
国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画

達成状況評価報告書

（平成30年度～令和２年度）

国分寺市福祉部高齢福祉課



１　施策評価票　評価の視点 ２　事業評価票　評価の視点

(1) 「施策の方向」の各年度末までの進捗状況評価 「進捗状況」に各年度末までの進捗状況・達成状況に係る評価を記載します。

各年度末までの進捗状況を評価します。次の３つから選択。 次の３つから選択。

○ おおむね目標どおり進行している。 A：目標を上回った。

○ やや取組が遅れている。 ① 各年度の目標値がある事業で100％以上達成しているもの。

○ 大幅に取組が遅れている。 ② 各年度の目標値がある事業で100％以上を達成していないが，

(2) ３か年の達成状況評価 計画に記載されている「指標」以外の部分を考慮すると

３か年を経て目標を達成することができたかを評価します。次の４つから選択。 「目標以上に達成している。」と評価できるもの。

○ 目標以上に達成した。 ③ 各年度の目標値がない事業で「目標以上に達成している。」と評価できるもの。

○ おおむね達成した。 B：おおむね達成した。

○ 目標を下回った。 ① 各年度の目標値がある事業で80％以上100％未満を達成しているもの。

○ 実施しなかった。 ② 各年度の目標値がある事業で80％以上を達成していないが，

(3) 次期計画に向けて 計画に記載されている「指標」以外の部分を考慮すると

次期計画に向けた方向性を記載します。次の３つから選択。 「おおむね達成した。」と評価できるもの。

○ 継続して実施する。 ③ 各年度の目標値がない事業で「おおむね達成した。」と評価できるもの。

○ 変更して実施する。 C：目標を下回った。

○ 取組を終了する。 ① 各年度の目標値がある事業で80％以上達成できなかったもの。

② 各年度の目標値がない事業で「目標を下回った。」と評価せざるを得ないもの。
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達成状況 件数 該当する施策の方向

目標以上に達成した。 9

【１－②】在宅生活をできるだけ続けていくために／【１－③】家族の介護負担を軽減するために／【２－
②】情報を必要な人につなげるために／【２－③】高齢者の悩みや不安等の解消に向けて／【２－⑥】高
齢者の多様な住まいの確保に向けて／【２－⑦】外出しやすいまちを目指して／【３－①】地域福祉を進
めるために／【４－①】自己の充実に向けて／【４－③】様々な世代との交流に向けて

おおむね達成した。 7

【１－①】要介護状態にならないために／【２－①】安心して介護サービスを利用できるために／【２－④】
安全確保に向けて／【２－⑤】社会からの孤立を防ぐために／【２－⑧】個人の権利を尊重するために／
【３－②】市民活動・ボランティア活動等の活性化に向けて／【４－②】高齢者の知識や技術・経験を活か
した社会を推し進めるために

目標を下回った。 2
【５－①】誇りとやりがいを持ってわがまちで働き続けられるために／【５－②】介護職の魅力を伝えるた
めに

実施しなかった。 0

国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画達成状況評価総括表
【平成30年度～令和２年度】
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 １－①

≪基本目標１≫　健康で，できるだけ自分の力を活かして在宅生活を送る

施策の方向 ①　要介護状態にならないために 担当課 高齢福祉課，健康推進課，保険年金課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

サービスＢ，サービスＣの進捗について課題はあるが，要支援１，２のサービス未利
用者等を住民主体の介護予防活動へつなげる介護予防把握事業や，地域介護予
防活動支援事業の一環として地域住民が実施している集いの場の活動は充実して
いるため，要介護状態にならないための施策は「おおむね目標どおり進行してい
る。」と評価する。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
目標の立て方が実態にそぐわなかったため，Ｃ評価となった事業もみられるため，目
標の達成状況と併せて，目標の適切さについても，委員会の中で検討していきた
い。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービスＡ，訪問型サービスＢ，訪問型サービスＣ，通所型サービスＡ，通所型サービスＢ，通所型サービスＣ，介護予防ケ
アマネジメント，介護予防把握事業，介護予防普及啓発事業，地域介護予防活動支援事業，地域リハビリテーション活動支援事業，一般介護予防事業評価事業），(2) 後
期高齢者医療健診，(3) 地域生きがい交流事業

継続して実施する。ただ，次期計画策定に向けては，事業の指標及び目標値につき検討する。

おおむね達成した。

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

サービスＢ，サービスCについては，目標値を下回っており，取組状況に課題が残る。
ただ，サービスCの実績値が目標値を下回ったことについては効果があがるように丁
寧なアセスメントを行った結果と考えている。一方で，地域介護予防活動支援事業の
一環として地域住民が実施している集いの場は，登録グループ数が目標値を超えて
おり，充実していると考える。介護予防推進員を中心に自主グループが増加する土
壌が十分に整っていないことや，新型コロナウィルス感染症対策等の課題はあるが，
昨年度に続き，集いの場の活動が充実している点を勘案し，「おおむね目標どおり進
行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，第７期を通して見ると目標に近い水準で事業を進めることができた。特
に，地域介護予防活動支援事業の一環として地域住民が実施している集いの場の登録数が令和２年度に２グループ増えたことは，さらなる活動の充実につながると考え
る。また，感染症対策を取りながら事業を工夫して行ったことは，次期計画の事業実施にも生かすことができると考える。以上から，「おおむね達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 １－①

≪基本目標１≫　健康で，できるだけ自分の力を活かして在宅生活を送る

①　要介護状態にならないために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

3,800 3,900 4,000

3,870 3,777 3,619

3 3 4

1 1 2

18 18 18

8 9 3

4,300 4,400 4,500

4,645 4,928 4,297

3 3 4

2 3 3

高齢福祉課

5 通所型サービスＢ
ＮＰＯ法人・公益社団法人等の住民
主体による体操・運動等の活動や，
サロン等を実施します。

登録団体数
（団体）

B

コロナ禍で各団体とも参加人数や開催回数を減らし
て実施した。感染予防とあわせてフレイル予防の必
要性が取り上げられており，既存団体の果たす役割
は大きい。一方，コロナ禍での新規団体登録は今後
も難航することが予測され，包括等を通じて団体の推
薦があれば相談に乗っていきたい。

高齢福祉課

4 通所型サービスＡ
介護保険事業所による体操・運動等
の活動，食事やレクリエーション等を
提供します。

延利用者数
（人）

B

目標値4,500人に対し，実績値4,297人で達成率95％
超のためB評価とする。なお，新型コロナウイルス感
染への不安が利用控えに現れたのではないかと推測
している。

全２クールで年間実施しているが，コロナ禍で１クー
ル目が中止となり，２クール目の時期も，利用者本人
に対面してのアセスメントを積み重ねていくことが難し
い状況であったため，目標値を下回った。

登録団体数
（団体）

C
新規で１団体登録となったが，今後も登録が増えるよ
う地域資源の発掘や訪問型サービスBの周知活動を
行っていく。

高齢福祉課

1 訪問型サービスＡ

要支援１，２及び基本チェックリストに
よる事業対象者に，介護保険事業所
による家事等の生活支援を提供しま
す。

3 訪問型サービスＣ

要支援１，２及び生活機能の低下が
見られる方に，理学療法士，作業療
法士等のリハビリ専門職，訪問介護
員による在宅での短期集中プログラ
ムを実施します。

利用者数
（人）

C

2 訪問型サービスＢ
ＮＰＯ法人・公益社団法人等の住民
主体による家事等の生活支援を提供
します。

高齢福祉課

高齢福祉課
延利用者数

（人）
B

目標値4,000人に対し，実績値3,619人で達成率90％
超のためB評価とする。なお，新型コロナウイルス感
染への不安が利用控えに現れたのではないかと推測
している。

担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値
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①　要介護状態にならないために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

18 18 18

8 9 3

継続 継続 継続

継続 継続 継続

470 480 490

441 479 173

1,600 1,600 1,600

1,370 1,174 187

高齢福祉課9
介護予防普及啓発

事業

介護予防に関するパンフレット配布
や介護予防講演会，介護予防教室，
転倒予防教室，出張講座を開催し，
介護予防活動の重要性を周知しま
す。

講演会等
延参加者数

（人）
C

利用者に対する自立支援への意識付けがまだ十分
でないと判断し，B評価とする。自立支援に資するケ
アマネジメントに向けた取組が継続して必要である。
本人がセルフマネジメントできる体制構築を目標と
し，多職種からのアセスメントが可能となる仕組みづく
りを地域ケア会議でも協議しながら行う。

コロナ禍にて予定していたイベントや教室事業の延期
や中止の対応をせざるをえない状況となったため，目
標値を下回った。しかし，代替でのアプローチ方法を
検討し，国分寺市で取り組んでいる「10の筋力トレー
ニング」の動画を作成し，市のＨＰやぶんぶんチャン
ネルでの放映を実施したり，介護予防の普及啓発と
なるようなオリジナルチラシを作成し，熱中症事業（75
歳以上の在宅独居高齢者と高齢者のみ世帯）や高
齢者応援商品券事業（75歳以上の高齢がいる全世
帯）と連携してチラシ配布を行い，普及啓発に努め
た。

全２クールで年間実施しているが，コロナ禍で１クー
ル目が中止となり，２クール目の時期も，利用者本人
に対面してのアセスメントを積み重ねていくことが難し
い状況であったため，目標値を下回った。

高齢福祉課

高齢福祉課

8 介護予防把握事業
要支援１，２のサービス未利用者等
を住民主体の介護予防活動へつな
げます。

対象者の
把握数
（人）

C
地域の活動自体がコロナ禍で中止していることが多
く，地域活動の情報収集をしながら，未利用者の実態
把握，活動への勧奨を実施した。

高齢福祉課

6 通所型サービスＣ

要支援１，２及び生活機能の低下が
見られる方に，リハビリ専門職等によ
る機能改善短期集中プログラムを実
施します。

利用者数
（人）

C

7
介護予防

ケアマネジメント

サービスの利用を希望する方に，介
護予防・生活支援を目的に，心身の
状況などに応じて本人が自立した生
活を送ることができるよう地域包括支
援センターがケアプランを作成しま
す。

利用者自身の
セルフ

マネジメント
支援

B
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①　要介護状態にならないために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

50 50 70

37 45 38

20 24 28

27 28 29

12 20 20

12 16 16

検討 実施 実施

継続 継続 継続

集いの場登録
グループ数
（グループ）

A

コロナ禍で立ち上げ支援が難しい中，今年度２グ
ループ立ち上がった。一方で，１グループの高齢化が
進み参加者が少なくなり，他グループに吸収合併され
る形となった。密を避けるため，大規模での新規立ち
上げは今後も難しく，小規模なご近所同士でのグ
ループ立ち上げを主流に展開していく必要がある。

