
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート 【様式１】

市町村名 下野市
所属名 高齢福祉課
担当者名 大山　良雄

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成

大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

社会活動への参加促進
○老人クラブは後継者不足や加入
者数減少による休止や解散が目立
つ状況のため、老人クラブへの加
入促進と後継者の育成が必要。
○サロンは「元気はつらつ体操」
の普及活動により増加傾向にある
が、サロンのない地域も多くみら
れるほか、ボランティアやサポー
ターの高齢化が進みサロンの継続
活動に対する支援が必要な状況。

○老人クラブについては、その
活動状況について周知・広報
を行うほか、社会福祉協議会
や老人クラブ連合会と連携し、
老人クラブへの加入促進と後
継者育成に努める。
○地域ふれあいサロンについ
ては、地域包括センター、自治
会、民生委員、社会福祉協議
会と協働し、サロンの新設開
設と内容の充実及び継続した
活動を支援し、地域に働きか
けをしていく。

○老人クラブに関しては、老人クラブ連合会の
事務局である社会福祉協議会と連携しながら、
スポーツ大会や地域の奉仕活動などを行うとと
もにリーダー研修を行い老人クラブの加入促進
と資質の向上に努める。
　クラブ数　　(H30)     (R1)    (R2)
　　見込　　　　31　　　31　　　32
　　実績　　　　27　　　25　　　25

○地域ふれあいサロンに関しては、民生委員
に対しサロン新設の働きかけを行うほか、一般
介護予防事業として健康教室などの開催機会
を提供し、既存サロンに対する内容の充実を図
る。
　サロン数の目標　　(H30)     (R1)    (R2)
　　見込　　　　　　　　　28　　　34　　　40
　　実績　　　　　　　　　40　　　57　　　55

○老人クラブ活動については、新型コロナ感染症
による栃木県の活動自粛要請や県民へのお願い
事項などを、県の対策レベルが変更になる都度
通知し感染症対策を講じた活動を行っていただく
よう周知啓発を行った。

○地域ふれあいサロン数55か所（うち、新設数3
か所）
　・地域リハビリテーション活動支援事業として、
専門職の講話などの講座を実施
　・はつらつ体操の実施
　・活動の際の感染対策の支援

○

老人クラブについ
ては、25クラブで
前年度と変わら
ず、連合会役員
の尽力もあり減
少傾向に歯止め
をかけることがで
きた。
地域ふれあいサ
ロンについては、
内容の充実を図
ることができた。

○新型コロナ感染症の感染拡大状況により活
動自粛の協力を求めた期間があり、単位クラブ
及び連合会における活動の停滞がみられた。
感染リスクを抑えながら活動するための対策を
随時示していく必要がある。
○地域ふれあいサロンについては、新設された
サロンもあるが、感染拡大によって休止・開催し
たサロンもあり、総数では若干の減少があっ
た。
社会参加・介護予防の促進のため、引き続き、
感染拡大の状況を見ながら、活動の支援や新
設の支援を行っていく必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

社会参加、地域での活動
○栃木県シルバー大学校では、自
身の生きがいづくり及び地域への
奉仕を目的として各講座を開催し
ているが、受講者は５名程度で減
少している。
○シルバー人材センターの運営を
支援することにより、高齢者の就
業等社会参加を推進しているが、
さらに増える高齢者に対して、今
後も継続した支援が必要。

就労や生涯学習、講座等の施
策を推進し、高齢者の生涯現
役にに向けた社会参加を支援
する。
また、学習した成果が地域ボ
ランティア活動で役立つ喜びを
実感することで、継続して活動
できるよう支援していく。

栃木県シルバー大学校の募集について、広報
等で周知し、受講者を募る。

シルバー人材センターについて、広報等により
周知し、生きがいづくりの場の支援をする。

栃木県シルバー大学校事務局より令和2年の募
集を見送る方針が示されたため広報等による募
集を行わなかった（令和2年度は一年間休校）。

広報でシルバー人材センターの会員入会の募集
を行ったほか、シルバー人材センターに関するチ
ラシやパンフレット等を各関係機関窓口にも配布
し、多くの方への周知に努めた。また、石橋地区
及び国分寺地区においては会場を地区内に設け
臨時入会説明会実施した。

○

シルバー大学校
募集の掲載中止
については、大学
校事務局の方針
による。
新型コロナ感染
症の影響によりシ
ルバー人材セン
ターの会員募集
の説明機会が限
られてしまった
が、工夫しながら
実施した。

シルバー大学校については、3年4月から学校
再開するとの方針が3月1日に示された。オンラ
イン授業の導入など、在学生には個別に通知さ
れるとのことであるが、新規募集についてはど
のようになるかまだ示されていないため。随時
確認しながら適切に周知を行う必要がある。
シルバー人材センターについては、女性会員の
新規募集に特化した説明会や退会抑制のため
の事業など、新型コロナ感染症の影響により未
実施となった事業があるため、感染動向に応じ
可能な限り実施に向けて取り組んでいく必要が
ある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

社会福祉協議会との連携
社会福祉協議会は、地域福祉の中
核的役割を担う組織として、様々
な社会資源の連携による地域の総
合的な支援体制における重要な役
割をになっている。

社会福祉協議会と連携し、地
域における福祉活動の充実を
図り、高齢者の社会活動への
参加促進を支援する。

地域福祉につながる事業の連携を協議してい
く。必要に応じて、社会福祉協議会を主体とし
た活動を展開する。

新型コロナ感染症対策のため「ふれあいふくし運
動会」（高齢者・障がい児者及び子どもなど世代
等を越えた交流を目的とした行事）を中止した。
新型コロナ感染症流行下における各種事業に関
し、社会福祉協議会事務局と連携を図りながら実
施の可否を検討した。

○

ふれあいふくし運
動会の中止につ
いては、社会福
祉協議会と検討
の結果である。
ほか、社会福祉
協議会が事務局
となっている老人
クラブ連合会役
員会に出席し、役
員各位から現状
を伺うことができ
た。

ふれあいふくし運動会については、新型コロナ
感染症への対策を講じながら事業を実施するこ
とが可能か検討する必要がある。
また、老人クラブの活性化等、連合会事務局と
しての社会福祉協議会とさらに連携を図る必要
がある。

第７期介護保険事業計画に記載の内容

地域の目指す姿（ビジョン、大目標）
みんなで支え合い安心して暮らせる健やかなまちづくり

R２年度（年度末実績）
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

【健康づくりの推進】
◯生活スタイルに合わせた生活習
慣病予防の保健指導を行うこと
で、より良い生活習慣が定着する
よう働きかけていく必要がある。
○地域の仲間や各種団体と健康づ
くりに取り組むことができるよう
環境整備していく必要がある。

生活習慣の改善の促進

地域ふれあいサロン等での管理栄養士・歯科
衛生士による講話。
歯科医師会や歯科衛生士会と連携し、各種健
康教室において、オーラルフレイルの視点を取
り入れた講話の実施。

R2年度より、地域リハビリテーション活動支援事
業として、地域ふれあいサロン等にて各専門職
（リハビリ専門職、薬剤師、歯科衛生士、管理栄
養士）による講話や、健康運動指導士の運動教
室を実施した。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実
施期間は9月～12月のみで、1月以降は中止と
なった。
・各専門職の講話
　リハビリ専門職　10回（中止5回）
　薬剤師　　　　0回（中止2回）
　歯科衛生士　10回（中止5回）
　管理栄養士　17回（中止5回）
・運動教室　30回（中止25回）

◎

管理栄養士・歯
科衛生士以外の
専門職の講話も
増やし、内容を充
実させることがで
きたため、◎とし
た。

地域ふれあいサロンを対象に実施してきたが、
R3年度より、老人クラブ（25か所）も対象にし
て、より多くの市民に啓発できる機会を作ってい
く。
また、R3年度より、後期高齢者広域連合より
「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な
実施」事業を受託する。市民課、健康増進課と
連携しながら、通いの場への積極的関与を行っ
ていく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

【健康づくりの推進】
◯疾病の早期発見は、自らの健康
状態を確認する特定健診等の受診
をすることが重要である。
◯若いうちから自発的に健康づく
りに取り組む生活習慣病の予防を
図ることが必要である。

疾病の早期発見と適切な管理
特定健康診査受診率：H32年度　53.0％
後期高齢者健康診査受診率：H35年度　35.0％

（R3.2月末把握分）
特定健康診査受診率　33.3％
後期高齢者健康診査受診率　31.7％
後期高齢者歯科健康診査受診率　10.6％

健康増進課「健康マイレージ事業」では、健診受
診が必須項目としている。

△

現時点では、目
標値を達成でき
ていないため、△
とした。

感染拡大によって健診が中止になるなどの影
響もあり、健診受診率がR1年度よりも減少して
しまった。健診受診の必要性を、引き続き広く市
民に周知・啓発していく必要がある。
また、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的
実施」事業が開始されるため、健康増進課と連
携しながら、健診データや医療・介護のデータを
用いて課題の分析・検討に取り組んでいく。
通いの場での介護予防に積極的に関与していく
こととなるので、健診受診についても啓発してい
きたい。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

【健康づくりの推進】
○特定健診等の結果や医療機関か
らの紹介により、疾病が重症化す
るリスクがある方や個別指導が必
要な方に対して、医療機関と連携
して推進を図ることが必要であ
る。

