に
対しての課題・障壁と成果

第８期計画において取り組む
施策の具体的な内容

備考
新型コロナの

影響

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

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

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

H30

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

-