高齢福祉課

高齢福祉課

12
一般介護予防事業

評価事業

介護保険事業計画に定める目標値
の達成状況等を検証し，一般介護予
防事業の評価を行います。

介護予防部会
での評価

B
コロナ禍における介護予防についての情報共有や課
題確認を医療側と行い，今後の事業の方向性につい
て検討する場を設けることができている。

高齢福祉課

コロナ禍でリハビリ専門職が予定していた従事事業
（体力測定会や集いの場の説明会等）が，延期や中
止の対応をせざるをえない状況となったため，事業回
数の目標値を下回った。しかし，規模縮小や会場変
更等の工夫を行い，開催できる範囲での実施に努め
た。

高齢福祉課11
地域

リハビリテーション
活動支援事業

介護予防の取組を強化するため，地
域で行う介護予防活動にリハビリ専
門職などが参加します。

リハビリ専門職
の従事事業

回数
（回）

B

10
地域介護予防活動

支援事業
地域住民主体で行う介護予防活動
の支援などを行います。

介護予防
推進員
登録者
（人）

C

令和２年度は新規の養成は行わず，既存の介護予
防推進員のフォローアップに力を入れ取り組んだた
め，目標値を下回った。
また，介護予防推進員の高齢化も進み，体調等を理
由に辞退される方もいたことも理由の一つである。
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①　要介護状態にならないために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

57.0 57.0 57.0

54.6 54.1 51.6

7,697 8,258 8,463

7,373 7,526 7,320

8,300 8,600 8,900

7,876 7,357 3,610

令和２年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため，４～６月中止，７月以降再開時においても，
定員を制限して実施していたため，参加者数が減少
した。今後も新型コロナウイルス感染症対策をとりな
がら，実施事業者と緊密に連携し，事業展開してい
く。

健康推進課14
地域生きがい

交流事業

生きがいを持って社会参加を続けら
れるように，生きがい，創作，文化活
動，介護予防，健康増進，交流，レク
リエーションに関する事業を実施しま
す。

延参加者数
（人）

C

13
後期高齢者
医療健診

市内に住所を有する東京都後期高
齢者医療広域連合の被保険者（75歳
以上の方又は65歳以上74歳までの
一定の障害認定を受けている方）を
対象として，疾病の早期発見・治療を
図り，高齢期における健康の保持増
進を目的として実施します。

健康診査
受診率
（％）

B

健康診査
受診者数

（人）
B

健康推進課
保険年金課

健診の対象者数と受診者数ともに増加傾向ではある
が，令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため，緊急事態宣言発出中の受診を控えるよ
う周知をしたこともあり，受診者数は減少した。立川
市での受診も可能とし受診環境の拡大を図った。感
染症予防対策を継続し，コロナ禍においても必要な
健診受診ができるよう周知啓発していく。

健康推進課
保険年金課
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 １－②

≪基本目標１≫　健康で，できるだけ自分の力を活かして在宅生活を送る

施策の方向 ②　在宅生活をできるだけ続けていくために 担当課 高齢福祉課，地域共生推進課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

高齢者生活支援ヘルパー事業，高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業について
は，いずれも対象となる方がいなかったため，実績値を目標値が大きく下回ったが，
対象となる方がいれば対応できる体制がとれていたこと，その他の事業では目標以
上に達成したことを踏まえ，在宅生活継続のための施策は「おおむね目標どおり進
行している。」と評価する。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
「高齢者生活支援ヘルパー事業」，「高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業」につ
いて，必要な方は利用できていることを確認した。引き続き必要な方が利用できるよ
うな体制を整えてほしい。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

目標以上に達成した。

高齢者生活支援ヘルパー事業，高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業は，実績値が目標値を下回っているが，対象者がいれば対応できる体制は継続できている。その
他の事業では，第７期を通して目標を上回っており，「目標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

(１) 医療・介護連携推進事業 （①在宅医療・介護連携相談窓口事業，②地域ケア会議「医療・介護連携部会」を活用した推進），(2) 介護老人保健施設，定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所，小規模多機能型居宅介護事業所の整備，(3) 高齢者生活支援ヘルパー事業，(4) 高齢者配食サービス事業，(5) 高齢者寝具洗濯乾燥消毒
サービス事業，(6) 高齢者等訪問福祉理容・美容サービス事業，(7) 高齢者生活支援ショートステイ事業，(8) 移動・送迎サービス事業

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

地域ケア会議「医療・介護連携部会」では，在宅医療・介護連携に関する課題抽出は
行ったが，具体的な解決策を見出すまでには至らなかった。高齢者生活支援ヘル
パー事業，高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業は，実績値が目標値を大きく下
回ったものの，対象者がいれば対応できる体制は継続できており，「おおむね目標ど
おり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 １－②

≪基本目標１≫　健康で，できるだけ自分の力を活かして在宅生活を送る

②　在宅生活をできるだけ続けていくために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

700 715 730

1,336 1,644 1,734

3 3 3

3 3 3

9 9 9

2 2 0

見直し 見直し 見直し

37 28 16

4 4 4

2 2 2

462 469 476

474 520 472

コロナ禍で前半は利用がやや落ち込んだが，年間で
はおおむね想定通りの利用数であった。年間の申請
者数は増加傾向にある。

利用者は増えていないが，寝具の衛生保持は健康管
理上重要であるため，高齢者等のみの世帯や日照等
の関係で寝具の自然乾燥が困難な状況の場合，衛
生状態や健康保持の観点からも必要である。

高齢福祉課5
高齢者寝具洗濯

乾燥消毒サービス
事業

居住環境により寝具の自然乾燥を行
うことが困難な方に対し，寝具類の乾
燥等を行います。

利用者数
（人）

C

高齢福祉課6
高齢者等訪問福祉
理容・美容サービス

事業

要介護３以上で，理容サービスが受
けられない方に訪問理容・美容サー
ビスを実施します。

利用者数
（人）

B

民間サービスにて，本事業が行われており，内容的
にも充実しているため，令和２年度末をもって事業を
終了した。継続利用者には丁寧な説明をして民間
サービスへの移行を図った。

高齢福祉課

3
高齢者生活支援
ヘルパー事業

骨折等により短期間で回復が見込ま
れる方や，要支援・要介護認定更新
時に非該当と認定された方に，期間
を決めて生活援助及び身体介護を行
います。

利用者数
（人）

A
相談は数件あったが，当事業の利用には至らなっ
た。引き続き周知に努め，必要な方にご利用いただ
けるよう事業を継続していく。

高齢福祉課

4
高齢者配食

サービス事業

高齢者の健康保持のため，食事の準
備を行うことが難しい高齢者の自宅
へ食事を届け，併せて安否を確認し
ます。

利用者数
（人）

A

担当課

高齢福祉課2

地域ケア会議
「医療・介護連携
部会」を活用した

推進

地域ケア会議「医療・介護連携部会」
を活用し，在宅医療・介護連携に係る
課題の抽出・解決策等の協議・検討
を行います。

部会の
開催回数

（回）
A

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，１回は書
面としたが，医療・介護連携部会を定期開催した。コ
ロナ禍における退院支援等を具体的に協議し，新型
コロナウイルス感染症をテーマとして在宅医療・介護
連携に関する情報と課題共有ができた。

直営で相談窓口を実施し，地域包括支援センターや
地域の居宅介護支援事業所等への助言を行うこと
で，対応力が向上している。

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1
在宅医療・介護連携

相談窓口事業

「在宅医療・介護連携相談窓口」を設
置し，地域の医療・介護関係者や地
域包括支援センターから，在宅医療・
介護連携に関する相談を受け付け，
連携調整，情報提供等によりその対
応を支援します。

窓口での
相談対応件数

（件）
A

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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②　在宅生活をできるだけ続けていくために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

継続 継続 継続

0 0 0

2 2 2

2 1 1

平成30年度末に１団体が事業継続困難となったが，
事業を継続している１団体の支援を続けている。

地域共生推進課

7
高齢者生活支援

ショートステイ事業

8
移動・送迎

サービス事業

高齢者・障害者等移動困難者の通院
時等の移動手段を確保するため，Ｎ
ＰＯ法人等に対し，道路運送法に基
づく福祉有償運送団体登録事務等の
支援を行います。

団体数
（団体）

C

事業対象となる方がいなかった。対象となる方がいれ
ば，支援できる体制はとれていたため，A評価とする。

高齢福祉課

要支援・要介護認定を受けていない
方で介護者不在等により緊急性が高
い場合に，短期入所（ショートステイ）
の利用を支援します。

利用者数
（人）

A
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 １－③

≪基本目標１≫　健康で，できるだけ自分の力を活かして在宅生活を送る

施策の方向 ③　家族の介護負担を軽減するために 担当課 高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

家族の介護負担を軽減するための事業については，必要に応じて実施できたこと，
家族介護者交流会については目標値を下回ったものの，交流会の内容に重きを置
き，介護者のニーズにあった企画を展開してきたことを踏まえ，家族の介護負担を軽
減するための施策は「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見
事務局の評価と相違なし。
「はいかい高齢者等家族支援サービス事業」について，必要な方は利用できている
ことを確認した。引き続き必要な方が利用できるような体制を整えてほしい。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

目標以上に達成した。

家族の介護負担を軽減するための事業については，第７期を通して必要に応じて実施できており，利用者数もおおむね増加している。家族介護者交流会は，その内容に
重きを置き，介護者のニーズに合った企画を展開している。以上から「目標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

(1) 家族介護者交流会，(2) 高齢者等紙おむつ等支給，(3) はいかい高齢者等家族支援サービス事業，(4) 家族介護慰労金支給事業

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

家族の介護負担を軽減するための事業については，必要に応じて実施できたこと，
家族介護者交流会については目標値を下回ったものの，交流会の内容に重きを置
き，介護者のニーズにあった企画を展開してきたことを踏まえ，「おおむね目標どおり
進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 １－③

≪基本目標１≫　健康で，できるだけ自分の力を活かして在宅生活を送る

③　家族の介護負担を軽減するために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

280 290 300

194 175 54

3,900 3,940 3,980

3,936 4,219 4,215

12 15 18

5 10 26

継続 継続 継続

0 0 0

平成18年度以降支給実績はないが，対象となる方が
いれば，支給できる体制はとれていたため，A評価と
する。

これまでの探索機に加え，専用靴にも装着可能な探
索機を新たに導入した。

高齢福祉課

高齢福祉課4
家族介護慰労金

支給事業

介護保険サービス利用のない要介護
４，５の方の介護を行っている家族へ
介護慰労金を支給します。

支給件数
（件）

A

3
はいかい高齢者等
家族支援サービス

事業

はいかいのある認知症高齢者等を介
護している家族に対し，位置探索機
の貸与等を行い，早期に発見できる
体制を整え，安心して介護できる環
境を整備します。

利用者数
（人）

A

担当課

2
高齢者等

紙おむつ等支給

在宅の要介護３以上で，常時おむつ
を使用する方へ，紙おむつ及び尿取
りパッドを支給します。

延参加者数
（人）

A
令和２年度は，延参加者数は前年とほぼ同数だった
が，新規参加者数が減少した。

高齢福祉課

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1 家族介護者交流会

高齢者や介護に関わる家族を対象
に，介護に関する勉強会や介護者間
の交流を地域包括支援センターが行
います。

延参加者数
（人）

C
計画立案は行ったものの，新型コロナウイルスの影
響で公共施設等が利用できず，中止せざるを得な
かった。

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

12 



国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－①

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ①　安心して介護サービスを利用できるために 担当課 高齢福祉課，地域共生推進課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