疾病の重度化予防
介護認定を受けていて、生活習慣病等で食事
療法が必要な方に、病態別栄養相談を実施す
る。

病態別栄養相談：2件（この他、65～74歳で介護
認定受けていない方を健康増進課で5件実施）
一般栄養相談：2件
糖尿病重症化予防プログラム：7件（健康増進課）

医療介護連携マナーブックへの掲載や、ケアマネ
研修会の場で病態別栄養相談について周知し
た。
依頼があった際には、担当ケアマネ、主治医、包
括看護師と連携し、主治医の指示書を元に、相
談を行った。
一般栄養相談は、口腔の問題も抱えたケース
だったため、歯科衛生士と同行訪問を行い、連携
をとりながら実施した。

◎

医療機関や関係
職種と連携を取っ
て実施できたた
め、◎とした。

件数が伸びていないため、関係職種への周知
が必要だが、感染拡大状況を見ながら慎重に
実施していきたい。
引き続き、健康増進課と情報共有・連携をしな
がら、進めていく必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

【健康づくりの推進】
○精神疾患が見逃されることがな
いよう、相談窓口の周知や地域包
括支援センター等の関係機関と連
携した対応が必要である。

高齢者のこころの健康
相談窓口として地域包括支援センターを周知
し、必要な関係機関と連携して支援する。

地域包括支援センターで相談者に対して基本
チェックリストを活用して心身のフレイルチェックを
行った。
また、地域ふれあいサロン参加者へ向け、フレイ
ル健診で使用される「後期高齢者の質問票」を実
施し、該当項目が多い方へ対しては、地域包括
支援センターが個別支援を行った。
精神面だけでなく、その他の問題についても総合
的に相談を受け、必要時関係機関と連携した。

◎

地域包括支援セ
ンターで総合的に
相談を受けること
ができたため、◎
とした。

精神面だけでなく、家族、疾病、環境、金銭面な
ど複数の問題を併せ持っていることが多い。
複雑な背景に配慮しながら、各専門職で支援す
る体制を強化していく必要がある。
また、相談先として地域包括支援センターがあ
ることを、広く周知していく必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
介護予防の推進 総合事業の推進

介護保険制度を持続可能なものとして行く必要
性から、NPOや地域住民等の多様な主体によ
るサービスを充実させることにより、地域支え
合いの体制づくりを推進し、効果的な支援を可
能にすることを目指す。

ふれあいサロンから通所型サービスCへの移行
について検討を行い、参加者に対してニーズを確
認した。

○

新規事業立ち上
げに向けて検討
を進めることがで
きたため、◯とし
た。

対象者の自立支援と重度化防止により力を入
れ、R4年度から通所型サービスCの開始を予定
しているため、R3年度は関係機関との調整を
行っていく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

◯介護保険料の上昇を抑制し、か
つ介護保険制度をを継続させる必
要がある。
◯ＮＰＯや住民等の多様なサービ
スを充実させることが求められて
いる。
◯地域の支え合い体制を推進し、
要支援者を支援する。

◯従来型訪問介護
◯基準緩和型訪問介護【Ａ型】
◯シルバーお助けサーボス【Ｂ
型】

令和２年度
給付費：１８，４７０千円
利用延人数：１，１０７人

令和２年度（見込）
給付費：１６，３６４千円
利用延人数：９１２人

◎

計画値と実績値
の乖離が２０％以
下の達成率のた
め◎とした。

次年度においても、引き続き今回と同様に取り
組むこととする。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

◯介護保険料の上昇を抑制し、か
つ介護保険制度をを継続させる必
要がある。
◯ＮＰＯや住民等の多様なサービ
スを充実させることが求められて
いる。
◯地域の支え合い体制を推進し、
要支援者を支援する。

◯従来型通所介護
◯基準緩和型通所介護【Ａ型】

令和２年度
給付費：７９，５４４千円
利用延人数：３，０７４人

令和２年度（見込）
給付費：７４，８１５千円
利用延人数：２，７９６人

◎

計画値と実績値
の乖離が２０％以
下の達成率のた
め◎とした。

次年度においても、引き続き今回と同様に取り
組むこととする。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

【介護予防の推進】
◯高齢者の住民主体の通いの場を
充実させ、人とのつながりを通じ
て通いの場が継続して拡大してい
く地域づくりが必要である。

一般介護予防事業の充実

１．しもつけ元気はつらつ体操：31会場実施
２．転倒骨折予防教室：1コース12回/2会場/年
３．地域サロン筋力向上プログラム：年間を通
して、23会場（1会場3回）
４．脳力アップトレーニング教室：1コース12回
/2会場/年
５．ゲーゴルセラピー教室：1コース16回/3会場
/年
６．ふれあいサロン（陽だまり）：年間を通して、
週2回
７．ふれあいサロン（ゆうゆう）：年間を通して、
週2回
８．ふれあいサロン（サンクス）：年間を通して、
週1回

１．42会場実施
２．実施なし
３．年間を通して、17会場26回（中止13回）
４．地域ふれあいサロンにて、4会場4回（中止10
会場12回）
５．実施なし
６．7月、11、12月のみ、週2回実施
７．7月～12月のみ、週3回実施
８．7月～12月のみ、週2回実施
※R1年度まではほとんどが教室形式だったが、
参加者が少ない・リピーターが多い・会場までの
交通の便の課題などから、教室を精査して地域
ふれあいサロンへ各専門職が出向く機会を増や
した。

◎

感染症拡大防止
対策を講じなが
ら、開催すること
ができたため、◎
とした。

感染拡大によって中止する場合には、参加者へ
資料の配布などを通して自宅でも取り組むこと
ができるような支援を行っていく必要がある。
また、広報しもつけ3月号より、高齢者への情報
コーナーを設けているため、介護予防に関する
記事も充実させていく予定である。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

○平成28年度より介護予防・日常
生活支援総合事業がはじまり、介
護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が移行された。
○給付適正化の必要性がある。

１．介護予防訪問看護
２．介護予防訪問リハビリテー
ション
３．介護予防居宅療養管理指
導
４．介護予防通所リハビリテー
ション
５．介護予防短期入所生活介
護
６．介護予防福祉用具貸与
７．特定介護予防福祉用具購
入費
８．介護予防住宅改修費
９．介護予防支援
１０．介護予防小規模多機能
型居宅介護

令和２年度
　　　　　給付費　　　　利用延人数
１．１２，０２３千円　　　３，５８８人
２．　２，５２３千円　　　　　９２４人

３．　１，１９５千円　　　　　１３２人

４．４０，７２０千円　　　１，３０８人

５．　６，２７２千円　　　１，０２０人

６．　９，５５５千円　　　１，６６８人
７．　　　６５２千円　　　　　　２４人

８．　５，３９０千円　　　　　　４８人
９．　５，９１４千円　　　１，２７２人
１０．　　　６８千円　　　　　　　１人

令和２年度
　　給付費（見込）　利用延人数（見込）   対比
１．１２，２９０千円　　　　３９６人　　　　１０２．２％
２．　　　５５２千円　　　　　１２人　　　　　２１．９％

３．　　　９７３千円　　　　１２０人　　　 　 ８１．４％

４．２８，３０１千円　　　　８２８人　　　 　６９．５％

５．　５，８５３千円　　　　１３２人　　　 　９３．３％

６．１２，９９１千円　　２，０４０人　　 　１３６．０％
７．　２，０４５千円　　　　　８４人　　　 ３１３．７％

８．　３，９９３千円　　　　　３６人　　 　　７４．１％
９．１４，０７１千円　　３，０３６人　　 　２３７．９％
１０．　　　　０千円　　 　　　　０人　　   　　０．０％

○
◎が３つ、○が３
つ×が３つである
ため、○とした

総合事業の推進により介護予防支援は減少を
見込んでいたが、予想より利用者が多く給付
費、人数ともに計画の約２倍となっている。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

生活支援対策の推進
○配食サービス事業は、高齢者の
低栄養防止と安否確認を目的に実
施。食事形態の多様なニーズに対
応できるよう見直しが必要。
○ひとり暮らし高齢者の増加が見
込まれるため、必要とする方に向
けて生活支援ホームヘルプサービ
ス事業や日常生活用具給付事業の
周知を図る必要がある。

生活支援サービスの充実
○配食サービス事業
○生活支援ホームヘルプサー
ビス事業
○日常生活用具給付事業

○配食サービス事業
ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯を対
象に栄養バランスの良い食事を提供。手渡し
により安否確認をし見守りサービスとして実施
する。

利用人数　　　　（Ｈ30）　　　（Ｒ1）　　　（Ｒ2）
　　見込　　　　144（37）　　148（40）　　152（42）
　　実績　　　　133（46）　　159（40）　  159（54）
　　　※（）は新規
○生活支援ホームヘルプサービス事業
要介護者を除くひとり暮らし高齢者等に対し、
ホームヘルパーが訪問し家事援助等の必要な
生活支援を行う。
○日常生活用具給付事業
日常生活に不安のある被保護世帯及び非課
税世帯のひとり暮らし高齢者に日常生活用具
を給付・貸与し、生活の助長や心身希望の維
持向上を図る。

