
取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル 自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

 

現状と課題 

要介護状態になる可能性の高い状態として、筋力低下、口腔機能低下、腰や関節の痛み、

閉じこもり傾向のある高齢者が多い現状にあることから、歩いて通える地域の会館等で全

身や口腔の運動が習慣的にできる「いきいき百歳体操」の体制づくりや、転倒骨折予防事業

「ころばぬための貯筋教室」などの充実を図った。健康づくりや介護予防の普及啓発、自助・

互助の普及により、高齢者同士の支え合いが広まってきている。また、住み慣れた地域で暮

らし続けられるよう、医療・介護関係者でケアに関する会議・研修を行い重度化防止に努め

ている。 

 

第７期における具体的な取組 

介護予防・重度化止の推進 

生活習慣病の予防と重症化 

 

目標（事業内容、指標等） 

介護予防把握事業：多様な方法による支援の把握 

介護予防教室：Ｈ３０実績１事業２５人→Ｒ２目標１事業２４人 

認知症予防教室（脳活き活き教室）：Ｈ３０実績１事業２０人→Ｒ２目標１事業２４人 

介護予防普及啓発：Ｈ３０実績３２回４４８人→Ｒ２目標２０回３００人 

住民主体の介護予防事業（いきいき百歳体操）：Ｈ３０実績１０か所→Ｒ２目標１１か所 

介護予防ポイント制事業：Ｈ３０実績１９２登録者→Ｒ２目標２００登録者 

地域リハビリテーション活動支援事業：リハビリ専門職による介護予防・重度化防止 

健康相談：Ｈ３０実績１９５人→Ｒ２目標３５０人 

健康キャラバン：Ｈ３０実績２４回４８８人→Ｒ２目標４０回７５０人 

健診・検診（国保特定健診受診率）：Ｈ３０実績３３．７％→Ｒ２目標４５％ 

 

 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績による把握 

 

  



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル 福祉サービスの充実と暮らしの基盤整備 

 

現状と課題 

 高齢者及び家族介護者の暮らしを支える福祉サービスについて、広報等でわかりやすい情報提供

に努めると共に、多様な相談ごとに対して総合的かつ専門的な相談支援に努めている。 

 安心・安全な暮らしと自立した生活を支える環境の整備について、避難行動要支援者の登録・管

理を定期的に実施してる。緊急通報システムの新規設置者は年々増加がみられる。 

 また、住まい方や住み替えに関する相談対応も包括的に実施している。 

 

第７期における具体的な取組 

在宅サービスの充実 

施設サービスの充実 

多様な生活支援体制の整備 

 

目標（事業内容、指標等） 

○在宅サービスの充実 

軽度生活援助事業：Ｈ３０実績１３１人７３９時間→Ｒ２目標１５５人１，１５０時間 

食の自立支援事業：Ｈ３０実績２１人８８１食→Ｒ２目標１７人６５０食 

生活管理指導短期宿泊事業：Ｈ３０実績１人１日→Ｒ２目標５人２０日 

屋根の雪下ろし費用助成：Ｈ３０実績０人→Ｒ２目標５人 

緊急通報システム設置事業：Ｈ３０実績１１２人→Ｒ２目標１１５人 

老人福祉電話設置事業：Ｈ３０実績５人→Ｒ２目標３人 

住宅用火災警報器の購入助成：Ｈ３０実績０人→Ｒ２目標３人 

訪問理美容サービス事業：Ｈ３０実績１人→Ｒ２目標３人 

布団の洗濯・乾燥サービス：Ｈ３０実績８人→Ｒ２目標６人 

介護用品等支給事業：Ｈ３０実績５人→Ｒ２目標５人 

要介護高齢者等介護手当支給事業：Ｈ３０実績１４人→Ｒ２目標１０人 

介護マーク配布事業：介護マークで周囲に知らせることで偏見や誤解を防ぐ。延べ配布人数５人 

生活支援ハウス（定員２０人に対する入所者）：Ｈ３０実績２０人→Ｒ２目標２０人 

避難行動要支援者システムの活用：対象者を登録・管理することで適切な対応が図られる。 

高齢者居室整備資金貸付制度：高齢者が居住するための住居の新築または増改築に対し貸付する。実績０件 

○施設サービスの充実 

養護老人ホーム（定員５０人に対する措置者）：Ｈ３０実績４７人→Ｒ２目標４７人 

○多様な生活支援体制の整備 

地域共生社会の実現に向けた取組み：高齢者・障がい者・児童等の福祉サービスを総合的に利用できる仕組み 

生活支援コーディネーターの配置：多様な主体による生活支援体制の基盤整備を推進する。 

生活支援体制協議体：生活支援等サービスの体制整備に向けて、地域の関係者・生活支援コーディネーターに

よる定期的な会議を開催する。 
 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績による把握 

 