介護保険サービスを供給する上で必要な事項の検討，情報提供，サービス提供を
実施することができた。高齢者送迎サービス事業については，実績が目標値を下
回ったが，対象者数が見込みより少なかったことによるものである。以上を踏まえ，
安心して介護保険サービスを利用するための施策は「おおむね目標どおり進行して
いる。」と評価する。

委員会意見
事務局の評価と相違なし。
「高齢者送迎サービス事業」について，必要な方は利用できていることを確認した。
引き続き必要な方が利用できるような体制を整えてほしい。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

高齢者緊急ショートステイサービス事業，高齢者送迎サービス事業は，対象者がいれば対応できる体制は継続できている。その他の事業では，第７期を通して目標をおお
むね上回っており，必要事項の検討や事業者への情報提供が行われているため，「おおむね達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）介護保険運営協議会の開催，（２）地域包括支援センター運営協議会の開催，（３）安定した介護サービスの提供（①事業者指導・育成，②介護保険事業者連絡会の
開催，③介護給付適正化），（４）高齢者緊急ショートステイサービス事業，（５）高齢者送迎サービス事業

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

介護保険サービスを供給する上で必要な事項の検討，情報提供を実施することがで
きた。高齢者緊急ショートステイサービス事業は，利用実績はなかったものの，実施
できる体制は整っていた。また，高齢者送迎サービス事業については，利用件数が
目標値を下回ったが，対象者数が見込みより少なかったことによるものである。以上
を踏まえ，「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

おおむね達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－①

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

①　安心して介護サービスを利用できるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

4 5 7

4 5 6

4 4 4

4 3 3

継続 継続 継続

継続 継続 継続

3 3 3

2 2 0

継続 継続 継続

3 0 2

高齢福祉課

5
高齢者緊急ショート
ステイサービス事業

要支援・要介護認定を受けている方
で，同居家族の疾病・事故などにより
一時的に保護が必要な方に対し，市
指定の事業所へ短期入所（ショートス
テイ）の利用を支援します。

利用者数（人） A
同居家族の疾病・事故などにより一時的に保護が必
要な場合に備えて継続する。

高齢福祉課

4
介護保険事業者
連絡会の開催

介護保険事業者連絡会において，事
業者間の意見交換の場の提供，研
修の実施，保険者等からの情報提供
などを行うことにより，介護保険事業
者への支援を行います。

2
地域包括

支援センター
運営協議会の開催

地域包括支援センターにおける各業
務の評価等を行い，センターの適
切，公正かつ中立な運営の確保を目
指します。

地域共生推進課

高齢福祉課開催回数（回） A

3 事業者指導・育成

介護保険サービスの質を確保するた
め，集団指導，実地指導により，市内
介護保険事業所の指導・育成を図り
ます。

事業者指導・育
成

B

計画策定時は７回を予定していたが，会議の効率化
を図ったため６回の予定に変更し，その全てを開催し
たためA評価とした。

高齢福祉課

1
介護保険

運営協議会の
開催

介護保険制度の円滑・適切な運営の
ため，運営全般に関する必要な検討
を実施します。

開催回数（回） C

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，集会形式
の全体の連絡会は中止とした。報酬改定に合わせ，
オンライン開催の予定であったが，市からの情報提
供が主であるため，市の説明会とし，結果として未開
催となった。ただし，介護支援専門員・通所・訪問系
の各種事業者連絡会の開催により事業者間の意見
交換の場を提供するとともに，電子データによる一斉
情報提供等で，保険者からの情報提供を適宜行っ
た。

令和２年度については新型コロナウイルスの感染拡
大防止の観点から，実地指導については原則実施を
見送り，運営に疑義のある高齢福祉課依頼案件等緊
急性の高い案件のみ実施した。また，集団指導にお
いても同様の観点から，会場実施ではなく映像配信
により実施した。

開催回数（回） A

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，１回は書
面としたが，地域包括支援センターごとのヒアリング
を基に，業務評価を作成した。運営協議会で協議す
ることにより，地域包括支援センターの適切な運営が
できている。

担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

14 



①　安心して介護サービスを利用できるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

2,900 2,950 3,000

1,750 1,181 801

※介護給付適正化については，別途報告

送迎サービスは主に市の区域を送迎対象としない隣
接市の通所リハビリテーションサービス等を利用した
際の送迎費用が対象であるため，市外リハビリテー
ション施設の利用者が減少した場合，利用件数は減
少となる。令和２年度は利用者が減少したことにより
目標値を下回ったが，引き続き送迎対象外施設利用
の際の給付を継続する。なお，利用者の減少は，新
型コロナウイルス感染への不安が利用控えに現れた
のではないかと推測している。

高齢福祉課6
高齢者送迎サービス

事業

市の区域を送迎対象としない隣接市
の介護保険通所リハビリテーション
サービス及び入退所の際に送迎サー
ビスを行います。市町村特別給付と
して実施します。

利用件数（件） C

15 



国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－②

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ②　情報を必要な人につなげるために 担当課 高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

窓口，訪問等により，必要な情報を提供し，事業評価はすべてA評価となった。情報
を必要な人につなげるための施策は「おおむね目標どおり進行している。」と評価す
る。

委員会意見 事務局の評価と相違なし。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

第７期を通して，窓口や訪問等により必要な情報を提供を行った。第７期の全ての期間において目標を上回ったため，「目標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）相談窓口での情報提供，（２）各種訪問活動を活用した情報提供，（３）情報のバリアフリー化の推進

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

窓口，訪問等により，必要な情報を提供し，事業評価はすべてA評価となったため，
「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

目標以上に達成した。

16 



国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－②

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

②　情報を必要な人につなげるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

充実 充実 充実

充実 充実 充実

継続 継続 継続

継続 継続 継続

充実 充実 充実

充実 充実 充実

介護保険制度を周知するためのパンフレット・介護保
険事業者ガイドブックの作成や介護事業者検索シス
テムの情報更新等により，適切なサービスを利用でき
るよう情報提供を行った。また，新型コロナウイルス
感染症の影響による介護保険料の減免について，市
報・ホームページ等により周知を図った。

高齢福祉課3
情報の

バリアフリー化の
推進

誰もが必要な情報を入手でき，適切
なサービスが利用できるよう情報提
供を行います。

情報提供の
充実

A

担当課

2
各種訪問活動を

活用した
情報提供

地域包括支援センター，ケアマネ
ジャー，民生委員，ボランティアなど
による訪問活動を通じて，心身の状
況により情報収集や内容把握が困
難な高齢者等に対して情報提供を行
います。

地域包括
支援センター
による訪問の
相談件数（件）

A

アウトリーチ型の相談は定着している。地域包括支援
センターを中心に訪問活動を展開し，心身の状況に
より自ら情報収集ができない方に対し，実態把握に
基づいた適切な情報提供ができたため，A評価とす
る。今後も各機関と連携して迅速な情報提供を行う。
（令和２年度の地域包括支援センターによる訪問の
相談件数は4,159件）

高齢福祉課

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1
相談窓口での

情報提供

地域包括支援センターにおいて，各
種制度・サービスなど，地域に関する
情報提供をわかりやすく行います。

電話・来所の
相談件数（件）

A

地域包括支援センターは，相談対応力を高めてきて
おり，地域の相談拠点として定着してきている。その
一方，相談内容が複雑化・複合化していることから，
更なる相談の対応力向上と各分野との連携が不可
欠である。（令和２年度の電話・来所の相談件数は
21,270件）

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

17 



国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－③

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ③　高齢者の悩みや不安等の解消に向けて 担当課 高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

相談内容は，年々高齢分野だけでは対応しきれない，多問題・多世代ケースが増え
てきており，相談対応のスキルアップや一層庁内連携が求められている。総合相談
支援事業や介護相談員派遣等事業を継続して実施しており，高齢者の悩みや不安
等の解消に向けた施策は「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見
事務局の評価と相違なし。「民生委員との連携による相談」について，引き続き連携
体制の構築に取り組んでほしい。次期計画策定時は，目標の立て方についても検討
したほうがよい。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

高齢者や家族等からの相談内容は，年々，多問題・多世代の複合的なケースが増加している。相談対応のスキルアップや一層の庁内連携が求められているが，第７期を
通して相談できる体制は継続できており，介護相談員派遣等事業もコロナ禍にあっても工夫して継続できている。以上から，「目標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。ただ，次期計画策定に向けては，事業の指標及び目標値につき検討する。

（１）地域包括支援センターにおける総合相談支援事業の実施（①総合相談支援事業，②関係機関との連携強化，③民生委員等との連携による相談），（２）介護相談員派
遣等事業

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

相談内容は，年々高齢分野だけでは対応しきれない，多問題・多世代ケースが増え
てきており，相談対応のスキルアップや一層の庁内連携が求められている。総合相
談支援事業や介護相談員派遣等事業を継続して実施しており，また民生委員とも小
地域ケア会議等を通じて連携を図っており，「おおむね目標どおり進行している。」と
評価する。

事務局の評価と相違なし。

目標以上に達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－③

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

③　高齢者の悩みや不安等の解消に向けて

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

継続 継続 継続

継続 継続 継続

継続 継続 継続

継続 継続 継続

620 640 660

244 325 249

207 228 228

206 209 0

16 18 18

15 18 17

コロナ禍で介護施設への訪問はすべて中止の対応を
したため，訪問回数の目標値を下回った。しかし，相
談員とオンライン会議の実施やオンラインで研修の実
施等，工夫をし，相談員との情報共有を行った。

民生委員・地域包括支援センター連絡会や小地域ケ
ア会議の中止のため，個別のケース相談以外で民生
委員が参加する機会は少なかった。次年度は感染予
防をとりながら，民生委員と連携する機会を継続して
いき連携・対応を図っていく。

高齢福祉課

介護相談員数
（人）

B

１名委嘱期間内での解任となったため，目標値を下
回った。なお，コロナ禍で訪問活動を中止しているの
で，新規に公募・推薦等は行わず，訪問活動再開の
見込みが立った際に，新規に公募・推薦等を実施す
る。