○配食サービス事業
　　（R２年度）
　　　利用者数　159人（新規54人）
　　　延べ配食数　10,270食（R3年2月末現在）

○生活支援ホームヘルプサービス事業
　　（R２年度）　利用者数　0人

○日常生活用具給付事業
　　（R２年度）　利用者数　0人

◎

配食サービス事
業については見
守りを兼ねた事
業を継続。食事
形態（きざみ、お
かゆ等）の選択
肢を設け利用者
のニーズに対応
できるサービスを
展開し、目標をク
リアした為◎とし
た。

生活支援ホーム
ヘルプ及び日常
生活用具給付は
対象となる利用
者がいなかった。

○配食サービス事業
おかずの食べやすさなどのニーズに対応できる
よう今後も引き続きサービス内容を見直し、見
守りを兼ねた配食サービスを継続させる。

○生活支援ホームヘルプサービス事業
○日常生活用具給付事業
周知に取り組むほか、用具の品目など利用
ニーズに適しているか検討する必要がある。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

生活支援対策の推進

ねたきりの方や認知症の方の増加
に伴い、事業規模の拡大が予想さ
れるため、介護手当及び紙おむつ
購入券の給付条件や手当額等の適
正化を図ることが必要

在宅福祉サービスの充実
○ねたきり老人等介護手当支
給事業
○ねたきり老人等紙おむつ購
入券給付事業

○ねたきり老人等介護手当支給事業
在宅のねたきり高齢者及び認知症高齢者と同
居し介護している者に対して、介護手当を支給
する
　　　　　　　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1）　（Ｒ2）
　見込　実人数　　　523　　　536　　549
　実績　実人数　　　509　　　553　　546
◆上・下半期に手当を支給した延べ人数をカウ
ント
　R2年度は見込みを含む

○ねたきり老人等紙おむつ購入券給付事業
ねたきりの状態にあるか又は認知症のため、
常時紙おむつを使用している在宅の方及び入
院している方に対し、紙おむつ購入券を給付す
る
　　　　　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1）　　（Ｒ2）
　　見込　　　　　330　　　340　　　350
　　実績　　　　　375　　　380　　　379
　※実績は、3月末の利用者数

○ねたきり老人等介護手当支給事業
　（R２年度）
　対象者数　　546人（見込み含む）
　　◆上・下半期に手当を支給した延べ人数

　
○ねたきり老人等紙おむつ購入券給付事業
　（R２年度）
　利用実人数　　379人
　　◆R3年3月末の利用者数
　利用延べ数　　518人
　　◆R3年3月末までに券を一度でも利用した人
数

◎

継続して対象者
の申請を随時受
け付け、支給を実
施した。いずれも
達成できたため
◎とした。

高齢化の進展に伴い対象者の増加が見込まれ
る。事業の継続性を図るため近隣市町村の状
況も参考にしながら対象者や給付額を検討す
る。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

生活支援体制整備事業協議
体の設置

市全体の第１層協議体および生活圏域ごとの
第２層協議体を設置し、協議を通じて、地域課
題と地域資源の把握を図る。

令和元年度より社会福祉協議会への事業委託。
第１層協議体は新たに委員選出を行い、他事業
との関わりを深めることや、活発な意見交換が行
われるよう努めた。
第2層協議体については、生活支援コーディネー
ターと包括支援センターの担当者で議題や進め
方を検討しながら協議内容の充実を図った。
新型コロナウイルスの影響もあり1層協議体は年
1回開催、第2層協議体は月1回開催した。（4～7
月、1～3月の開催は中止とした）。

◎

協議体が機能し
ており、地区毎の
課題や地域資源
の把握が図れて
いるため、◎とし
た。

地域課題の解決に向け、住民参加型有料サー
ビスの拡充や、通いの場の無い地域への働き
かけ、事業所などとの協力体制構築の必要性
が高まっている。
　引き続き第１層協議体の委員である関係機関
と協力、協議を通じて地域資源開発等に取り組
んでいく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

生活支援コーディネーターの
配置と協議体活動の活性化

第１層および第２層生活支援コーディネーター
が、協議体活動の中心的な役割を担うことで地
域の助け合い・支え合い活動の推進を図る。

令和元年度より社会福祉協議会へ事業委託して
いる。
第１層生活支援コーディネーターを社会福祉協議
会の職員が担い、第2層生活支援コーディネー
ターを各生活圏域に2名ずつ配置することにより、
各協議体活動の円滑な運営を図った。石橋地区
については、R3.1月より新たなコーディネーター
が就任した。

◎

第１層・第2層生
活支援コーディ
ネーターの配置
体制が整ったた
め、◎とした。

生活支援コーディネーターが地域課題把握に取
り組んでいるところであるが、地域住民や関係
者との関係性づくりも進めていく必要がある。
生活支援コーディネーターが協議体活動と並行
して、地域活動へ積極的に介入し、地域課題の
把握と関係づくりに取り組む。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

地域における支え合い活動の
啓発

急激な高齢化に対応するため、地域内での互
助活動が必要となる。互助活動への市民の理
解促進のため啓発活動を実施するほか、担い
手の育成を行う。

自治医科大学看護学部と協働で、協力してくれる
自治会の40歳以上の住民を対象にした生活状況
のアンケート調査を実施した（R2年度3自治会）。
新型コロナウイルスの影響により、結果説明会は
開催せず、結果内容をまとめたチラシを作成し各
世帯に配布した。また、R1年度報告会が実施で
きなかった5自治会についても同様の方法で結果
報告を行った。

◎

新型コロナウイル
ス感染拡大防止
を図り、接触を避
ける方法で、調査
および結果報告
を実施することが
できたため、◎と
した。

結果説明会を実施していないことにより、生活
支援コーディネーター等が地域に関わるきっか
けとして活かせず、通いの場の開設など次のス
テップにつなげることができなかった。
結果説明会を実施できなかった地区の対応に
ついて検討するとともに、今後は、安全で効果
的な結果説明会の開催方法について検討す
る。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

介護予防マネジメント事業の
充実

「自立と生活の質の向上」を目指し、介護予防
支援・総合事業に係る介護予防ケアマネジメン
トを実施する。

研修、事例検討を通して適切なケアマネジメント
が実施された。令和元年度から自立支援型地域
ケア会議が開始されたことにより、自立支援・重
度化防止について各専門家の視点が反映された
プランの作成につながった。委託部分について
も、居宅介護支援事業所と連携し、適切に実施さ
れた。

◎

適切なケアマネジ
メントが実施され
ているため◎とし
た。

地域包括支援センターが担う業務は幅広く、そ
の業務に専念するため、各委託法人でプラン
ナーの充実を図るなど、対応している。

【地域包括支援センターの機能強
化】
地域包括支援センターは高齢者の
身近な総合相談窓口であり、実際
の支援、関係機関との連携等高齢
者施策の重要な担い手である。複
雑多様化するケース対応と共に、
地域課題を明確化し、それに応じ
た事業を展開することも求められ
る。

【地域における支え合い体制づく
りの促進】
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

総合相談事業の充実

対象者とその家族が、介護・福祉サービスを適
切に利用できるよう、相談対応、情報発信の充
実に取り組む。対象者が自分らしい生活を地
域で継続するために必要な社会資源の活用を
自己決定できるよう支援する。

地域包括支援センターへの来所相談、訪問相談
等で積極的な相談支援を実施し、関係機関との
連携体制を図った。様々な機会を通して、総合相
談窓口である当センターについての周知を図っ
た。より分かりやすく、より利用しやすいように地
域包括支援センターの紹介チラシを微修正を
行った。

◎

相談体制につい
て十分対応でき
ているため、◎と
した。

複雑多様化する対象者支援について、より専門
的な対応と、多分野の関係機関との連携が求
められる。また、対象者やその家族が相談窓口
を有効に活用できるよう、効果的な周知方法を
検討する必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

任意事業の充実
介護者の介護に関するニーズを把握し、家族
介護支援事業の充実と啓発を図る。

例年、包括支援センター間で協議し、ニーズに合
わせた家族介護支援事業を実施しており、今年
度は包括支援センター３か所合同で「ほっと介護
教室」「家族交流会」を開催予定であったが、新
型コロナウイルス感染拡大のため、実施できな
かった。

△
計画していたが、
開催できなかった
ため、△とした。

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、か
かりつけ医に通えなくなった時に在宅医療や訪
問介護を利用したい方が多く、半数以上が人生
の最期の場所は自宅を希望している。
今後在宅介護の需要が高まってくると考えられ
るため、介護者のニーズに合わせた支援事業
を展開する必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

包括的・継続的ケアマネジメン
ト支援事業の充実

包括支援センターが介護支援専門員からの相
談を受け、困難事例等の支援について検討、
実践している。地域ケア個別会議や事例検討、
研修等を通して、その対応を強化する。

包括支援センターと介護支援専門員が連携を図
り、複雑多様化する対象者支援に対応した。医療
機関や他関係機関、地域関係者からの相談も増
加した。

◎

介護支援専門員
と連携して相談対
応できているた
め、◎とした。

介護支援専門員・関係機関からの相談につい
て内容を整理していくことにより、地域課題抽出
も視野に入れた分析・対応が必要となる。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

地域包括支援センターの体
制強化

相談件数や困難事例の増加、介護予防ケアマ
ネジメントの推進等の業務量の変化をふまえ、
人員体制を検討し、地域包括支援センター運
営協議会の意見を聞き、必要な対策を講じる。