  



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル 認知症施策の推進 

 

現状と課題 

 認知症に関する相談は年々増えており、本人や家族の状態に応じた支援に努めている。ま

た、早期の段階で適切な支援につながるよう連携の強化及び新たな事業を開始する等体制

整備の充実を図っている。認知症サポーター数は増えているが、今後はさらに地域の認知症

に関する正しい理解を広め認知症の方にやさしい環境づくりをすすめていく必要がある。 

 

第７期における具体的な取組 

認知症についての普及啓発の推進 

容態に応じた支援体制 

家族を支える仕組み・地域での支え合い 

 

目標（事業内容、指標等） 

○認知症サポーター養成講座 

認知症に関する病気の理解や対応方法などを学び、認知症高齢者やその家族を支援する認知症サ

ポーターの養成講座を開催する。 

・認知症サポーター養成講座受講者数 延べ１，２７０人 

・認知症サポーターステップアップ講座受講者数 延べ９９人 

○認知症初期集中支援推進事業 

認知症の人やその家族の支援に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期

対応に向けた支援を行う。対応件数 ２件 

○認知症地域支援推進員の配置 

認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに配置し、認知症に関する普及啓発、適切な支援

が行われる体制や連携の構築、認知症ケアの向上、相談対応など。２名配置 

○認知症ケアパスの作成・普及 

認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れをガイドブックとして作成し、普及

させる。実績：ガイドブック及びミニガイドブックの配布 

○高齢者等 SOSネットワーク事業 

認知症高齢者等が行方不明となった場合に、協力機関や関係機関の協力・連携により、早期の捜

索・保護・事後支援を行う。事前登録１１名、協力機関８７事業所 

○認知症の人と家族に対する支援事業 

認知症の人を支えるつながりを支援するため、認知症カフェ（認知症の人とその家族、住民、専

門職がカフェの形態で集う）や認とも（認知症カフェを通じて顔なじみになったボランティアが、

居宅を訪問して一緒に過ごす）の取り組みを検討する。実績：認知症カフェの開設 

 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績による把握 

 

  



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル 医療・介護連携の強化 

 

現状と課題 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者が増加してきている現状から、状態の変化に

応じて継続的・包括的な支援が提供できる関係者の連携体制の強化に取り組んでいる。 

 

第７期における具体的な取組 

医療・介護連携推進事業の充実 

地域包括ケア会議の推進 

 