高齢福祉課

高齢福祉課

4
介護相談員
派遣等事業

施設介護サービスの場を訪問し，利
用者の日常的な不安や疑問等の相
談に応じ，介護保険サービスの円滑
な提供と質的向上を図ります。

訪問回数（回） C

3
民生委員等との
連携による相談

地域住民からの相談について，民生
委員等と連携しながら対応します。

民生委員等
からの

相談件数
（件）

C

担当課

2
関係機関との

連携強化

高齢者や家族等からの様々な相談
に対して，庁内の関係部署や関係機
関との円滑な連携により，市民サー
ビスの向上に努めます。

連絡・連携対応
件数（件）

A

年々，高齢分野だけでは対応しきれない，多問題・多
世代の複合的なケースの相談が増えてきている。よ
り庁内連携が要となるため，分野を横断した庁内の
「相談支援総合調整会議」も活用しながら取り組む。
（令和２年度の連絡・連携対応件数は延べ12,427件）

高齢福祉課

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1 総合相談支援事業

地域包括支援センターにおいて，高
齢者や家族等からの様々な相談に
対して，情報提供や各種サービスの
調整等を行います。

相談件数（件） A

相談件数に，大幅な増減はなく推移している。相談内
容は，多問題・多世代の複合的なケースが増えてき
ており，高齢分野を超えた対応力が必要となってきて
いる。さらに相談対応のスキルアップが必要である。
（令和２年度の相談件数は26,783件）

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－④

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ④　安全確保に向けて 担当課 高齢福祉課，防災安全課，地域共生推進課，交通対策課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

安全確保のため，住民組織による高齢者世帯等の安全確保の仕組みづくりや行方
不明者通報時の情報発信等は充実している。C評価となった高齢者緊急通報システ
ム等事業については，民間でも代替できるサービスがあるため，目標値を下回った。
安全確保に向けた施策は全体を通し「おおむね目標どおり進行している。」と評価す
る。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
「高齢者緊急通報システム等事業」について，火災報知機の設置が義務付けられた
ことから利用者数が減っており，平成30年度をもって事業を廃止したことを確認し
た。「避難行動要支援者登録制度」の名簿登録者数が目標を達していないことにつ
いて，登録を拒否する人が多くて登録者数が少ないという事情がある。周知が不足
しているために拒否されるのか，拒否の理由について把握が必要である。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

第７期を通して見ると，住民組織による高齢者世帯等の安全確保の仕組みづくりや行方不明者通報時の情報発信等は充実したと言える。「避難行動要支援者登録制度」
の名簿登録者数は，目標値には届かなかったが，第７期を通じて増加した。しかし，目標値に届かなかった事業もあることから，「おおむね達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）高齢者緊急通報システム等事業，（２）住民組織（自主防災組織等）による高齢者世帯等の安全確保の仕組みづくり，（３）避難行動要支援者登録制度，（４）高齢者見
守り相談窓口事業，（５）行方不明者通報時の情報発信，（６）高齢者に対する交通安全教育・啓発

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

安全確保のための，住民組織による高齢者世帯等の安全確保の仕組みづくりや行
方不明者通報時の情報発信等は充実している。B評価となった高齢者緊急通報シス
テム等事業については，民間でも代替できるサービスが充実してきており，目標値を
下回った。「避難行動要支援者登録制度」の名簿登録者数が目標値に達しない理由
は，市報等で周知を図っても自発的に登録を希望する方が伸びないという事情があ
る。名簿登録者数が昨年度よりも減少した理由は，年度の下半期に台風やコロナ禍
への対応等により，名簿の自動登録者の更新を行うタイミングがずれ込んだことにあ
る。

事務局の評価と相違なし。

おおむね達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－④

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

④　安全確保に向けて

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

50 57 64

30 32 28

1 1 1

0

14 14 15

15 15 15

2,750 2,800 2,850

2,359 2,226 2,287

450 465 480

237

令和元年度からは，事業を発展させる形で相談員を
第２層生活支援コーディネーターとして地域包括支援
センターに配置したことにより，高齢者見守り相談窓
口事業は終了した。

高齢福祉課4
高齢者

見守り相談窓口事業

ひとり暮らし高齢者など孤立しがちな
高齢者の生活実態を把握し，関係機
関と連携した専門的な見守りを行い，
必要な支援につなげるとともに，在宅
高齢者等の各種の相談に対し，訪
問，電話，面談等により，総合的に対
応します

地域での見守り
件数（件）

避難行動要支援者登録制度の周知や運用手法の改
善を進め，より実効性の高い制度として運用してい
く。

地域共生推進課

平成30年度に東恋ヶ窪四丁目推進地区と協定を締
結し，目標値を達成している。今後も新たな推進地区
との協定締結を目指し，自主防災会等への支援を
行っていく。

防災安全課2

住民組織（自主防災
組織等）による高齢
者世帯等の安全確
保の仕組みづくり

防災まちづくり推進事業の一環で地
域における防災力の向上を目指すこ
とを目的として，市と地域との間で
「防災まちづくり推進地区」としての協
定を結び，防災活動に積極的な地域
においては高齢者世帯等の安全確
保及び見守りを行い地域活動の支援
をします。

防災まちづくり
推進地区数

（地区）
A

3
避難行動要支援者

登録制度

大地震などの災害発生時に，自力で
避難することが困難な方の避難支援
等を迅速・的確に行うことを目的に名
簿を作成します。

名簿登録者数
（人）

B

担当課

火災自動通報
機器

利用者数（人）
平成30年度をもって事業を廃止した。 高齢福祉課

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

新規利用４件，死亡や入所による辞退８件。
高齢者のみの世帯増加により必要性は高まるが，見
守り機器等民間サービスの充実もあり，今後は事業
継続等の検討が必要となる。

1
高齢者緊急通報
システム等事業

ひとり暮らし又は高齢者のみ世帯等
へ東京消防庁等に自動通報する機
器を設置します。

緊急通報機器
利用者数（人）

C

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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④　安全確保に向けて

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

継続 継続 継続

6 1 1

17,600 18,100 18,600

18,185 19,763 20,116

3 3 3

3 3 0

コロナ禍で国分寺まつりや防犯まちづくり委員会のイ
ベント等での周知機会が失われたこともあり，単年度
の数値としてはあまり伸びなかったが，令和元年度の
急増分もあり令和２年度の目標値は上回った。

高齢福祉課
防災安全課

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，予定し
ていた「市民のつどい」「敬老会でのグッズ・チラシの
配布」が中止となり，イベント等は実施できなかった。

交通対策課6
高齢者に対する

交通安全教育・啓発

加齢に伴う身体機能の低下や事故
発生実態等を踏まえ，様々な高齢者
が集まる機会において交通安全教育
を実施します。

高齢者が参加
できる交通安全

啓発
イベントの実施

回数（回）

C

行方不明になってもすぐには届け出ず，様子を見て
いるうちに帰ってくるケースもある。近年の利用は多く
ないが, この制度があることは家族, 関係者の安心に
つながっている。

高齢福祉課
防災安全課

5
行方不明者通報時

の情報発信

行方不明者の早期発見のために，生
活安全・安心メールを活用し情報発
信を行います。

メール発信
件数（件）

B

安全・安心
メール

登録数（件）
A

22 



国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－⑤

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ⑤　社会からの孤立を防ぐために 担当課 地域共生推進課，高齢福祉課，公民館課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

閉じこもりがちな高齢者に対しても，地域交流会，敬老事業，公民館主催事業により
外出の機会を提供した。社会からの孤立を防ぐための施策は全体を通し「おおむね
目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
「高齢者見守り訪問事業」について，平成30年度で市の委託事業としては終了し，今
後は社会福祉協議会の独自事業となることを確認した。「地域での生きがいづくり・
仲間づくり」について，お年寄りの活動の場を提供するため，今後も取組を推進して
ほしい。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，第７期を通して見ると目標をほぼ達成しながら着実に事業を進めること
ができた。また，感染症対策を取りながら事業を工夫して行ったり，SNSを活用して情報を発信したりしており，次期計画の事業実施にも生かすことができると考える。以上
から，「おおむね達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）ひとり暮らし高齢者等地域交流会の実施，（２）敬老事業，（３）高齢者見守り訪問事業，（４）地域での生きがいづくり・仲間づくり

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

閉じこもりがちな高齢者に対しても，地域交流会，敬老事業，公民館主催事業により
外出の機会を提供した。公民館利用グループ数については，高齢化の影響で解散す
るグループが発生している現状があり，今後の課題といえる。全体を通して，着実に
取組が進められており，「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

おおむね達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－⑤

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

⑤　社会からの孤立を防ぐために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

10 10 10

10 10 10

600 600 600

602 592 0

640 検討 検討

599

130 130 130

181 177 77

2,100 2,100 2,100

1,968 1,828 1,305

新型コロナウイルス感染症対策のため，休館及び事
業の中止や延期をしなければならなかったため実施
できた事業数は少なかったが，ツイートによる情報の
発信などを行い，地域での仲間づくりの機会提供に
努めた。

令和元年度から国分寺市社会福祉協議会の独自事
業として実施しているため，市の高齢者見守り訪問事
業は終了した。

高齢福祉課

公民館利用
グループ数

（団体）
C

臨時休館期間が多かったため，利用団体数が減少し
た。

公民館課

公民館課

4
地域での

生きがいづくり・
仲間づくり

様々な公民館主催事業の開催や，グ
ループでの学習・活動・交流の場の
提供を通じて，高齢者の生きがいづく
り・仲間づくりを支援します。

公民館主催
事業数
（事業）

C

3
高齢者見守り

訪問事業

見守りサポーター（ボランティア）が訪
問して，安否確認を行うとともに，孤
独感の解消を図ります。

利用者数（人）

担当課

2 敬老事業

敬老の日がある９月に，75 歳以上の
方の長寿を祝う敬老会，100 歳の方
及び最高齢の方への市長の表敬訪
問，100歳以上の方への敬老記念品
の贈呈を行います。

敬老会
来場者数

（人）
C

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，敬老会は
中止とし，100歳以上の方への訪問と記念品贈呈は
郵送により行った。

高齢福祉課

地域共生推進課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1
ひとり暮らし
高齢者等

地域交流会の実施

社会福祉協議会では，ひとり暮らし
高齢者の閉じこもりを防ぎ，孤立する
ことがないように，地域において交流
会を実施しています。また，災害・交
通事故などを想定した自己防衛策及
び緊急時の対処方法等についての
安全教育を行います。

実施地区数
（地区）

A

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，８月まで
は中止し，９月以降は各会のボランティアが工夫し，
コロナ禍において「新たな交流方法を模索する機会」
として，訪問や短時間での顔合わせ程度の交流な
ど，利用者の皆さんが孤立することのないように少し
でも交流できる活動を行った。
令和３年度も，従来通りの開催は難しいかもしれない
が，地域や異世代交流の場として，地区の特色を生
かし継続する。