高齢者人口、相談件数が増加しており、地域包
括支援センター体制強化のため、検討を行い、
R3年度より職員（社会福祉士）1名増加する方向
となった。
地域包括支援センター運営協議会は、書面協議
に変更して実施した。

◎

地域包括支援セ
ンターの体制強
化に向け整備で
きたため、◎とし
た。

R3年度、包括支援センター職員（社会福祉士）
を1名増加し、高齢者人口増加による相談件数
の増加、複雑多様な相談、困難事例に対応して
いく体制をとっていく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

地域ケア個別会議の開催

地域包括支援センターが中心となり、支援に困
難性を有する事例について、関係者・近隣住民
も共に課題解決について検討できる。また、そ
こに潜在する地域課題について明らかにでき
る。

地域包括支援センター3か所で、計5回の地域ケ
ア個別会議を開催した。
・サービス事業所や福祉等の関係機関が、自治
会や民生委員・近隣住民等と共に支援について
検討、具体化した。
・経済的に困窮しているケースや複合的なニーズ
を有するケースが増加しており、市の関係部署の
連携も図りながら、地域課題についての検討も
行った。

◎

地域ケア個別会
議は必要時開催
されており、その
機能も図られてい
るため、◎とし
た。

個別事例の支援検討としての役割は大きい。
引き続き地域と関係機関の連携を強化し、抽出
した課題については、地域ケア推進会議で検討
していく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

地域ケア推進会議の開催
地域ケア個別会議から抽出された地域課題を
もとに、地域ケア推進会議を開催し、地域づくり
や資源開発、政策形成につなげていく。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書
面開催とした。
対象：本会議の委員(学識経験者、民生委員、障
がい福祉担当、社会福祉協議会、生活支援コー
ディネーター、地域包括支援センター)
・今年度、ケアマネジャー連絡協議会は欠員。ま
た、新たに自立支援型地域ケア会議の助言者も
対象追加とした。
・今年度の会議で見えてきた地域課題や求めら
れる社会資源について今後の具体的な地域づく
りについて、個人ワークをとおして検討した。

◎

課題検討から、地
域づくりの取り組
み検討につなげ
ることができたた
め、◎とした。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討
・今回検討した内容を取り組んでいくことで、地
域課題の解決につながったか確認し、新たな課
題についても検討していく必要がある。
・引き続き、生活支援体制整備事業との協働が
必要である。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

②生活支援体制
整備

自立支援型地域ケア会議の設
置

対象者の自立と生活の質の向上、自己実現に
向けたケア会議を開催する。

全6回開催（12ケース検討）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により4月
～6月、1月～3月の開催中止。
・事例提供関係者の出席を控え、傍聴希望者も
必要最小限として実施。
・事例提供者及び助言者含め参加者全員の研修
の場となった。
・事例検討を通して、新たに必要な社会資源につ
いても検討を行った。

◎

開催できた全6回
において、会議目
的①事例対象者
の自立支援②関
係者の研修の場
③地域づくりに取
り組めたため、◎
とした。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討
・必要な社会資源をどう実現に向けて取り組ん
でいくかは、地域ケア推進会議で検討し、生活
支援体制整備事業と連携して対応していきた
い。

【地域ケア会議の推進】
家族関係の複雑多様化、地域との
つながりの希薄化等、支援に困難
を有する事例が増加している。そ
の支援について、関係者間で共有
するとともに、地域課題について
明確化し、地域づくりや政策形成
につなげる必要がある。

【地域包括支援センターの機能強
化】
地域包括支援センターは高齢者の
身近な総合相談窓口であり、実際
の支援、関係機関との連携等高齢
者施策の重要な担い手である。複
雑多様化するケース対応と共に、
地域課題を明確化し、それに応じ
た事業を展開することも求められ
る。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

◯第６期計画において、一部の
サービスは計画値と見込量に乖離
があった。
◯必要とされるサービスを見極
め、特に在宅系サービスを充実さ
せる必要がある。

○在宅サービスの充実
○地域密着型サービスの基盤
整備
○施設・居住系サービスの向
上

別紙様式２の「サービス見込量進捗管理シー
ト」を参照。

別紙様式２の「サービス見込量進捗管理シート」
を参照。

○
計画値と実績値
の乖離が少ない
ため、○とした。

地域密着型の基盤強化について、昨年度は募
集者がなかったため、第８期計画においても盛
り込んだ。募集方法を工夫し、基盤整備の充実
に向けて進める。

②介護給付適正
化

◯介護制度が多様化・複雑化する
なか、事業所への定期的な監査及
び指導その他介護給付等対象サー
ビスの正しい情報を周知徹底する
必要がある。

◯介護サービス利用者への情
報提供
◯事業者への指導・監督の充
実

制度改正等情報を、その都度事業所宛て送付
し、周知する。
地域密着型事業所：２施設
居宅介護支援事業所：４施設

制度改正等情報を、その都度事業所宛て送付
し、周知した　回数：４０回以上
地域密着型事業所：０施設
居宅介護支援事業所：０施設

△
達成がやや不十
分なため△とした

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
今年度の実地指導を行わなかった。次年度は、
感染症の状況を見据え事業を進めることとす
る。但し、事業所向けに、新型コロナウイルス感
染症に関する制度の周知については、頻回に
実施した。

②介護給付適正
化

◯国の介護給付費適正化計画に関
する指針に基づき、５つの主要項
目を実施する必要がある。

介護給付適正化事業の強化

１．要介護認定の適正化
２．ケアプランの点検
３．住宅改修の点検

４．介護報酬の縦覧点検・医療情報との突合
５．介護給付費通知

１．直営。
２．未実施
３．月２回理学療法士による点検。
　　年１回現地確認を実施。
４．国保連合会に委託。毎月実施。
５．年３回通知。

◎
５項目中４項目を
達成（８０％以上）
したため◎とした

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
実地指導と同時実施のケアプラン点検を行わな
かった。次年度は、感染症の状況を見据え事業
を進めることとする。

②介護給付適正
化

介護サービスの適正な運営 苦情相談窓口 制度の周知及び、国保連合会へ報告を行う。
・月１度国保連合会への報告
・窓口にてチラシを配布し、周知を図る。

◎
目標を達成したた
め◎とした

利用者からの苦情に適切に対応できるよう、引
き続き周知及び報告を行っていく。

②介護給付適正
化

介護保険制度の円滑な運営
低所得者に対し介護サービス費が
賄えるよう、所得に応じて負担を
求めるため、所得段階別の低額保
険料を定める必要がある。

所得段階別保険料

算定式
第１段階対象者の「基準額×０．５」の率を０．３
とし、年額３３，３００円を２０，０００円とする。

第２段階対象者の「基準額×０．６５」の率を０．
５とし、年額４３，３００円を３３，３００円とする。

第３段階対象者の「基準額×０．７５」の率を０．
７とし、年額５０，０００円を４６，６００円とする。

第１段階　率　　　　　　　０．５　➡　０．３
　　　　　　 年額　３３，３００円　➡　２０，０００円

第２段階　率　　　　　　０．６５　➡　０．５
　　　　　　年額　 ４３，３００円　➡　３３，３００円

第３段階　率　　　　　　０．７５　➡　０．７
　　　　　　 年額　５０，０００円　➡　４６，６００円

◎
目標を達成した
ので◎とした

次年度について、制度改正の年度になるが、趣
旨に沿って段階的に率を変更し、市民税非課税
世帯対象者の軽減措置を講じる。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

在宅医療・介護連携推進協
議会の開催

事業を推進するあたり、当協議会での協議が
基礎となる。当協議会開催前には、協議会委
員である医師会代表とコア会議を開催し、方向
性を検討している。

R2年度は、協議会を1回開催した。
認知症の対応力強化のため、認知症対策推進委
員会と同時開催とした。認知症専門医やサポート
医も参加し、医療介護関係者と認知症専門医
が、認知症患者への対応・連携について意見交
換をする機会となった。
　認知症患者への対応・連携方法、新型コロナウ
イルス感染症に関する医療介護連携の課題・対
策、高齢者福祉計画案など今後の方向性につい
て検討した。
　また、認知症疾患医療センター・障がい児者相
談支援センター相談員より、センター業務内容や
事例の紹介してもらうことで、連携の必要性につ
いて確認できた。

◎

協議会での協議
が機能しており、
認知症対応力強
化に向けた検討
もできたため、◎
とした。

今後も、認知症対策推進委員会と同時開催を
予定している。
新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、
オンラインでの開催も検討していく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

ケアマネジャー連絡協議会の
開催

在宅医療・介護連携を進める上で要となるケア
マネジャーの情報共有・研修の場として開催し
ている。参加者の意向を確認しながら、医療・
介護連携推進のための内容を多く取り入れ、
役割強化を図っている。

研修会2回、書面での研修会1回を開催した。
各事業所から代表者1名に人数の制限を行った。
①「新型コロナウイルス対策について」
　　　意見交換を実施
②講義「地震や水害等の災害に備えて」「災害・
感染発生時ハイリスク者共有シートについて」
③新型コロナウイルス感染拡大によってサービス
利用を控えている利用者へ向け、ケアマネが情
報提供できるような運動・食事・口腔に関する資
料を配布した。

