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第７期介護保険事業計画・第８次高齢者保健福祉計画の検証 
 

第７期介護保険事業計画・第８次高齢者保健福祉計画の検証を行った結果、分野別平均得点は、

15分野中８分野で100点を達成しており、残り６分野が平均90点台、１分野が80点と続いています。

最も得点が低いのは‟目標３-１介護予防・生活支援サービス事業の充実”で80点となっています。 

項目別達成度得点は、63項目中53項目で100％を達成しており、残り７項目が80％、２項目が

60％、１項目が40％と続いています。最も達成度が低いのは‟目標３-１-②訪問型軽度生活援助サ

ービス”で40％となっています。 

 

＜分野別平均得点＞ 

 分野別平均得点 

目標１ 

安心して暮らすことができる基盤の整備 

１ 地域包括支援センターの充実  90.0 

２ 在宅医療・介護連携の促進 100.0 

３ 認知症施策の推進  92.0 

４ 生活支援サービスの基盤整備の推進 100.0 

５ 家族介護支援 100.0 

６ 見守り・権利擁護  97.1 

７ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 100.0 

目標２ 

生きがいづくりと介護予防の促進 

１ 生きがいづくりと社会参加の促進  96.7 

２ こころとからだの健康づくり 100.0 

３ 一般介護予防の充実  92.0 

目標３ 

高齢者を支えるサービスの充実 

１ 介護予防・生活支援サービス事業の充実  80.0 

２ 介護保険サービス 100.0 

３ 介護サービス事業者の管理・監督 100.0 

４ 介護給付適正化  96.7 

計画の推進に向けて 100.0 

※自己評価による達成度を得点に換算して算出している。 
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目標１-１