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－⑥

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ⑥　高齢者の多様な住まいの確保に向けて 担当課 高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

高齢者住宅確保事業については，相談はあったものの入居までに要する期間など
が合致せず入居には至らず実績が目標値を下回ったが，その他の高齢者の住まい
確保に関する事業はすべて目標値以上に達成したことから，高齢者の多様な住まい
の確保に向けた施策は「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
「高齢者住宅確保事業」について，必要な人が利用できるような体制を引き続きとっ
てほしい。「高齢者自立支援住宅改修給付事業」について，介護保険外のサービス
も含まれるため，介護保険の住宅改修と併用で活用する方が多いことを確認した。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

高齢者住宅確保事業，高齢者自立支援住宅改修給付事業は，対象者に対応できる体制は継続できている。その他の事業も第７期を通して目標を上回っているため，「目
標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）福祉型高齢者住宅事業（シルバーピア），（２）高齢者民間賃貸住宅のあっせん，（３）高齢者住宅確保事業，（４）高齢者居住の公的保証，（５）高齢者自立支援住宅改
修給付事業

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

高齢者住宅確保事業については，相談はあったものの入居までに要する期間などが
合致せず入居には至らず実績が目標値を下回った。高齢者自立支援住宅改修給付
事業については，申請件数自体が少なく，目標値を下回った。ただ，その他の高齢者
の多様な住まい確保に関する事業はすべて目標値以上に達成したことから，「おおむ
ね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
「福祉型高齢者住宅事業（シルバーピア）」の目標値は既存の戸数であり，事業の進
捗を測るものとして適さないことから，指標・目標値ともに見直していただきたい。

目標以上に達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－⑥

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

⑥　高齢者の多様な住まいの確保に向けて

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

62 62 62

62 62 62

継続 継続 継続

0 0 0

13 13 13

9 8 8

継続 継続 継続

0 0 1

14 15 16

13 11 8

利用者１名であるが，新規利用がなく民間企業など
の保証人サービス等もあるため研究が必要である。

令和２年度末の契約期間終了に合わせて実施する
老朽化に伴う建替えのため，転居先等の支援を行っ
た上で入居者８人全員退去となった。建替え後，令和
４年２月入居開始予定である。

高齢福祉課

5
高齢者自立支援

住宅改修給付事業

高齢者の住環境を改善することによ
り，転倒の防止，安全な住環境の整
備を図ります。

住宅改修費用
の助成件数

（件）
C

介護保険給付外の改修について給付を行う。介護保
険制度を補完するものとして継続する。

高齢福祉課

高齢福祉課4
高齢者居住の

公的保証

取壊しなどの理由により転居の必要
があり保証人がいない方のために，
市が保証人となり住宅を確保します。

利用者数（人） A

3
高齢者住宅
確保事業

住まいに困っている低所得者のひと
り暮らし高齢者に対して，市が借り上
げた住居を提供し，生活の安定を図
ります。

入居者数（人） C

担当課

2
高齢者

民間賃貸住宅の
あっせん

取壊しなどの理由により転居の必要
がある方に対し，東京都宅地建物取
引業協会にあっせんを依頼します。

利用者数（人） A
ここ数年利用者はいないが，セーフティネットとして事
業を継続する必要がある。

高齢福祉課

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1
福祉型高齢者

住宅事業
（シルバーピア）

都営住宅内に設置された高齢者住
宅（シルバーピア）に生活援助員を派
遣し，居住者の相談に応じ，緊急時
の対応を行います。

提供戸数（戸） A
高齢者の居住の安定と社会福祉増進を図るため，社
会福祉法人に委託してLSA方式を採用している。

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－⑦

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ⑦　外出しやすいまちを目指して 担当課 道路管理課，交通対策課，高齢福祉課，まちづくり計画課，建設事業課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

外出しやすいまちを目指した事業については，すべてA評価となったため，全体を通
しても「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見 事務局の評価と相違なし。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，第７期を通して見ると目標を達成していることから，「目標以上に達成し
た。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）道路交通秩序の維持，（２）高齢者運転免許自主返納支援事業，（３）ユニバーサルデザインの推進，（４）道路交通環境の整備

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

ユニバーサルデザインの推進は，対象事業のうち内方線付き点状ブロックの設置
が，平成30年度に完了したものの，ホームドア設置については，ホーム補強設計等
に基づき，施工方法の検討を進めている段階であり，B評価となった。その他の事業
はA評価となったため，全体としては「おおむね目標どおり進行している。」と評価す
る。

事務局の評価と相違なし。

目標以上に達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－⑦

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

⑦　外出しやすいまちを目指して

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

210 190 170

161 138 85

1,500 1,500 1,500

2,652 3,328 545

700 900 1,100

833 1,269 1,573

0 0 1

0 0 1

4 4 4

4 4 4

内方線付き
点状ブロックの

設置（駅）
A

西武鉄道国分寺駅について，令和３年３月にホームド
アの設置を完了した。

まちづくり計画課

コロナ禍もあり，支給の増加率が鈍ったが，高齢ドラ
イバーによる事故報道は絶えず，支給件数は伸び続
けている。

高齢福祉課2
高齢者運転免許

自主返納支援事業

高齢者の自動車運転事故の未然防
止，社会参加の支援のため，65 歳以
上で運転免許の自主返納をした方に
対し，ぶんバスの無料乗車許可証
（ぶんＰａｓｓ）を支給します。

ぶんＰａｓｓの
累計支給件数

（件）
A

3
ユニバーサル

デザインの推進

民間事業所を含めて市全体が高齢
者にとって使い勝手のよい快適な場
所となるために，東京都福祉のまち
づくり条例に基づき，バリアフリー，ユ
ニバーサルデザインの周知・啓発・助
言を行います。また，市内にある四つ
の駅のホームについては，利用者及
び市民の安全確保のため，鉄道会社
と連携して，ホームドアの設置，内方
線付き点状ブロックの設置に向け取
り組みます。

ホームドアの
設置（駅）

A

平成30年度に完了済。 まちづくり計画課

担当課

違反広告物
撤去枚数（件）

C
令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響を
鑑み，違反広告物の共同除却を中止した。

道路管理課
交通対策課

道路管理課
交通対策課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

緊急事態宣言の発令など，新型コロナウイルス感染
症の影響により大幅に減少した。

1
道路交通秩序の

維持

高齢者や障害者等の歩行者の安全
を確保するため歩道の整備，放置自
転車，違反広告物看板の撤去等利
用しやすい道路交通秩序の維持に
努めます。

１日当たりの
市内放置
自転車

平均警告件数
（件）

A

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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⑦　外出しやすいまちを目指して

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

継続 継続 継続

継続 継続 継続

継続 継続 継続

継続 継続 継続

建設事業課

歩道整備の検討を進めた。 建設事業課

国３・４・１号線
の整備

（国分寺街道〜
国３・４・11 号

線）

A 歩道整備の検討を進めた。

4
道路交通環境の

整備

歩行者等を自動車交通から分離し，
道路交通の安全と円滑化を図るた
め，都市計画道路・交差点改良等の
整備に合わせ歩道の整備を推進しま
す。

国３・４・12 号
線の整備

（国分寺駅北口
再開発事業区

域境〜
熊野神社通り

A
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ２－⑧

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

施策の方向 ⑧　個人の権利を尊重するために 担当課 健康推進課，高齢福祉課，地域共生推進課，経済課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

認知症サポーターの養成，消費者被害の防止に向けた取組，虐待対応に向けた取
組のいずれも充実した取組ができており，個人の権利を尊重するための施策は「お
おむね目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
「認知症普及啓発講演会の開催」については，天候や開催場所の関係で参加者が
伸びなかったが，参加者からは好評だったことを確認した。参加人数を増加させるこ
とだけでなく，新しい開催場所で実施し，その場所を活動の場等で利用してもらうよう
な仕掛けづくりをしていくという視点も重要である。「認知症初期集中支援推進事業」
について，目標件数の達成には至らなかったが，事業を利用せずとも問題を解決す
ることができたという事例もあると考えられる。今後事例を蓄積していく中で，事業の
考え方を整理していってほしい。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，認知症カフェのオンライン開催や消費者被害防止のための広報誌の作
成・配布など，代替手段を講じて対応した事業もあった。事業は第７期において必要に応じて適切に行われたが，目標値に届かなかった事業が多いことから，「おおむね
達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。ただ，国の基本指針案に認知症施策推進大綱に基づき認知症関連施策を位置付けることが求められたことから，次期計画では認知症施策推進事業
を独立して位置付ける予定である。その際にあわせて事業内容や指標等の精査を行う。

（１）認知症施策推進事業（①認知症普及啓発講演会の開催，②認知症初期集中支援推進事業，③認知症キャラバン・メイト養成，④認知症サポーター養成及び支え合
い体制の構築，⑤認知症高齢者を支える家族の会の開催支援，⑥認知症カフェ），（２）権利擁護の取組（①消費者被害の防止，②高齢者成年後見制度利用支援事業，
③苦情受付窓口の設置），（３）第三者評価の受審の促進，（４）高齢者虐待防止等の取組（①正しい知識・理解の普及，②地域におけるネットワークの構築），（５）認知症
対応型共同生活介護事業所の整備

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

認知症普及啓発講演会の受講者数は目標値を下回ったものの，参加者の満足度が
高く，充実した内容の講演会を開催できている。認知症初期集中支援事業について
は，実績はなかったが本人支援に役立つ体制づくりを今後とも継続する。権利擁護・
高齢者虐待防止等の取組については，実績値が目標値を下回った事業もあるが，必
要な時に適切な対応を取れる体制が整っている。第三者評価の受審の促進について
は，前年より目標値を下回ったが，ほぼ横ばいである。以上より，目標値を下回った
事業はあるものの，全体としては「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
認知症普及啓発講演会の開催が目標値を大きく下回っているが，新型コロナウイル
ス感染症の影響等を受けてのものではないことを確認した。目標値の設定について，
実績をもとに改めて精査いただきたい。

おおむね達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ２－⑧

≪基本目標２≫　だれもが安心して暮らせる環境づくりを進める

⑧　個人の権利を尊重するために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

200 200 200

70 142 0

10 10 10

1 0 1

50 70 75

43 69 70

4,200 4,800 5,400

5,586 6,406 6,463

40 45 50

43 58 0

利用者数（人） C

健康推進課

4
認知症サポーター
養成及び支え合い

体制の構築

認知症サポーターを養成し，地域の
人材としてより活躍できる仕組みづく
りを行います。

認知症
サポーター数

（人）
A

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため，中止した企画もあり，実績は57人に留まった。
単年度の実績では，大きく及ばない状況であったが，
これまでの蓄積から，目標値は超えている。

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため，東京都の研修への受講生派遣も難しく，１人に
留まった。