◎

ケアマネジャーの
意向も踏まえて、
内容を検討しな
がら開催したた
め、◎とした。

「災害・感染発生時ハイリスク者共有シート」を
作成し、ケアマネ、包括、市で共有することがで
きたが、新規の対象者について更新していく必
要がある。
①②研修会は感染拡大防止のため、1事業所1
名に制限して実施したが、より多くの方が参加
できるよう、オンラインでの研修会も検討してい
く。
研修テーマについては、ケアマネジャーの意向
を確認しつつ深めるべき課題について開催した
い。

【在宅医療・介護の連携強化】
平成29年度に「市在宅医療・介護
連携推進協議会」を設置し、事業
全体の方向性について検討してい
る。ワーキンググループを設け、
関係機関の現状把握・課題整理・
課題解決のための具体的な展開を
している。関係職種の連携強化、
市民の意識啓発等、多くの課題が
ある。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
多職種研修の実施

在宅医療・介護連携推進のためには、関係多
職種の顔が見える関係が基本である。多職種
が医療・介護連携のための実践・課題等につ
いて共に研修することにより、スムーズな連
携、相互の専門性や役割を学ぶ機会となる

・月1回の「つるカフェ」を地区医師会と共催で開
催。
新型コロナウイルス感染拡大によって中止となっ
た月もあったが、オンラインでの体制を整え、8回
実施した。
（会場のみで開催2回、会場とオンラインの併用2
回、完全オンラインで4回）
例年は、それぞれの専門職・専門機関の紹介、
人材育成の検討等、毎回参加者の意見交換を中
心に進めているが、R2年度は、主に新型コロナウ
イルス対策についての検討を行った。
・市主催の多職種研修会　0回

◎

定例開催すること
で、連携強化につ
ながっているた
め、◎とした。

市主催にて市全体の関係職種を対象とした研
修会も開催予定であったが、医療や介護に関
わる専門職を集めて実施することは、コロナ禍
では難しい状況である。
開催方法や内容について、在宅医療・介護連携
推進協議会で諮って検討していきたい。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
相談支援体制の充実

地域包括支援センターが窓口となり総合的な
相談に対応している。高齢福祉課基幹型地域
包括支援センターにおいても専門職を配置し、
相談支援体制の充実を図る。

地域包括支援センターが相談に対応しつつ、高
齢福祉課基幹型地域包括支援センターの保健
師、社会福祉士、管理栄養士、歯科衛生士が、
在宅療養に関しての、より実践的な相談・支援を
行っている。

◎
相談窓口としての
充実を図ったた
め、◎とした。

高齢福祉課基幹型地域包括支援センターの相
談窓口を、さらに周知していく必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

【在宅医療の市民への普及啓発】
ニーズ調査では約半数が「自宅で
最期を迎えたい」と回答している
が、現状とのかい離が大きい。
「かかりつけ医」の認識を含め
た、市民啓発の課題がある。

市民講座の開催

在宅療養の選択肢について理解を深めるた
め、様々な地域資源について周知・啓発すると
ともに、「看取り」のあり方について考える機会
としての市民講座を開催する。

・「つるカフェ」との共催で、市民講演会を計画して
いたが、感染拡大によって中止とした。その代替
企画として、FMゆうがおにて講師へのインタ
ビュー番組を放送した。
・協議会委員によるFMゆうがおへの出演　14回
協議会委員がリレー形式でFMゆうがおに出演
し、各専門職の在宅医療・介護連携のPRを行っ
た。また、その内容を広報しもつけ2月号に特集
ページで掲載した。
・ミニ終活セミナー　1回（中止分　7回）
　昨年度までは終活セミナーを市民講演会として
開催していたが、今年度は地域ふれあいサロン
などの少人数へ向けた出前講座の形で実施し
た。

◎

感染拡大によっ
て開催が難しかっ
たが、代わりの事
業を企画し、広く
啓発することがで
きたため、◎とし
た。

・大人数を集めての市民講座開催は難しいた
め、ラジオ出演などの代替企画を引き続き検討
していく必要がある。
・第8期計画でも、「かかりつけ医」「ACP(人生会
議）」に関する周知・啓発を行っていくことを明記
したため、市民が身近に感じられる内容で啓発
をしていきたい。
・今年度、新しいエンディングノートを作成し、R3
年度より終活セミナーで活用予定である。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

【在宅医療サービス提供の体制整
備】
在宅医療サービス提供体制につい
ては十分と言える状況ではない。
その体制整備については医師会を
はじめとして、関係機関との協議
が必要である。

関係機関との連携強化

在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所・在
宅療養歯科診療所の状況と関係機関連携。ま
た、緊急時の対応等、検討課題は多岐にわた
る。また、在宅療養者数の推計等も含め、在宅
医療サービス提供体制については十分な検討
が必要。

・市内の在宅医療・介護の現状分析シートを作成
し見える化した。
・どこでも連絡帳のグループを、在宅医療・介護
連携推進協議会や、ケアマネジャー連絡協議
会、リハビリ専門職、訪問看護ステーションなどで
それぞれ立ち上げたことで、多職種間や同職種
間での情報共有や意見交換がその都度できるよ
うになり、連携を強化することができた。
・例年地区医師会と共催で開催してきた「在宅医
療入門塾」は、開催しなかった。

◎

どこでも連絡帳を
利用した連携を
進めることができ
たため、◎とし
た。

・多職種研修会やつるカフェ等で連携推進を図
り、さらに「どこでも連絡帳」の活用推進を図り、
連携を強化する。
・第8期計画にも「看取り」の内容を盛り込んでお
り、市民へも在宅療養についての啓発を行って
いく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

認知症サポーター養成講座の
開催

認知症サポーター養成講座については、自治
会やスーパー、学校ＰＴＡ等対象の拡大を図
る。受講後の希望者に対して講座を開催し、ボ
ランティア等人材育成を図る。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催
期間は3カ月(10月-12月)のみ。中止期間(4月-9
月、1月-3月)。
・認知症サポーター養成講座8回開催、92人受講
・オレンジカフェ4か所(全14回開催、参加延べ人
数156人)
　開催時は家族会やチームオレンジしもつけが活
動した。
・【開催中止】認知症ステップアップ講座
・【開催中止】シルバーサポーターの集い
・オレンジ通信をとおして、チームオレンジしもつ
けのモチベーション維持及び家族会の想いの共
有を図った。

◎

感染症拡大防止
の対応を適切に
図りながら、新た
な人材育成や地
域活動を深める
ことができたた
め、◎とした。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討
・認知症サポーター養成講座：対象の拡大、内
容の充実、市民キャラバンメイトの連携強化
・ステップアップ講座開催により、シルバーサ
ポーターの拡充を図る。
・チームオレンジしもつけの周知強化及び活動
内容の充実

【在宅医療・介護の連携強化】
平成29年度に「市在宅医療・介護
連携推進協議会」を設置し、事業
全体の方向性について検討してい
る。ワーキンググループを設け、
関係機関の現状把握・課題整理・
課題解決のための具体的な展開を
している。関係職種の連携強化、
市民の意識啓発等、多くの課題が
ある。

【認知症に関する知識の普及・啓
発】
認知症サポーター養成講座、市民
講演会等を通して、理解・啓発を
図ると共に、次につなげる体制整
備の必要がある。理解を深め、実
際に地域での活動につながる支援
についての検討が課題である。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

キャラバンメイト養成と活動支
援

キャラバンメイト養成の継続、メイト同士の交
流・情報交換・研修の機会を設ける。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新規
キャラバンメイト養成研修は開催中止。
そのため、新規キャラバンメイトと登録済のキャラ
バンメイトが交流し情報交換する機会を設けるこ
とができなかった。

△
計画していたが、
開催できなかった
ため、△とした。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討
・キャラバンメイト連絡会を開催し、情報交換及
び活動内容の共有を図る。
・市民キャラバンメイトとして、包括支援センター
と共に、地域サロン等に出向き、地域により身
近な認知症サポーター養成講座を展開する。
・市民講座では、ボランティアとして参加する。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 市民講座の開催

認知症の人や家族に寄り添える地域づくりの
ため、情報提供も含めた市民講座を開催する。
幅広い年代層を対象とするため、開催方法を
工夫する。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により開
催中止。
・9月の世界アルツハイマーデーに併せて、市広
報に市の認知症事業について掲載し周知を図っ
た。
・2月の下野新聞に認知症初期集中支援チーム
について記事掲載し周知を図った。

◎

新型コロナウイル
ス感染症拡大防
止の対応が適切
に図れ、代わりの
事業を実施でき
たため、◎とし
た。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討
・市民講演会の内容の充実、対象者の検討
・｢しもつけふくしフェスタ｣「RUN伴」等の参加、
内容の充実、ボランティアや関係者との連携調
整。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

【認知症予防事業の充実】
一般介護予防事業の実施、地域サ
ロンの拡充

認知症予防講座の開催

・一般介護予防事業の充実
・地域サロンの拡充：歩いて行ける距離にある
地域サロンは重要であり、認知症予防の「外
出・交流・運動」の場として有効である。

・地域ふれあいサロンについては平成31年度か
ら社会福祉協議会に委託。(R2年度末、55か所の
サロンが設置)
・一般介護予防事業「しもつけ元気はつらつ体
操」「脳力アップトレーニング教室」等を通して交
流が行われていたが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため開催中止