目標（事業内容、指標等） 

○医療・介護の資源の把握 

医療・介護連携に活用するため、地域の医療機関、介護事業所等の機能や場所などの情報を把握

する。実績：内容を更新し関係機関２８カ所に配布 

○医療・介護関係者の情報共有の支援 

切れ目のない医療と介護が提供できるよう、情報共有ツールの整備と活用を図り、お薬手帳版連

携シートの活用の普及啓発を行う。実績：お薬手帳版連携シートの配布 

○在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口 

医療と介護のコーディネーターの役割を担う相談窓口を設置し、地域の在宅医療・介護連携に関

する事項の相談に対応する。 

○医療・介護関係者の研修 

 医療・介護関係者等の連携を強化するため、多職種での研修会等を開催する。相互理解や情報共

有及び人材の育成により連携の推進を図る。実績：３回９８人参加 

○地域包括ケア個別検討会議 

保健・医療・福祉・介護等の関係者や関係する地域の人が集まる会議を原則月１回開催し、支援

を必要とする個人について効果的な支援や自立に向けた検討を行う。実績：１２回１８７人参加 

○介護支援専門員部会 

町内の介護支援専門員による会議や研修等を年４回ほど開催し、地域課題を共有するとともに、

介護支援専門員の質の向上により、利用者の自立支援の実現を図る。実績：４回６５人参加 

○多職種連携会議 

 医療や介護等に関わる多職種が参画する会議を年４回ほど開催することにより、顔の見える関係

でネットワークを強化し、在宅医療・介護連携の課題整理やしくみ作りを進める。 

実績：４回、１５６人参加 

○地域包括ケア推進会議 

 各会議等で抽出された地域課題について、関係機関の代表者等が集まって共有し、地域包括ケア

システムの具体的な事業化や施策化に向けて検討を行う。実績：０回 

 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績による把握 

 

  



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル 積極的な社会参加と見守り・支え合いの推進 

 

現状と課題 

豊かな経験と知識を活かして高齢者が積極的に地域活動や就労など生きがいや役割を持

ちながら生活する地域づくりをすすめている。 

就労の場の一つとして「高齢者事業団」が機能しており、高齢者自身によるボランティア

活動やサロン活動も増えている。 

 

第７期における具体的な取組 

積極的な社会参加と支え合い活動の推進 

高齢者等見守り体制の推進 

 

目標（事業内容、指標等） 

○積極的な社会参加と支え合い活動の推進 

老人クラブの育成・活動の推進：Ｈ３０実績１４クラブ→Ｒ２目標１４クラブ 

高齢者事業団の支援：働く意欲をもつ健康な高齢者が、経験・能力を生かす場を提供する

ため、高齢者事業団の支援を行う。 

介護予防・福祉ボランティアポイント制事業 

 ：Ｈ３０実績３，４５８回→Ｒ２目標２，４００回 

ボランティアの養成・講座：Ｈ３０実績２０人→Ｒ２目標２０人 

サロン等の活動支援：Ｈ３０実績１０か所→Ｒ２目標１０か所 

老人福祉センターの活用：Ｈ３０実績１か所→Ｒ２目標１か所 

敬老会、高齢者スポーツ大会等の開催：長寿を祝うと共に、気軽に行える軽スポーツを通じ

リフレッシュを図る。実績：４６９名参加 

高齢者健康増進センターの活用：高齢者の体力向上のため、高齢者健康増進センターの活用

を進める。実績：３８３回、３，９３６名利用 

○高齢者等見守り体制の推進 

見守り体制の構築（見守り協定締結件数）：Ｈ３０実績０件→Ｒ２目標８件 

訪問サービス：Ｈ３０実績５２人５１９件→Ｈ３２目標６０人６００件 

 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績値による把握 

 

 

  



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル 権利擁護の推進 

 

現状と課題 

認知症や要介護状態等になっても、尊厳のある暮らしが継続できるよう成年後見制度等

の円滑な活用促進及び高齢者等虐待防止と保護に努めている。 

 

第７期における具体的な取組 

高齢者等虐待の防止と保護 

成年後見制度等の活用促進 

 

目標（事業内容、指標等） 

○高齢者等虐待の相談窓口の設置 

保健福祉課を虐待の相談、通報窓口として周知し、高齢者や障がい者自身、その家族、各

関係機関や各事業者からの相談に応じ、適切に関係機関等と連携を図りながら対応する。 

○高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議 

関係機関等で構成される会議を開催し、高齢者や障がい者の虐待の予防、早期発見、早期

対応、再発防止のための啓発や研修、相互の連携を図る。実績：１回開催 

○成年後見制度利用支援事業 

市町村長申し立て等による低所得の高齢者に係る成年後見制度の申し立てに要する経費

や成年後見人等の費用の助成を行う。実績：助成件数０件 

○日常生活自立支援事業の普及 

地域において自立した生活がおくれるよう利用者との契約に基づき、生活支援員が福祉

サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行う日常生活自立支援事業の普及を図る。 

○広尾町成年後見あんしんセンターの周知・活用 

生活や財産に関する不安や困りごとについて相談に応じ、本人の権利が守られるよう支

援する社会福祉協議会が設置している「広尾町成年後見あんしんセンター」を周知し、成年

後見制度などの利用についての助言や手続き支援を法律に関する関係機関と連携を図る。

また、市民後見人や生活支援員などの担い手について育成・活用を図る。 

 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績値による把握 

 