認知症
サポーター

ステップアップ
講座

受講者数（人）

C
令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため，実施できなかった。

B

健康推進課

健康推進課

3
認知症

キャラバン・メイト
養成

認知症
普及啓発
講演会の

受講者数（人）

C
令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため，実施できなかった。

担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1
認知症普及啓発
講演会の開催

認知症になっても安心して暮らせる
国分寺を目指して，市民に認知症に
ついて正しい知識を普及啓発するた
めの講演会を実施します。

健康推進課

2
認知症初期集中
支援推進事業

医師と看護師・社会福祉士等がチー
ムとなり，認知症の疑いのある方等
の御自宅に訪問し，本人や御家族の
相談に応じ，必要な支援を行います。

認知症サポーター養成講座の講師
役となる認知症キャラバン・メイトを養
成するため，東京都の研修受講を促
進するほか，市独自の養成講座を開
催します。

市内で
活動している
メイト数（人）

認知症初期集中支援チーム実施マニュアル内容を整
理，改訂し，認知症初期支援推進事業検討委員会で
意見交換を実施した。その後認知症サポート医へ説
明会を実施し，事業利用時の専門医としての協力体
制を図った。利用に結びつく人数は増えなかったが，
事業体制の強化を図ることができた。

高齢福祉課
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⑧　個人の権利を尊重するために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

260 270 280

267 328 56

500 600 700

537 540 199

18 21 24

39 29 25

8 8 8

9 4 0

7 消費者被害の防止

高齢者を狙う悪質商法や，消費者被
害等を未然に防止するために地域住
民への情報提供，被害からの救済に
必要な支援を行います。

高齢者の見守り
関係者との
連携による

消費生活相談
件数（件）

A

消費生活
相談員の

消費者被害に
関する

講座回数（回）

C
経済課

高齢福祉課

コロナ禍により，市民に対する講座が実施できなかっ
た。講座開催へ向け準備を進めたが，緊急事態宣言
のため，中止とした。
指標に対する実績はないが，講座が開催できない
分，地域包括支援センターでは広報誌を作成し，詐
欺被害に関する記事を掲載し，高齢者への配布に努
めた。

経済課
高齢福祉課

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，おれんじ
Cafeサンライトは４月から６月分を中止，おれんじ
Cafeにんじんは対面開催からweb会議システムを活
用したオンライン開催に代え，３月に２回開催した。

高齢福祉課

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，４月・６月
の懇談会，７月の施設見学会及び11月の認知症講
演会は中止とし，懇談会のみの開催とした。

高齢福祉課5
認知症高齢者を

支える家族の会の
開催支援

家族の負担軽減や交流のための家
族会が行う懇談会の開催支援のほ
か，講演会などを共催します。

家族会懇談会
参加者（人）

C

6 認知症カフェ

認知症の方やその家族，地域の方が
気楽に集まり，認知症や介護に関す
ることなどの相談・情報交換ができる
場を提供します。

延利用者数
（人）

C
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⑧　個人の権利を尊重するために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

560 575 590

566 274 672

継続 継続 継続

26 17 24

10 10 10

9 8 5

50 50 50

47 52 0

3 3 3

2 2 2

※認知症対応型共同生活介護事業所の整備については，別途報告

高齢福祉課

第三者評価の受審により，利用者のニーズ把握や事
業者周知に役立つ評価結果の取得など，事業者のメ
リットも打ちだしながら，一層の受審促進を図ってい
く。また事業者や利用者との接点があり，受審義務あ
るいは受審意向のある新規対象事業者等を把握して
いる各分野の事業主管課が所掌することで第三者評
価制度の普及・定着をより高めることができる。

高齢福祉課
地域共生推進

課
10

第三者評価の受審
の促進

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，今年度は
書面開催とした。ネットワーク参加機関から対応状況
や課題について意見聴取し，それをとりまとめて共有
することで，参加機関がそれぞれの取組の把握を通
してネットワーク構築につながった。年１回の開催で
一定のネットワーク構築が図られていることから，今
後は実務者会議で取り扱うべき案件が発生した場合
のみ複数回開催する。

高齢福祉課12
地域における

ネットワークの構築

高齢者本人と養護者に対して適切な
支援や継続的な見守りを行い，虐待
の未然防止・早期発見のため，地域
における様々な関係者のネットワー
ク強化を図ります。

虐待防止
ネットワーク
代表者会議

及び
実務者会議

開催回数（回）

B

サービス提供事業者が第三者の評
価を受けてサービスの質の向上に努
めることにより，利用者は安心して
サービスを受けることができるように
なります。また，客観的な評価情報が
公開されることで，利用者が容易に
サービスを選択できるよう，第三者評
価の受審を働きかけます。

第三者評価
受審事業所数

（事業所）
C

11
正しい知識・理解の

普及

地域住民や介護サービス事業者等
の関係者が高齢者虐待に対する理
解を深めることで，虐待の未然防止・
早期発見に努め，必要な支援を行い
ます。

研修参加人数
（人）

C
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，研修中止
とした。個別支援を通じて，関係者と高齢者虐待の理
解を深めることなどの取組は継続した。

9
苦情受付窓口の

設置

利用者等がサービスに対する意見を
言える仕組みを活用することにより，
権利擁護，サービスの質の維持・向
上等を図ります。

東京都
国民健康保険
団体連合会へ

報告した
苦情受付件数

（件）

A
利用者等のサービスに対する意見を聞き，東京都国
民健康保険団体連合会に報告を行うことで，利用者
の権利擁護，サービスの質の維持・向上等を図った。

高齢福祉課

権利擁護支援の必要なケースや複合的な課題を抱
えるケースの増加に伴い，相談件数は増加している。
支援が必要と思われる方については，今後も関係機
関と連携し支援を継続していくことが必要である。

高齢福祉課8
高齢者

成年後見制度
利用支援事業

判断能力の低下により，自ら財産管
理を行ったり，日常生活を営むことが
困難な方やその親族への制度利用
支援を行います。

成年後見制度
利用支援件数

（件）
A
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ３－①

≪基本目標３≫　少子高齢社会を迎え地域福祉を進めるために市民一人ひとりが福祉の意識を高める

施策の方向 ①　地域福祉を進めるために 担当課 地域共生推進課，高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

地域福祉を進めるための事業はすべてA評価となったため，全体を通しても「おおむ
ね目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見 事務局の評価と相違なし。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，第７期を通して見ると目標を達成している。また，令和２年度について
は，会の開催に代えて報告書を配布するなど，感染症対策を取りながら事業を継続した。以上のことから，「目標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）地域福祉推進協議会の開催，（２）生活支援・介護予防サービス体制整備の推進，（３）地域ケア会議の効果的な運営

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

生活支援・介護予防サービス体制整備の推進について，新型コロナウイルス感染拡
大防止のため，協議会を１回中止しているが，サービス提供体制の整備に向けた協
議目的は概ね達成できた。その他の事業はすべてA評価となったため，全体を通し
「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

目標以上に達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ３－①

≪基本目標３≫　少子高齢社会を迎え地域福祉を進めるために市民一人ひとりが福祉の意識を高める

①　地域福祉を進めるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

70 75 80

71 77 68

4 4 4

4 3 2

担当課

2
生活支援・介護予防
サービス体制整備の

推進

生活支援・介護予防サービスの体制
整備のための情報共有及び連携強
化，サービスの提供体制の構築等に
ついて地域の関係者により協議を行
います。

協議会の
開催回数（回）

C

協議会は緊急事態宣言を踏まえて２回中止し，予定
した４回のうち開催が２回となった。今年度より第２層
生活支援コーディネーターをオブザーバーとして迎
え，２層の地域課題を本協議会で共有することとし
た。コロナ禍における地域活動の縮小等新たな課題
も共有した。

高齢福祉課

地域共生推進課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

1
地域福祉推進協議

会の開催

地域福祉計画に基づき「地域福祉推
進協議会」を開催し，情報交換，交流
を通じ，委員同士，団体間でのつな
がりにより，地域の支え合い，地域福
祉の推進に取り組みます。

推進協議会
への参加者数

（人）
B

令和元年度までは，地域福祉推進協議会の開催及
び参加者数の目標を達成したが，令和２年度は新型
コロナウイルス感染症の影響により，協議会の開催
見送りなど目標未達成となった。なお協議会の対面
開催に替えて，委員の活動情報を集計した書面の共
有を行った。委員からは，互いの活動の現状や課題
等を知り，参考となる有意義な取組であるとの評価が
寄せられた。

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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①　地域福祉を進めるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

3 3 3

3 3 3

6 6 6

6 6 0

110 115 120

117 115 99

9 9 9

9 9 9

高齢福祉課

令和２年度は，前年に引き続き，個別支援会議から
のボトムアップ方式で地域課題の抽出を試み，抽出
された地域課題を東西小地域ケア会議で課題解決に
向けて協議予定であったが，新型コロナウイルス感
染症対策のため小地域ケア会議は開催できなかっ
た。その補完として民生委員への聞き取り調査を実
施し，とりまとめた報告書を民生委員へ配布したが，
小地域ケア会議としてはカウントしていない。地域ケ
ア会議も１回は書面開催であったが，コロナ禍の課題
を話し合い，連携を深めることができた。
ベースとなる個別支援会議についてもワーキンググ
ループで検討し，開催目的の確認と包括間の実施方
法の統一化を図った。そのことによって，個別支援会
議は実施しやすくなったが，コロナ禍で回数増加には
結びつかなかった。また，３つある専門部会について
も，毎回テーマに基づいた議論を深めることができ
た。（実績値は書面開催を含めた回数を記載）

高齢福祉課

地域ケア会議
専門部会（回）

A 高齢福祉課

地域ケア
個別支援会議

（回）
B 高齢福祉課

3
地域ケア会議の
効果的な運営

地域ケア会議の開催により，地域の
ネットワーク構築，多職種の連携によ
る地域づくりを推進します。

地域ケア会議
（回）

A

小地域
ケア会議

（回）
C
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ３－②

≪基本目標３≫　少子高齢社会を迎え地域福祉を進めるために市民一人ひとりが福祉の意識を高める

施策の方向 ②　市民活動・ボランティア活動等の活性化に向けて 担当課 協働コミュニティ課，地域共生推進課，高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

市民活動センターの利用率の高さや老人クラブの登録者数等は目標値を上回って
おり，全体を通し市民活動・ボランティア活動等の活性化に向けた施策は「おおむね
目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見 事務局の評価と相違なし。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，第７期を通して見ると目標に近い水準で事業を進めることができた。第
７期において事業は必要に応じて適切に行われたが，目標値に届かなかった事業もあることから，「おおむね達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）市民活動団体・ボランティア団体の活動支援（①市民活動などに関する情報提供・ネットワークづくり，②ひとり暮らし高齢者等地域交流会へのボランティアの参加），
（２）老人クラブの支援，（３）介護支援ボランティアの育成