◎

新型コロナウイル
ス感染拡大防止
の対応を適切に
図って実施できた
ため、◎とした。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討
・地域ふれあいサロンについては、生活支援体
制整備事業にも関連し、今後更なる展開が求め
られる。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 スクリーニングシステムの活用 システム活用に向けた周知方法の工夫

・市ホームページからのシステム利用であり、毎
月200～300件ほどのアクセスがある。
・市広報で周知した際は700件を超えるアクセス
があった。【4月～1月分集計分：アクセス総数
2,566件】
・システム内で相談窓口についても周知を図って
いる。

◎

周知方法を工夫
し多くの方に活用
してもらうことがで
きたため、◎とし
た。

・高齢者の中には、システム操作が困難な場合
があるため、利用方法についての検討が必要
である。
・システムの周知について検討を行う。
・当システム以外にも、早期発見につながる体
制についての検討が必要である。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

認知症初期集中支援チームの
対応

包括支援センターとサポート医の連携体制の
整備と、市民・関係者への周知

・平成30年度から包括支援センターに委託し、
チーム員会議を定例化（2ヵ月に1回+随時）。
・今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため集会型とオンラインを活用し随時開催。全
7回(対象事例16件)
・かかりつけ医や関係機関との連携等、有効に機
能している。

◎
チームの実働とし
ては機能している
ため、◎とした。

・感染症拡大防止対策を工夫しながら、開催す
る。
・チーム員会議は継続し、連携強化を図りつつ、
適切な支援につなげたい。
・市民・関係機関への周知については、チラシ・
連携マナーブックへの掲載等を通して、今後充
実を図りたい。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 認知症ケアパスの周知 周知強化、新しい情報の更新

・今年度、見直しを行い内容の充実を図った。
・包括支援センター・関係機関から、必要とする対
象者に届けている。

◎

内容の見直し、周
知についてはで
きているため、◎
とした。

・再度関係機関に周知し、有効活用を図りた
い。
・活用状況の把握を行っていく。
・今後は見直しの際に、認知症本人や家族の意
見も取り入れるよう検討する。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 関係機関連携の体制整備

「つながる連絡票」の整備と、関係機関との連
携

・金融機関や薬局、スーパー等との連携ツールと
して「つながる連絡票」を依頼し、スーパーや医療
関係者、自治会長・民生委員・警察等の関係機
関、近隣住民からの相談が包括支援センター及
び行政担当に繋がりやすい環境を整えている。

○

関係機関との連
携は図られてい
るため、◯とし
た。

・各関係機関の他に、チームオレンジしもつけを
はじめとする市民も含めての連携体制の構築
が必要である。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

認知症地域支援推進員の配
置

・認知症地域支援推進員を増員し、相談体制を
強化する
・認知症地域支援推進員会議で情報を共有
し、地域課題の明確化、対策について協議す
る。

・令和2年度は地域包括支援センターに11名、高
齢福祉課に3名の推進員が配置された。
・新任推進員研修受講を3名予定していたが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により研修
中止となった。
・推進員会議を毎月開催し、現状・課題の共有
化、対策の検討を実施した。

◎

推進員配置と、活
動内容について
検討し、推進員会
議を開催すること
ができたため、◎
とした。

・認知症サポーターや市民キャラバンメイトの養
成や、オレンジカフェの新設と運営にかかる
チームオレンジしもつけの支援等、今後展開す
る事業は多く、推進員が中心となって、積極的
に展開する必要がある。
・複雑多様化する個別ケースの支援や連携体
制整備も必要となる。
・チームオレンジコーディネーターとの調整。

【地域支援体制の推進】
超高齢社会の中で認知症高齢者の
増加は明白であり、市の介護保険
認定理由の1位が認知症となって
いる。その対策のため、現状を把
握・分析し、検討する場は重要で
ある。また、支援体制を充実させ
ていくためには、関係者だけでは
なく、市民も協働しての体制整備
が求められる。

【認知症に関する知識の普及・啓
発】
認知症サポーター養成講座、市民
講演会等を通して、理解・啓発を
図ると共に、次につなげる体制整
備の必要がある。理解を深め、実
際に地域での活動につながる支援
についての検討が課題である。

【認知症の早期発見・早期治療】
地域包括支援センターが相談窓口
として機能している。認知症は早
期発見・早期対応が有効であり、
そのための体制整備が必要であ
る。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

認知症対策推進委員会の開
催

認知症に関する現状・課題の明確化と、その施
策展開の具体的検討

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
今年度は医療介護連携推進委員会と合同開催し
た(1回)。
・サポート医、専門医、認知症疾患センター医師、
包括支援センター認知症地域支援推進員に加
え、精神科病院医師、障がい児者相談支援セン
ターも委員として参加し、より多岐にわたる検討
と、連携につながった。

◎

合同開催により、
関係者間のつな
がりが強化でき、
内容の充実が図
られたため、◎と
した。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討
・今後、協議内容の充実と共に、認知症の人と
家族の声を施策に反映させるための取り組みも
必要となってくる。その具体策についての検討
が必要。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 家族会の開催

・関係者と連携し、家族会の周知を図る。
・開催内容を検討し、より充実した運営を図る。

・新型コロナウイルス感染症拡大のため、認知症
家族交流会開催期間は7か月(6-12月)だった。
・会場変更し月1回開催、延べ100名以上が参加
した。
・包括支援センター推進員も参加し相談支援も実
施。主に参加者同士がピアグループとして機能し
た会になり、情報交換等ができていた。
・今年度は感染症拡大防止のため、勉強会やイ
ベント開催は中止した。
・中止中は、電話連絡やオレンジ通信を発行し
た。

◎

感染症拡大防止
対策を講じなが
ら、情報交換等を
とおして、参加者
同士の繋がりが
できる場をもてた
ため、◎とした。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法の検討する。
・家族会の周知を行う。
・地域包括支援センター認知症地域支援推進
員との連携も強化する。
・会員のメリット/デメリットを再度確認し、新規登
録者を確保する。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 オレンジカフェの運営

・生活圏域でのカフェ設置を検討
・内容の充実と、周知方法の検討

・市内4か所(南1か所、石2か所、国1か所)
　運営：家族会(1か所)、チームオレンジしもつけ
(3か所)
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開
催期間は3カ月(10月-12月)だった。中止期間(4
月-9月、1月-3月)。
　開催回数全14回、参加延べ人数156人
・コロナ禍での開催のため、時間や場所、飲食や
歌は自粛する等の工夫をしながら、参加者のスト
レス軽減等を心がけた。
・包括支援センター推進員・家族会経験者が相談
に応じ、相談の場としても機能している。

◎

感染症拡大防止
対策を講じなが
ら、開催すること
ができたため、◎
とした。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講
じた開催方法を検討する。
・運営体制の強化支援、ボランティアの協力、周
知についての対応が必要である。
・チームオレンジしもつけの活動内容を充実さ
せる。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

地域支援体制の推進
徘徊行動の見られる認知症高齢者
及び障がい者の居場所や身元を早
期に発見できるシステムを活用
し、家族介護者が安心して生活で
きる環境を整備する「徘徊高齢者
等あんしんサービス事業」を実
施。利用者拡大のため広く市民に
発信していく必要がある。

○徘徊高齢者等あんしんサー
ビス事業（ＧＰＳ，ＱＲコード利
用）

○徘徊高齢者等あんしんサービス事業
（ＧＰＳ機器貸与）
　　　　　　　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1）　（Ｒ2）
　見込　人数　　　　7　　　　9　　　　10
　実績　人数　　　　4　　　　6　　　　11
（ＱＲコードシール）
　　　　　　　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1）　（Ｒ2）
　見込　人数　　　　8　　　　10　　　12
　実績　人数　　　　2　　　　  5 　　　2

○徘徊高齢者等あんしんサービス事業
・ＧＰＳ機器貸与
　　（R2年度）　延べ利用者数　11人
・ＱＲコードシール
　　（R2年度）　延べ利用者数　2人

○

　これまでの広報
活動に加え、ケア
マネジャーや地
域包括支援セン
ターへの制度認
知が浸透したこと
により、必要と思
われる方の利用
申請に結びつけ
ることができてい
る。そのため、○
おおむね達成とし
た。

　QRコードの利用が伸び悩んでおり、利用方法
について改めて周知をしていく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策

【若年性認知症への対応】
県で相談窓口を設置 若年性認知症の理解と啓発

早期発見、理解と対応については特別な配慮
が必要。相談窓口の周知、サポート体制の検
討。

・認知症ケアパスの改訂見直しに伴い、新たに若
年性認知症について追加し、相談窓口等の周知
を図った。
・県の相談窓口について関係機関で周知した。

◎

認知症ケアパス
改訂により、若年
性認知症につい
て周知を強化で
きたため、◎とし
た。

・関係機関連携の中で、対象者の把握及び本
人ミーティングの開催等のサポート体制の検討
を行う。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 相談窓口の確保

・複雑多様化する相談に対応するため、相談
窓口の充実と相互連携を図る
・総合相談窓口である包括支援センターの認
知度を高め、職員の質の向上を図る

・包括支援センターでは、休日も含め２４時間対
応可能な体制をとった。
・行政担当も含め、必要時関係機関との連携を
図った。
・コロナ禍において、委託法人施設内で相談対応
が難しくなった場合にも児童館を活用し、相談窓
口としての機能維持に努めた。