地域包括支援センターの充実

目標１-２

在宅医療・介護連携の促進

目標１-３

認知症施策の推進

目標１-４

生活支援サービスの基盤整備の推進

目標１-５

家族介護支援

目標１-６

見守り・権利擁護

目標１-７

高齢者の居住安定に係る施策との連携

目標２-１

生きがいづくりと社会参加の促進

目標２-２

こころとからだの健康づくり

目標２-３

一般介護予防の充実

目標３-１

介護予防・生活支援サービス事業の充実

目標３-２

介護保険サービス

目標３-３

介護サービス事業者の管理・監督

目標３-４

介護給付適正化

計画の推進に向けて

分野別

平均得点

評価

推進：資料１ 
令和２年度 第２回菊川市介護保険事業計画等検討委員会 

（令和２年８月 24 日） 
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＜項目別達成度得点＞ 

基本 

目標 
施策 重点 事業 達成度 方向性 

目
標
１ 

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
基
盤
の
整
備 

１ 地域包括支援センターの充実 

 ①地域包括支援センターの運営・基盤整備 80% 拡大 

 ②総合相談支援事業 100% 継続 

★ ③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 80% 継続 

★ ④介護予防ケアマネジメント事業 100% 拡大 

２ 在宅医療・介護連携の促進  ・在宅医療・介護連携の促進 100% 拡大 

３ 認知症施策の推進 

★ ①認知症サポーター養成 100% 拡大 

★ ②認知症ケアパスの普及 100% 継続 

★ ③認知症初期集中支援チーム 100% 修正 

★ ④認知症地域支援推進員 100% 継続 
 ⑤認知症高齢者探知システム整備事業 60% 修正 

４ 生活支援サービスの基盤整備の推進 

★ ①生活支援体制整備事業 100% 拡大 

 ②配食サービス事業 100% 継続 

 ③移送サービス事業 100% 継続 

 ④生活管理指導短期宿泊事業 100% 継続 

５ 家族介護支援 

 ①家族介護教室・家族介護者交流事業 100% 継続 

 ②在宅ねたきり老人等介護者手当支給事業 100% 継続 

 ③在宅介護高齢者紙おむつ給付事業 100% 修正 

 ④障害者控除対象者認定 100% 継続 

６ 見守り・権利擁護 

 ①高齢者見守りネットワーク 80% 継続 

 ②緊急通報システム整備事業 100% 継続 

 ③権利擁護相談事業 100% 継続 

 ④権利擁護啓発事業 100% 継続 

 ⑤成年後見制度利用支援事業 100% 継続 

 ⑥高齢者虐待防止事業 100% 継続 

 ⑦老人保護措置事業 100% 継続 

７ 高齢者の居住安定に係る施策との連携  ・高齢者の居住安定に係る施策との連携 100% 継続 

目
標
２ 

生
き
が
い
づ
く
り
と
介
護
予
防
の
促
進 

１ 生きがいづくりと社会参加の促進 

 ①老人クラブ活動の支援 80% 継続 

 ②敬老事業 100% 修正 

 ③スポーツ・レクリエーションの振興 100% 継続 

 ④生涯学習活動の推進 100% 継続 

 ⑤就業等の支援 100% 継続 

 ⑥ボランティア活動などへの支援 100% 継続 

２ こころとからだの健康づくり 

 ①特定健康診査・特定保健指導 100% 継続 

 ②がん検診 100% 継続 

 ③歯科検診・歯科保健指導 100% 継続 

 ④健康教育 100% 継続 

 ⑤健康相談 100% 継続 

 ⑥訪問指導 100% 継続 

 ⑦高齢者予防接種 100% 継続 

 ⑧健康マイレージ事業 100% 継続 

３ 一般介護予防の充実 

 ①介護予防把握事業 80% 継続 

★ ②介護予防普及啓発事業 100% 拡大 

★ ③地域介護予防活動支援事業 100% 拡大 

★ ④地域リハビリテーション活動支援事業 80% 拡大 
 ⑤一般介護予防事業評価事業 100% 継続 

目
標
３ 

高
齢
者
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

１ 介護予防・生活支援サービス事業の充実 

 ①訪問介護相当サービス 100% 継続 

 ②訪問型軽度生活援助サービス 40% 修正 

 ③訪問型元気はつらつ教室 60% 継続 

 ④通所介護相当サービス 100% 継続 

 ⑤通所型元気はつらつ教室 100% 継続 

２ 介護保険サービス 

 (１)居宅サービスの充実 100% 継続 

 (２)地域密着型サービスの充実 100% 継続 

 (３)施設サービスの充実 100% 継続 

３ 介護サービス事業者の管理・監督 
 ①介護サービス事業者の指導 100% 継続 

 ②介護サービス事業者との連携 100% 継続 

４ 介護給付適正化 

 ①要介護認定の適正化 80% 継続 

★ ②ケアプランの点検 100% 継続 

 ③住宅改修の点検、福祉用具購入貸与調査 100% 継続 

 ④医療情報との突合、縦覧点検 100% 継続 

 ⑤介護給付費通知 100% 継続 

 ⑥給付実績の活用 100% 継続 

計画の推進に向けて 
①高齢者の実態把握 100% 継続 

②人材の確保と資質の向上 100% 継続 

 



第７期介護保険事業計画・第８次高齢者保健福祉計画の検証

基本目標 事業 達成度 今後の方向 実施状況・方向性

①地域包括支援センターの運営
　・基盤整備

80% 拡大

【実施状況】
令和２年から地域包括支援センターを２箇所にすることを目標としていたが、令和２年度中の設置が難しい状況である。令和3年度開設に向けて、主任介護支援
専門員の確保で苦慮しているが、令和２年度からブランチ職員を３名（社会福祉士、保健師、介護支援専門員）とし、ブランチの機能を拡充して委託地域包括支
援センターとする方向で取り組んでいる。
【方向性】
人材確保は、非常に厳しい状況にあるが、専門職確保をし、必要な体制整備を進めていく。

③包括的・継続的ケアマネジメ
　ント支援事業

80% 継続

【実施状況】
「多職種協働介護予防個別事例検討会」は、年3回6事例を検討し,3事例の目標を達成している。
ケアマネジャーの研修会出席率を80.0％以上とする目標は、平成30年度60.3％、令和元年度58.8％で未達成である。
【方向性】
業務が多忙で全く研修に参加できていないケアマネジャーもいることから出席の少ないケアマネジャーに声掛けして参加を促す。コロナ対策も踏まえ、DVDの研
修資料を作成し、居宅介護支援事業に活用してもらうなど新しい研修の在り方を模索していく。菊川市ケアマネジャー協議会の活動の在り方を再検討する。

⑤認知症高齢者探知システム
　整備事業

60% 修正

【実施状況】
平成27年度から導入した事業で、認知症により徘徊症状のある高齢者等に対し、現在位置を探索するためのＧＰＳ端末機器を貸与している。令和元年度の見込み
利用実人数６人、新規２件に対し、利用実人数５件、新規１件にとどまっている。相談は数件あったが、利用者は伸びていない。
【方向性】
市で利用支援しているＧＰＳ機器以外にも様々な機器やシステムが出ていること、また、認知症の人が常に機器を持って外出する可能性は低いとの意見から、名
簿登録制によるＱＲコードシール配付等、新たな取組みを検討中。