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

介護支援ボランティアの登録者の伸び率が鈍化しており，ボランティアの育成には課
題が残るものの，市民活動団体の登録者は前年より増加し，老人クラブ登録者数に
ついても目標値を達成している。以上を踏まえ，「おおむね目標どおり進行してい
る。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

おおむね達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ３－②

≪基本目標3≫　少子高齢社会を迎え地域福祉を進めるために市民一人ひとりが福祉の意識を高める

②　市民活動・ボランティア活動等の活性化に向けて

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

157 157 157

145 154 127

65 65 65

82 86 38

750 765 780

726 698 158

1,535 1,550 1,565

1,535 1,572 1,556

140 160 180

136 145 145

会員の高齢化が進展する一方, 比較的若い世代（60
代）等の新規加入がほぼ無いため登録人数が減少し
た。

高齢福祉課

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，８月まで
は中止し，９月以降は各会のボランティアが工夫し，
コロナ禍において「新たな交流方法を模索する機会」
として，訪問や短時間で顔合わせ程度の交流など，
利用者の皆さんが孤立しないように少しでも交流でき
る活動を行った。このような状況のため，関わったボ
ランティアの人数が正確に把握できず，実績値は年
度末の在籍者数となっている。
また，ボランティア自身が高齢化しているため，さらな
る市民の参加が必要と考える。

地域共生推進課

4
介護支援

ボランティアの
育成

高齢者を介護保険施設等で従事して
いただく介護支援ボランティアとして
育成し，健康づくりや社会貢献など生
きがいを創出し，介護予防を実現し
ます。

介護支援
ボランティア

登録者数（人）
B

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，施設側が
受け入れを停止している状況が続き，積極的なPRを
行うことはできなかった。そのような中でも活動を続け
ている方もいたため，各施設と連携しながら事業を継
続した。

高齢福祉課

3 老人クラブの支援
地域活動や生きがい活動など様々な
活動を通して，高齢者の健康で豊か
な生活の実現を支援します。

総会員数（人） B

2

ひとり暮らし
高齢者等

地域交流会への
ボランティアの参加

社会福祉協議会では，ひとり暮らし
高齢者の閉じこもりを防ぎ，孤立する
ことがないように，地域において交流
会を実施しています。実施に当たっ
て，多くのボランティアの方の御協力
をいただいています。

参加
ボランティア数

（人）
C

担当課

市民活動
センター

利用率（％）
C

新型コロナウイルス感染症対策にかかる施設の利用
制限のため，利用率が低下した。
あわせて，アクティ・ココブンジにおいて夜間の利用を
拡大したことに伴い，夜間の利用枠も加えるよう利用
率の算出方法を変更したため，数値が低下した。

協働コミュニティ課

協働コミュニティ課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

新型コロナウイルス感染症対策にかかる施設が休館
したため，施設を利用したい団体の登録更新が減少
した。

1
市民活動などに

関する情報提供・
ネットワークづくり

こくぶんじ市民活動センターでは，市
民活動に関する情報の収集及び提
供を行います。また，市民活動団体
に対する活動の相談やコーディネー
ト，市民活動団体間の交流や市と市
民活動団体との協働の促進のほか，
市民活動団体の拠点として，活動の
場及び設備の提供を行います。

市民活動
センター

登録団体数
（団体）

B

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ４－①

≪基本目標４≫　住まいの近くに出かけたくなる楽しい場がたくさんある

施策の方向 ①　自己の充実に向けて 担当課 社会教育課，スポーツ振興課，高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

市民大学講座や健康維持，体力づくりの意識付けの場の提供，地域資源マップによ
る情報提供により，自己の充実に向けた施策は「おおむね目標どおり進行してい
る。」と評価する。

委員会意見
事務局の評価と相違なし。
「生涯学習の推進」について，グループサークルの周知方法をもう少しわかりやすく
していくことを確認した。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，第７期を通して見ると目標を達成している。特に，令和２年度におけるグ
ループサークル登録数は，制度内容の説明に力を入れたことから，大幅に増加した。以上のことから，「目標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）生涯学習の推進，（２）生涯スポーツの普及，（３）地域資源マップによる情報提供

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

グループサークル登録者数は，引き続き制度周知に関する課題はあるものの，市民
大学の参加者や高齢者向けスポーツ教室が目標値を超えていることを踏まえ，「おお
むね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

目標以上に達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ４－①

≪基本目標４≫　住まいの近くに出かけたくなる楽しい場がたくさんある

①　自己の充実に向けて

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

180 190 200

253 221 0

100 105 110

66 76 110

305 305 305

338 308 191

3,000 3,000 3,000

3,000 5,000 3,000

令和２年度は，新たに配布先として介護予防ケアマ
ネジメントに関わる居宅事業所にも配布し，普及啓発
への協力をお願いした。また，来年度からは地域資
源把握システムでの普及啓発へ移行していくべく準
備作業を遂行した。

高齢福祉課

新型コロナウイルス感染症の影響により，年間を通じ
て事業実施回数・参加人数が減少をした。

スポーツ振興課

3
地域資源マップ
による情報提供

地域で介護予防に取り組む住民主体
による団体・グループ等の地域資源
マップを作成し，介護予防の活動へ
の参加を促進します。

マップ作成数
（部）

A

2 生涯スポーツの普及
高齢者の健康維持，体力づくりの啓
発と機会提供の場として実施します。

高齢者向け
教室

C

担当課

グループ
サークル

登録数（団体）
A

他施設（公民館など）でも同様の登録制度があり，そ
の登録をもって当グループサークルへの登録も済ん
だと誤解をされないよう制度内容の説明を行った。次
年度も引き続き，制度内容を説明していく。

社会教育課

社会教育課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

新型コロナウイルス感染症対策のため中止となった。

1 生涯学習の推進
高齢者を含めた生涯学習施策の推
進を図ります。

市民大学講座
参加人数（人）

C

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ４－②

≪基本目標４≫　住まいの近くに出かけたくなる楽しい場がたくさんある

施策の方向 ②　高齢者の知識や技術・経験を活かした社会を推し進めるために 担当課 地域共生推進課，社会教育課，経済課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

シルバー人材センターの支援による高齢者の年間就業率や，就労支援情報提供件
数は目標以上に進捗しているため，高齢者の知識や技術，経験を活かした社会を
推し進めるための施策は「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

委員会意見 事務局の評価と相違なし。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で進捗状況が下がったものもあったが，第７期を通して見ると多くの事業で目標に近い水準で事業を進めること
ができた。第７期において事業は必要に応じて適切に行われたが，目標値に届かなかった事業もあることから，「おおむね達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。次期計画に向けて，事業の指標及び目標値につき検討する。

（１）シルバー人材センターの支援，（２）人材バンク，（３）就労・就業相談・情報提供

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

シルバー人材センターの登録者数については，新型コロナウイルス感染症の影響も
あり昨年度から微減という結果になった。昨年度に引き続き，シルバー人材センター
の支援による高齢者の年間就業率や，就労支援情報提供件数は目標値を上回った
ため，「おおむね目標どおり進行している。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
シルバー人材センターの支援について，会員数が昨年度実績を下回り，C評価となっ
ている一方で，年間就業率が目標値を達成しA評価となっている。就業人数が一定数
ある中で，会員数が減ればおのずと年間就業率が上がるため，年間就業率のみに
着目して評価することには疑問がある。会員数の減少については，シルバー人材セ
ンターを介さず就労している高齢者が増えている可能性もあるため，事業を取り巻く
状況をより丁寧に把握していく必要がある。併せて，事業の費用対効果についても，
検証していただきたい。

おおむね達成した。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ４－②

≪基本目標４≫　住まいの近くに出かけたくなる楽しい場がたくさんある

②　高齢者の知識や技術・経験を活かした社会を推し進めるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

755 770 785

669 663 649

305,000 310,000 315,000

279,940 284,420 257,210

83 84 84

86 85.7 81.5

25 30 35

22 23 26

500 500 500

547 549 408

新型コロナウイルス感染拡大の影響により，東京しご
とセンター多摩等が実施するシニア向け再就職セミ
ナーが中止となったことや，関係機関による就労支援
に関する情報が減少したため目標を下回った。

経済課3
就労・就業相談・

情報提供

高齢者の雇用を支援するために，関
係機関が実施するシニア向け再就職
セミナーや就労に必要な技能・知識
を得るためのシニアワークプログラム
など，高齢者の多様な働き方に応じ
た就労支援情報を提供します。

就労支援
情報提供
（配架）

件数（件）

B

担当課

契約金額については，４月から６月までのコロナ禍の
影響による民間の受託件数の減少と，更に公共事業
では，施設管理時間の減少と，７月には恋ヶ窪自転
車駐車場の契約終了等により，大きく下回った。

地域共生推進課

地域共生推進課

2 人材バンク

高齢者が個人又は仲間で気軽に趣
味，娯楽，スポーツに取り組めるよう
に，音楽・スポーツ等様々な分野の
講師の登録情報を公開します。

人材バンク
登録数（件）

C 微増しているが，目標値には達しなかった。 社会教育課

年間就業率
（％）

B
就業率については，コロナ禍の影響で，各種検査補
助等，高齢会員や単発のみ就業可能な会員向けの
業務が中止となったため微減した。

地域共生推進課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

B1
シルバー人材

センターの支援

シルバー人材センターに対する
財政的支援を行い，
事業の促進を図ります。

会員数（人） B

契約金額
（千円）

会員数については，４月から６月前半までコロナ禍の
影響で入会説明会が中止になる等の影響で大幅に
減少した。

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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≪基本目標４≫　住まいの近くに出かけたくなる楽しい場がたくさんある

施策の方向 ③　様々な世代との交流に向けて 担当課 公民館課，子ども子育て事業課，協働コミュニティ課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 おおむね目標どおり進行している。

進捗状況評価に
関する説明

高齢者ボランティアによる世代交流，地域内組織の交流はいずれも目標以上に進
捗しているため，様々な世代との交流に向けた施策は「おおむね目標どおり進行し
ている。」と評価する。

委員会意見 事務局の評価と相違なし。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響で全ての事業で進捗状況が目標を下回った。しかし，第７期を通して見ると多くの事業で目標を達成している。
以上のことから，「目標以上に達成した。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。

（１）異世代交流事業，（２）高齢者ボランティアによる異世代交流，（３）地域間交流の推進

令和元年度

おおむね目標どおり進行している。

高齢者ボランティアによる異世代交流の事業数と，公民館まつりの参加人数のいず
れも目標値を超えている。以上から「おおむね目標どおり進行している。」と評価す
る。

事務局の評価と相違なし。

目標以上に達成した。
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≪基本目標４≫　住まいの近くに出かけたくなる楽しい場がたくさんある