◎
相談窓口として十
分機能しているた
め、◎とした。

・第８期計画策定時のアンケートにおいて、地域
包括支援センターを「全く知らない」と回答した
人は22.7％となっており、前回（23.3％）より良く
なってはいるものの大きな差は見られず、周知
方法についてのさらなる検討が必要である。

【相談体制の充実】
一人暮らし高齢者や高齢者のみ世
帯の増加、また、認知症による判
断力の低下により、消費者被害や
詐欺等の犯罪被害にあう可能性が
ある。権利擁護も含め、高齢者の
安全・安心な暮らしの確保が求め
られる。

【地域支援体制の推進】
超高齢社会の中で認知症高齢者の
増加は明白であり、市の介護保険
認定理由の1位が認知症となって
いる。その対策のため、現状を把
握・分析し、検討する場は重要で
ある。また、支援体制を充実させ
ていくためには、関係者だけでは
なく、市民も協働しての体制整備
が求められる。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 障がい者の相談体制

障がい者が高齢となっても、安心した生活が継
続できるよう、障がい者相談支援センター・障
がい者相談支援専門員と連携を図り、スムー
ズなサービス移行を提供する。

・障がい福祉から高齢福祉へのサービス移行に
ついては、相互連携によりスムーズに実施され
た。
・それぞれの相談窓口の連携により多様な相談
に対応できた。
・高齢者の家族に障がい者がいる場合について
も適宜連携を図り、対応した。

◎
相談体制は整っ
ているため、◎と
した。

精神障がい者の高齢福祉サービスへの移行に
ついては、受け入れ態勢の調整が必要な状況
がある。
地域共生社会の実現に向け、分野を超えて関
係者が相談支援にあたっていく必要があり、障
がいの理解促進と関係者による社会資源の共
有等を図る必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 その他の相談体制

市の「消費生活センター」や、「栃木県高齢者
相談センター」「県南健康福祉センター」等、広
域的な相談窓口についての啓発を図る。

・包括支援センターにおいては警察や消費生活
センターと協力し、消費者被害・詐欺被害防止に
向け啓発活動を実施した。
・広域的な相談窓口についても必要時情報提供
した。
・R2年度はコロナ禍において新たな手口の詐欺
が発生したため、地域ふれあいサロンの代表者
へ注意喚起のチラシを送付した。

◎
多方面での相談
に対応しているた
め、◎とした。

消費者被害や詐欺被害については、日頃から
の啓発活動が重要である。身近な相談窓口で
ある包括支援センターの幅広い活動が求めら
れ、関係機関との連携により、啓発や相談にあ
たる必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 権利擁護事業の推進 成年後見制度の利用支援

成年後見制度の利用が必要となる高齢者の把
握や制度に対する相談体制の整備を行い、身
寄りのない高齢者等が安心して生活できる体
制づくりを行う。
また、後見人への報酬支払いが困難な場合に
は後見人への報酬醸成を行うことで後見人に
対する支援を行う。

・包括支援センターにおいて、随時、制度利用に
対する個別相談や申請に係る手続きについて支
援を行った。また、身寄りがない高齢者について
は行政と連携し首長申立てによる成年後見制度
の利用を行った。R2年度は首長申立て件数8件と
多かった。
・成年後見制度なんでも相談会を奇数月に開催
し、包括支援センター、社会福祉協議会（法人後
見担当）、障がい児者相談支援センターの職員
が相談対応にあたった。申立に係る相談から、成
年後見について知ってもらう機会とした。

◎

後見制度の相談
があり、申立が必
要と判断した場合
には、必要な連
携を取り早期対
応に努めている
ため、◎とした。

判断能力の低下はみられるものの生活に支障
が無い場合には、後見制度の利用に至らない
ような相談ケースも多い。継続的な相談体制を
とることにより、変化がある場合に速やかで柔
軟な支援を行うことが求められる。
また、一方で、市長申立てを必要とするケース
が増えてきている状況にあり、緊急性の高いも
の等は選任されるまでの対応等、関係機関と連
携して支援対応をしていくことが必要である。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 権利擁護事業の推進 法人後見制度

法人後見に対応可能な機関へ働きかけを行う
など、利用体制整備を図る。

社会福祉協議会と連携し、法人後見制度の利用
体制整備を図った。
成年後見の相談については、なんでも相談会に
社会福祉協議会法人後見担当職員にも対応して
もらうなど、連携を図った。R2年度においては市
長申立のケース1件について法人後見の利用を
進めた。

◎

社会福祉協議会
にて法人後見を
受任しており、連
携が図れている
ため、◎とした。

法人後見の利用については、申立の準備を進
めながら、法人後見の利用可否についての検
討が必要となるため、担当者間で早期から相談
しておく必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 権利擁護事業の推進 市民後見制度

市民後見人の育成により市民後見制度の利用
体制整備を図る。

県内他市町の意向などを確認しながら、社会福
祉協議会と体制づくりのための情報共有を図っ
た。

△
体制づくりには至
らなかったため、
△とした。

法人後見については、社会福祉協議会で受任
を開始したが、市民後見人育成については、
ニーズのほか受任者の育成が必要となるため、
社会福祉協議会や家庭裁判所などと連携し、
人材育成の手法等を検討していく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 権利擁護事業の推進

日常生活自立支援事業（あす
てらす）

認知症や障がい者のうち判断能力が不十分な
人が地域において自立した生活が送れるよう
金銭管理等支援を行う。

社会福祉協議会にて高齢・障がい等により判断
能力が低下した人に対して、日常的な金銭管理
を代行することにより在宅での安心な生活を提供
した。
また、契約型の福祉サービスにおいて利用者に
不利益が生じないように、情報提供やサポート、
書類等の管理を行った。

◎
滞りなく実施でき
たため、◎とし
た。

日常生活自立支援事業（あすてらす）を必要と
する対象者は増加すると見込まれ、成年後見
制度と併せて周知や対象者の把握に努める。
また、必要としている対象者が早期に利用開始
できるよう、関係者間での情報共有や連携を図
る必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 高齢者虐待防止対策の推進

高齢者虐待防止ネットワーク
事業

民生委員児童委員、自治会、市内の介護保険
施設、介護支援事業所、警察、消防署、司法
書士、法務局、県健康福祉センター、消費生活
センター、社会福祉協議会の各代表者で構成
される運営委員会を開催し、虐待の早期発見
のため、関係者への情報周知および情報共
有、相互連携を図る。
開催頻度　年１回

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会は、感
染症予防のため、書面にて開催した。
国、県、市における虐待報告件数や虐待対応に
ついて情報共有し、文書による意見交換を行っ
た。

◎
滞りなく実施でき
たため、◎とし
た。

虐待の早期発見につながる情報提供等の連携
は日常的にとれている。市への虐待報告件数
自体は横ばい傾向にあるが、8050問題などで
障がい福祉分野との連携が必要となる案件が
増加している。関係機関をはじめ、他課との連
携体制の強化が必要である。

【相談体制の充実】
一人暮らし高齢者や高齢者のみ世
帯の増加、また、認知症による判
断力の低下により、消費者被害や
詐欺等の犯罪被害にあう可能性が
ある。権利擁護も含め、高齢者の
安全・安心な暮らしの確保が求め
られる。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
③認知症施策 高齢者虐待防止対策の推進 虐待対応マニュアル

虐待対応のためのマニュアルを策定し、活用
することにより、円滑な対応を図る。

R2年度マニュアル改訂を行い、内容を一部修正
した。
円滑な対応と、状況確認時に共通した確認が行
えるよう様式についても変更をし、運用を開始し
た。

◎
改良後、問題なく
運用出来ている
ため、◎とした。

運用しながら状況により改善の必要性が見られ
た場合には、包括支援センター社会福祉士間で
適時情報を共有し、次回の修正内容を検討して
おく。
ケアマネジャーともマニュアルの内容を共有し、
虐待対応の共通認識を図る必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

日常生活の安全対策
すべての高齢者に対して地域全体
で見守るネットワークづくりに取
り組み、地域で活動する団体や企
業、高齢者と接する機会のある関
係者等と連携して見守り体制を強
化していく必要がある。

○高齢者見守りネットワーク

・協定事業所の拡大に積極的に取り組む
・協定事業所をはじめ、関係機関や市民に向
けて事業説明の機会を設け、高齢者見守り
ネットワークの理解促進を図る

高齢者見守りネットワーク協定事業所
（R2年度末現在）　55事業所

令和2年度　協定事業所
R2.10.1　第一生命保険株式会社　栃木支社
R3.1.20　東邦薬品株式会社　栃木営業所

○

新たに2事業所と
協定を締結し拡
大することができ
たため○とした。

すべての高齢者が元気で安心して暮らせる地
域づくりを目指し、市民や多様な事業所が「さり
げない見守り活動」に意識的に取り組むことに
より、高齢者を取り巻く様々な問題を早期に発
見・解決できるよう、継続して見守りネットワーク
の拡大を図る必要がある。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

日常生活の安全対策
高齢者外出支援として、75歳以上
を対象にデマンドバス無料利用券
10枚（年間）を交付している。運
転免許証の返納等により移動手段
が課題となる高齢者が増加してお
り、外出機会と社会参加の拡大の
ため、市デマンドバスの利用促進
を図る必要がある。