①高齢者見守りネットワーク 80% 継続

【実施状況】
令和元年度末に市内外で312箇所から同意・協力を得て高齢者見守り事業所として登録している。増減なく、計画の目標とした320箇所に届いていない。見守り事
業所からの連絡で新規に地域包括支援センターにつながった人数は、平成30年度255人、令和元年度232人となっており、見守り活動の効果は表れている。
【方向性】
令和2年度に新たな見守り事業所登録を増やすため、市内外の事業所に協力依頼を行う。

①老人クラブ活動の支援 80% 継続

【実施状況】
高齢者の生きがいと健康づくりのための多様な社会活動その他高齢者の生活を豊かにするとともに、明るい長寿社会づくりに資する活動を行う菊川市老人クラブ
連合会に対し、補助金を交付して活動を支援し、未加入団体への加入促進を図っているが、近年会員数が減少傾向にあり、平成30年度末の10クラブ288人から、
令和元年度末には10クラブ243人となった。
【方向性】
今後も支援を継続し、未加入団体への加入促進を図っていく。

①介護予防把握事業 80% 継続

【実施状況】
高齢者の生活状況等について収集した情報から、支援を要する人を早期に把握し、介護予防活動へつなげるための事業。高齢者の相談・訪問・健康教育などの場
において、相談受付シートや基本チェックリスト等を活用して実施している。チェックリスト等の実施数は、平成30年度は延1,465件、令和元年度は延1,248件。
【方向性】
通いの場や予防教室等が盛んな地域では、出前行政講座等で出向くことが多く、チェックリスト等を実施する機会が増えるので、地域間で介護予防教室への参加
者数や事業対象者数の差が大きくなりつつある。今後は高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施において、医療・保健データやフレイルチェック結果等を活
用しながら把握に努める。

④地域リハビリテーション活動
　支援事業

80% 拡大

【実施状況】
地域サロン等の場に菊川市立総合病院の理学療法士を派遣し、「菊川いきいき体操」等の運動の普及を行っている。毎年度各団体等に対し派遣の希望をとって実
施。令和元年度６回。（事業計画の目標値12回/年）
【方向性】
新型コロナウイルスの影響で地域活動が実施しにくい状況にあるが、地域団体等が選択しやすいように理学療法士と作業療法士を選べるようにしていく。また、
新しい生活様式を踏まえた実施方法を検討し、様々な機会を捉えて事業の周知をしていく。

②訪問型軽度生活援助サービス 40% 修正

【実施状況】
訪問型軽度生活援助サービスは、菊川市シルバー人材センターと協力し、シルバー会員を対象に担い手研修を行いサービスを実施している。令和元年度は、利用
実人数１人、延45回であったが、令和２年度当初には、利用者なしとなってしまった。
【方向性】
今後、高齢者の増加に伴いサービス利用者の増加が見込まれるが、それまでに今後の方針や事業内容について再検討し、よりニーズに合ったものにしていく必要
がある。

③訪問型元気はつらつ教室 60% 継続

【実施状況】
訪問型元気はつらつ教室は、日常生活動作等に支障があり通所型介護予防事業に参加できない人を対象にしている。作業療法士による個別の運動実践メニューの
作成や実践アドバイスにより、身体・生活機能について効果が見られている。令和元年度２人、延４回
【方向性】
利用者は少ないが、事情により通所型に参加できない人にとっては必要な事業。関係機関等と連携を取り、対象者の把握に努める。

①要介護認定の適正化 90% 継続

【実施状況】
要介護認定は、新規・区分変更申請は30日以内、更新申請は認定期間満了前までに通知することが適正とされている。認定結果通知時期適正割合については、計
画値が各年78.0％に対し、実績値は平成30年度は79.6％、平成31年度は64.9％、令和2年度（8月12日現在）は73.5％であった。できる限り迅速な調査や事務処理
を心掛け、更新者への申請や医療機関への書類提出の勧奨等を行っているが、調査件数が増加する時期や書類等提出の遅延、調査日の変更などの理由により期間
内認定が難しいことがある。
【方向性】
対応可能な調査件数の確保や主治医との連絡を行い、申請から円滑な認定事務処理を進めていく必要がある。

※達成度については、令和２年度末までの見込みとなっています。それを踏まえ方向性とし今後に結び付けていくものです。

４　介護給付適正化

目標３
高齢者を支えるサービス
の充実

施策

１　地域包括支援センターの
　　充実

目標１
安心して暮らすことがで
きる基盤の整備

３　一般介護予防の充実

１　介護予防・生活支援
　　サービス事業の充実

目標２
生きがいづくりと介護予
防の促進

３　認知症施策の推進

６　見守り・権利擁護

１　生きがいづくりと社会参加
　　の促進
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