③　様々な世代との交流に向けて

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

9 9 9

8 8 4

8,000 8,000 8,000

8,200 8,200 0

13 13 13

22 20 0

5 5 5

5 5 0

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，令和
２年度の自治会・町内会連絡会は未実施となった。

協働コミュニティ課

新型コロナウイルス感染症対策のため，対面や接触
が多い行事や感染リスクの高い年代への依頼は安
全確保を優先とし中止した。

子ども子育て事業課

3
地域交流，

地域間交流の推進

自治会，町内会などの地域内組織に
よって高齢者同士の交流，各世代を
含む交流を推進します。

連絡会の実施
（回）

C

2
高齢者

ボランティアによる
異世代交流

児童館行事において，昔遊びや読み
聞かせ等の企画に高齢者ボランティ
アを積極的に受け入れ，子どもと高
齢者の自然な交流を図ります。

ボランティア
参加行事数

（行事）
C

担当課

公民館まつり
延参加者数

（人）
C

新型コロナウイルス感染症対策のため，５館すべて
の公民館まつりを中止した。

公民館課

公民館課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

令和２年度は本多公民館で11事業を企画したが,そ
のうちの７事業が新型コロナウイルス感染症対策の
ため中止した。

1 異世代交流事業

公民館が中心になり，地域の方々
（高齢者も含む）が指導者になり，世
代を越えて交流・体験できる学びの
場をつくります。

公民館主催
異世代交流事
業数（事業）

C

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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≪基本目標５≫　高齢者を支える人材を確保・育成する

施策の方向 ①　誇りとやりがいをもってわがまちで働き続けられるために 担当課 高齢福祉課，人権平和課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 やや取組が遅れている。

進捗状況評価に
関する説明

事業者やすでに介護職に就いている方への支援については，目標値を上回ってい
るものの，多様な人材を確保するための取組については目標値を下回っている。誇
りとやりがいを持ってわがまちで働き続けるための施策は「やや取組が遅れてい
る。」と評価する。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
介護人材の不足は大きな課題であるため，人材確保のためのPR等も併せてしてい
くことが重要である。「生活支援隊・介護予防応援隊の確保・育成」については，参加
者が継続して参加できるような楽しい研修を企画してもらいたい。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

第７期を通して見ると，事業者への支援や介護職に就いている方への教育・研修等は目標値を上回ったが，就業支援事業との連携や介護人材の確保・育成の取組は目
標値を下回った。生活支援隊・介護予防応援隊の確保・育成については，受講生募集のリーフレットの全戸配布や専門研修未受講者への研修案内を行い，一定の成果
はあったが，目標値には達しなかった。以上のことから，「目標を下回った。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。

継続して実施する。ただ，次期計画策定に向けては，多様な介護人材の確保に資するように，就労支援策は事業内容を精査する予定である。

（１）教育・研修の充実，（２）事業者へのキャリアパス導入支援の検討，（３）ケアマネジャーへの支援，（４）介護分野の就労を推進するための取組（①市内介護従事者の
就労支援の検討，②女性の就業支援事業との連携），（５）生活支援隊・介護予防応援隊の確保・育成

令和元年度

やや取組が遅れている。

事業者やすでに介護職に就いている方への教育・研修等の支援については，目標値
を上回っているものの，多様な人材を確保するための就労推進への取組について，
目標値を下回っていることから，「やや取組が遅れている。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
介護人材の不足は大きな課題であり，事業内容や情報発信について，更なる創意工
夫が求められる。

目標を下回った。
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≪基本目標５≫　高齢者を支える人材を確保・育成する

①　誇りとやりがいを持ってわがまちで働き続けられるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

7 7 7

7 5 2

1 1 1

1 1 0

検討 検討 検討

検討 検討 検討

2,800 2,900 3,000

2,295 2,653 2,615

検討 検討 検討

検討 実施 実施

質の高いサービスを提供するために，資格を取得し，
安心して働くことを目的に，介護未経験者研修費用補
助金交付事業を実施した。

高齢福祉課4
市内介護従事者の
就労支援の検討

市内介護保険事業所職員が安心し
て就労できる環境を整える方策を検
討します。

就労支援策の
検討

B

複雑化・複合化した課題を抱えているケースの増加
に伴い，地域包括支援センターによるケアマネジャー
へのサポートが増えている。地域包括支援センター
の助言だけではなく，個別支援会議の活用など多機
関と連携した支援が必要となってきている。前年度と
ほぼ横ばいの相談件数となったが，今後も相談対応
件数は増加傾向と考える。

高齢福祉課

市内事業所の取得状況の把握を行い，取得又は事
業所理由により取得していない状況を把握した。
また，令和３年度の報酬改定後の加算取得に関する
情報提供を行った。

高齢福祉課2
事業者への
キャリアパス

導入支援の検討

処遇改善加算を取得していない事業
者への導入支援を検討します。

事業者への
キャリアパス

導入支援
A

3
ケアマネジャーへの

支援

ケアマネジメントの向上，ケアマネ
ジャーが抱える複合的な課題等への
対応について，地域包括支援セン
ターが助言や個別支援を実施しま
す。

ケアマネジャー
相談対応件数

（件）
B

担当課

施設職員と
介護相談員

との
意見交換会

（回）

C
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，意見交換
会は中止としたが，新型コロナウイルス等事業所に
必要な情報提供を随時行った。

高齢福祉課

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

新任研修を実施。新型コロナウイルス感染拡大防止
のため，現任研修が中止となったが，引き続き研修
の実施の継続が必要と考える。

1 教育・研修の充実
事業所，ケアマネジャー，介護職員
等への必要な情報提供や研修等を
行います。

ケアマネジャー
研修開催回数

（回）
C

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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①　誇りとやりがいを持ってわがまちで働き続けられるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度
担当課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足
上段が目標値，下段が実績値

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標

1 2 2

0 0 0

50 50 50

26 18 28

50 60 70

35 21 25

市民フォーラムは感染症予防のため中止とした。フォ
ローアップの機会を設けることは出来なかったが，こ
れまで基礎研修を修了し専門研修未受講者に専門
研修を案内した。今年度の基礎研修修了者と合わせ
て定員を超える応募があった。

高齢福祉課

住民主体の活動団体でボランティア活動を行う介護
予防応援隊の養成と，介護支援ボランティア及び高
齢者見守りサポーターのフォローアップを合同で行う
「基礎研修」，サービスA指定事業所で就労する生活
支援隊を養成する「専門研修」と分けて実施してい
る。受講生募集のリーフレットを全戸配布し，定員を
超える申込みがあった。生活支援隊としての活動を
目指して申し込む方がほとんどで，基礎研修修了生
の多くが専門研修に進んでいる。

高齢福祉課

6
生活支援隊・

介護予防応援隊の
確保・育成

基礎研修・現任研修・フォローアップ
研修を行い，介護予防・生活支援
サービス事業の担い手や地域活動
に取り組む人材の確保・育成を行い
ます。

基礎研修
修了者数

（人）
C

フォローアップ
研修

受講者数（人）
C

例年は職場体験を事業に組み込んでいたが，希望者
の減少及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
鑑み，職場体験に代えて個別相談会を実施したた
め，実績はゼロとなった。

人権平和課5
女性の就業支援事

業との連携

結婚・出産・介護などを機に離職した
女性の再就職を支援する女性の就
業支援事業と連携し，事業の周知を
行い，職場体験受入先に市内の介護
保険事業者を加えることにより，介護
分野への就労推進に取り組みます。

市内介護保険
事業者での職

場体験
参加者数（人）

C
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　施策評価票 ５－②

≪基本目標５≫　高齢者を支える人材を確保・育成する

施策の方向 ②　介護職の魅力を伝えるために 担当課 高齢福祉課

事業名
（主な取組）

平成30年度

進捗状況評価 やや取組が遅れている。

進捗状況評価に
関する説明

介護職の魅力を伝えるための事業は，いずれも年度中に事業につなげることはでき
なかったが，翌年度以降の準備を進めている状況である。「やや取組が遅れてい
る。」と評価する。

委員会意見

事務局の評価と相違なし。
「職場体験機会の提供」について，引き続き職場体験をする機会は提供していっても
らいたい。職場体験としてでなく，障害者施設や老人ホームで行うイベントなどに小
中学生に参加してもらう仕組みづくり等も重要である。

第７期
達成状況評価

達成状況に
関する説明

委員会意見

次期計画に
向けた方向性

市社会福祉法人主催による福祉の仕事相談会での個別相談会の実施，市立中学校での職場体験の受入れ事業所の確保を行ったが，第７期を通して全ての事業で進捗
状況が目標を下回った。以上のことから，「目標を下回った。」と評価する。

第７期達成状況評価については，介護職の魅力を伝えるために，第７期を通じて可能な限りの取組を行っているため，「おおむね達成した。」とするのが妥当である。

継続して実施する。ただ，次期計画に向け，介護福祉の魅力発信については，具体的事業内容の精査を行う予定である。

（１）介護・福祉の魅力発信，（２）職場体験機会の提供

令和元年度

やや取組が遅れている。

職場体験の受入れ事業所の確保は進んできているが，取組内容の具体化まで至ら
なかったこともあり，「やや取組が遅れている。」と評価する。

事務局の評価と相違なし。
職場体験機会の提供について，事業者が受け入れやすい環境整備に向け，市として
の支援策を検討していただきたい。また，魅力発信については若い世代への発信が
重要であり，次期計画に向けて具体策を検討していく必要がある。

目標を下回った。
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国分寺市高齢者保健福祉計画・第７期国分寺市介護保険事業計画　事業評価票 ５－②

≪基本目標５≫　高齢者を支える人材を確保・育成する

②　介護職の魅力を伝えるために

【進捗状況】Ａ（目標を上回った）　Ｂ（おおむね達成した）　Ｃ（目標を下回った）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

検討 実施 実施

‐ ‐ 実施

2 5 5

0 11 0

担当課

高齢福祉課

2
職場体験機会の

提供
市内の公立中学生を対象に，介護職
の職場体験を実施します。

職場体験の
受入先確保
（事業者）

C
新型コロナウイルス感染症の拡大防止により職場体
験そのものが中止になったため，受け入れ先の募集
を行わなかった。

高齢福祉課

進
捗
状
況

進捗状況に関する補足

1
介護・福祉の

魅力発信

様々な手法を通して，幅広い世代に
介護・福祉の仕事の魅力を発信しま
す。

介護・福祉の
魅力発信

B

上段が目標値，下段が実績値

国分寺市社会福祉法人主催による福祉の仕事相談
会において，基調講演や個別相談会を実施し市民へ
のPRを行った。
介護保険事業所との連携による事業の実施には至ら
なかったため，今後連携してできる事業の実施に向
けた準備を進めていく。

施策の方向

通番 事業名 事業内容 指標
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