デマンドバスの利用促進
○高齢者外出支援事業（デマ
ンドバス利用券の交付）

○高齢者外出支援事業
デマンドバス（おでかけ号）登録・利用する75歳
以上の高齢者を対象に、デマンドバスの無料
利用券（年間10枚）を交付
　　　　　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1）　　（Ｒ2）
　見込　人数　　750　　　760　　　770
　実績　人数　　776　　　804　　　661

○高齢者外出支援事業（デマンドバス利用券の
交付）
　（R2年度）　交付人数　　　661 人
　　　　　 　　　利用枚数　　 2,952枚

○

新型コロナウイル
ス感染症により4
～6月の利用が
著しく減少した
が、次年度申請
を往復郵便とし手
続きにおける負
担軽減を図った
ため○とした。

新型コロナウイルス感染症による影響により本
事業の利用減も想定されるが、事業の継続によ
り高齢者の外出機会の確保を図る。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

消費者被害対策
市では、消費生活センターを設置
し、相談窓口を設けている。高齢
者が被害にあわないように関係機
関との連携が一層必要となる。

消費者被害の手口は年々多
様化・複雑化しており、判断能
力の低下がみられる高齢者が
被害にあわないように高齢者
の見守りや周知による消費者
被害の未然防止に取り組む。

オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺か
ら高齢者を守るため、消費生活センターと連携
して対策をとる。

一人暮らし高齢者世帯や夫婦世帯、日中６５歳
以上のみの世帯に対し、「特殊詐欺撃退器」の貸
し出しを無料で行う。（1年間）　48台貸出

また、同機能を有する機器を購入した場合には
購入費の4分の3（上限10,000円）の補助を実施
（138件）

◎

機器購入費補助
を推進し、前年度
の31件から大幅
に伸びた。

詐欺の手口は常に更新され、より巧妙さが増し
ていくので、常に最新の情報を収集し注意喚起
できるよう、安全安心課及び消費生活センター
との連携を密にする。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

日常生活の安全対策
概ね65歳以上のひとり暮らし高齢
者等で、体調等に不安を感じてい
る方に対し、緊急時に対応できる
安否確認機能付きの緊急通報シス
テム貸与を行っている。事業周知
により利用促進を図る必要があ
る。

安否確認システム貸与事業の
推進
○安否確認及び緊急通報シス
テム貸与事業

○安否確認及び緊急通報システム貸与事業
ひとり暮らし高齢者等で、体調等に不安を感じ
ている方に対し、緊急通報機器を貸与すること
で安心した生活と精神的不安の解消を図る
　　　　　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1）　　（Ｒ2）
　見込　人数　　　95　　　99　　　103
　実績　人数　　 107　　121　　　128

○安否確認及び緊急通報システム貸与事業

　（R2）　利用者数（延べ設置数）　　128件
◎

民生委員や地域
包括支援セン
ターなどを通じ、
地域の独居高齢
者への事業周知
に努めた結果、
大幅な利用者増
につながったた
め、◎達成でき
た、とした。

ひとり暮らし高齢者及び住居を異にする家族の
精神的不安を解消し、住み慣れた自宅で安心し
て暮らしていけるよう、今後も継続して本事業の
活用を推進していく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

要支援者名簿の作成、運用
災害時に避難することが難しいひ
とり暮らし高齢者や高齢者のみ世
帯、障がい者世帯を対象に実態調
査及び災害時要支援者調査を実施
し名簿を作成している。
名簿登録の推進と警察や消防、民
生委員、地区防災組織等への情報
連携を強化するとともに、災害時
の具体的な利用活用方法を検討す
る必要がある。
また、名簿はエクセルで管理して
おり、加除修正等の変更作業に苦
慮している。

・避難行動要支援者名簿への
登録推進
・関係機関等との連携強化
・名簿の適正管理

○要支援者名簿の名簿記載者の更新
高齢者実態調査による新規記載者の確認や、
民生委員の協力により随時対象者名簿を更新
する。

○要支援者名簿のシステム管理
　名簿の記載内容は、緊急時の連絡先や持
病、介護状態や障がいの有無など多岐に渡る
が、記載内容の変更は民生委員からの報告書
により手作業でエクセルデータを修正してい
る。適正に名簿を管理し効率よく災害時に活用
するため、管理システム導入を検討する。

○高齢者実態調査

○避難行動要支援者名簿作成、登録推進、管理
○

新規該当者（高
齢者のみ世帯の
新規対象者）へ
通知し実態調査
及び登録推進を
実施、民生委員
の協力により浸
水想定区域等と
照合し避難行動
支援の優先度設
定に取り組むこと
ができたため○と
した。

対象者の増加が見込まれる中、引き続き要支
援者名簿の登録推進及び関係機関との連携強
化を図る。
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大区分 中区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 自己評価の理由 課題と対応策

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

防災対策の強化
下野市地域防災計画にもとづき、
市の安全安心課と情報の共有・連
携、災害時要支援者名簿の活用に
より、主にひとり暮らし高齢者や
高齢者のみ世帯等の防災対策の強
化を図っている。

災害時の福祉避難所として利
用できるよう事業所と協定を締
結する。

今後も関係機関と連携して防災の強化に努
め、災害時対応として福祉避難所の拡大のた
め新規の介護事業所等との協定締結を進め
る。

福祉避難所の拡大のため、新規の介護事業所等
が設立された場合にと協定締結をすすめる体制
を保つ。
また、社会福祉課において障がい者施設を福祉
避難所として活用できるよう協定締結にむけ協議
を進めている。

○

新設の介護施設
がなかったため
協定締結はな
かったが、市有施
設の福祉避難所
としての機能強化
について検討を
進めた。

新たに設立された介護施設等との避難所協定
締結を進める。
また、既存の福祉避難所について、災害時に効
果的に運用できるよう運用体制の改善に努め
る。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他

高齢者に対する理解、協力の促進
高齢者を取り巻く環境や介護保険
制度の利用状況などの市民への周
知は不十分な状況で、地域で支え
あう仕組みづくりを市民に理解さ
れるに至っていない。

高齢者に関する状況を広く市
民に周知し理解と協力をえら
れるよう努める。

高齢者の実態や介護保険制度の利用状況、そ
の他高齢者に関する状況を広報やホームペー
ジを活用して、広く市民に周知し理解と協力を
えられるよう努める。

介護保険制度や包括支援センターの情報、在宅
福祉事業などについてホームページによる周知
のほか、FMゆうがお内の番組を活用した。特に、
在宅医療介護連携に関しては、推進協議会が14
回シリーズでラジオに出演した。

○

在宅医療介護連
携については、特
に力点を置いて
広報活動を行うこ
とができた。

高齢者を取り巻く様々な状況や課題について
は、今後も継続して周知に取り組む必要があ
る。また、新型コロナ感染症により従来の日常
生活に変化が生じていることから、感染動向に
応じ迅速・適切な情報発信に努める必要があ
る。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他 市民の理解・協力の促進

健康寿命延伸への取組み強
化

生活習慣病予防が健康寿命を延伸することを
広く市民に啓発する。

第３次下野市健康増進計画では「脳血管疾患の
罹患者を減らす」ことを重点目標として、「生活習
慣の改善」「生活習慣病の発症予防と重症化予
防の徹底」「健康を支え、守るための社会環境の
整備」として市民全体としての取り組みを展開し
た。

◎

下野市健康増進
計画に基づいて
取り組むことがで
きたため、◎とし
た。

健康寿命の延伸のためには、継続して取り組ん
でいく必要がある。
引き続き、健康づくりの市民ボランティアである
「健康推進員」と協働で、市民に周知・啓発して
いきたい。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
④その他 市民の理解・協力の促進 介護予防への理解と取組み

成人期からの健康課題を関係課と共有し、要
介護状態になる高リスクの原因やその予防と
なる事業等について、市民に広く周知、啓発す
る。

健康増進課では、健診を受診した市民を対象とし
た「健診結果説明会」にて、疾病の重症化のリス
クの説明や、予防事業の周知を行い、健康推進
員との共同で、ロコモの普及・啓発に努めた。
また、健康増進課と連携し、サロンでの健康講話
を実施した。
健診結果や、地域実態調査の結果報告の中に、
地域の実態に合わせた健康づくりに関する内容
を入れ、正しい知識の普及啓発に努めた。

◎

地域の健康課題
について関係課
と共有し始めるこ
とができたため、
◎とした。

R3年度より始まる「高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施」事業の中で、関係課とさら
に連携しながら取り組んでいきたい。

②介護給付適正
化

利用者へ介護給付費通知の明細を
示すことで、介護保険サービスの
適正化を図ることが重要である。

介護保険サービスの適正化 利用者宛て介護給付費通知を送付する 年３回利用者宛て給付通知を送付している。 ◎
目標を達成した
ので◎とした

次年度も引き続き実施する。

②介護給付適正
化

○計画の着実な進行管理が必要で
ある。

○計画の点検・評価が必要である。

関係機関と連携し、計画を着
実に実行する。

下野市高齢者保健福祉計画
等評価委員会を立ち上げ、計
画の進捗状況等、点検・評価
を行う。

定期的な点検と評価を行うことで、より実効性
のある計画とする。

第８期策定委員会において、今期の事業等の評
価・検討を行い、計画策定に反映させた。

◎
目標を達成した
ので◎とした

次年度も引き続き実施する。
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