 

  



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 

タイトル 相談体制の充実 

 

現状と課題 

核家族化の進展により介護、障がい、生活困窮等複合的な課題の相談対応が求められてい

る。 

相談体制の充実に努め多様な課題に応える包括的支援体制の構築を目指す。 

 

第７期における具体的な取組 

相談窓口の充実 

包括的支援の推進 

 

目標（事業内容、指標等） 

○相談窓口の充実 

ワンストップ、地域連携を重視して複雑化・複合化した相談内容に対応する体制づくりを

すすめる。 

○コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の配置 

社会福祉協議会にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、あらゆる生活課題の相談

に応じ、適切なサービスにつなげることにより、地域福祉の推進を図る。 

実績：相談対応３９人、延べ３３２件 

○包括的支援の推進 

相談者本人のみならず、相談者が属する世帯全体のニーズに対して、多機関の連携・協働

による包括的支援に努める。 

○入退院支援 

要介護（支援）状態の方や今後その状態になる可能性のある方が、入院することになって

も、安心して入院・退院ができるよう、入院の早期から本人及び家族の選択と意思決定を大

事にしながら病院、地域包括支援センター、介護支援専門員が相互に連携して切れ目のない

支援に努める。「広尾町入退院支援連携ルール」、「十勝地域における入退院時の連携ルール」

を活用する。 

 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績による把握 

 

 

  



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

タイトル 介護保険制度の円滑な運用 

 

現状と課題 

介護保険の被保険者が要介護状態になることを予防するとともに、介護が必要となった場合においても可能

な限り、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう総合事業への早期移行、介護給付費・介護保険サ

ービスの適切な提供と基盤整備に努めている。 

要介護１、次いで要介護２の認定者数が多い状況がみられ、居宅サービス利用率では、要支援２の認定者が

最も多く、次いで要介護１の認定者となっている。 

平成２７年度に制度の改正があり、地域包括ケアシステムの充実と費用負担の公平化（低所得者の保険料軽

減の拡充、所得や資産のある人の利用者負担の見直し）がされてる。また国保病院の介護療養型病床について

は、平成２９年３月末に廃止している。 

第７期における具体的な取組 

介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な提供 

地域密着型サービスの基盤整備 

居宅サービス・施設サービス 

地域支援事業 

介護保険特別会計 

介護保険料 

介護給付費の適正化 

人材確保及び資質の向上 

低所得者への支援 

目標（事業内容、指標等） 

○介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な提供（介護予防・生活支援サービス） 

訪問型サービス：Ｈ３０実績３２人１，８４１回→Ｒ２目標２８人１，６９０回 

通所型サービス：Ｈ３０実績２７人１，３４１回→Ｒ２目標３０人１，６３４回 

○地域密着型サービスの整備 

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護の設置 

○居宅サービス・施設サービス 

 各サービスの計画に沿った提供による適正な費用負担を行う。 

○地域支援事業 

 介護予防事業、包括的支援事業、任意事業の効果的な運営により一般会計からの繰入を抑制する。 

○介護保険特別会計 

 国・道及び支払基金等による交付金等を適正に活用し、一般会計からの繰入を抑制する。 

○介護保険料 

 町民のニーズに合ったサービス量から保険料を算出し、被保険者の負担を抑制する。 

保険料基準額：５２，８００円 

○介護給付費の適正化 

 介護給付費等適正化事業：サービス利用者に介護給付費の通知等を継続して行う。（年４回） 

 介護支援専門員の指導・支援：地域包括ケア会議でサービス利用者の個別検討や、介護支援専門員が作成す

るケアプランを点検するなど、ケアマネジメントに関する支援を行う。 

○人材確保及び資質の向上 

 介護人材の確保に向けた取組みとして、新規就労者に対する財政的支援などの新しい方策を検討・実施す

る。また地域包括ケア会議等を通じて高齢者福祉・介護に携わる職員の資質向上を図る。 

○低所得者への支援 

 在宅介護サービスを利用する低所得世帯の利用者に対し、利用者負担の軽減措置を図る。 

目標の評価方法 

 時点 

□中間見直しあり 

■実績評価のみ 

 評価の方法 

実績による把握 

 


