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【評価】

Ａ:計画通りに順調に取り組んできている（80％以上) 内容と期限がほぼ期待通りできている場合

Ｂ:概ね計画通りに取り組んできている (60％以上80％未満) 期待を下回る質の不良な内容か もしくは 期限よりも１０％以上遅れている場合

Ｃ:進捗に遅れがあるなど、順調でない (60％未満) 期待を下回る質の不良な内容で かつ 期限よりも１０％以上遅れている場合

Ｄ:取り組んでいない ( ０％)

施策名 地域福祉の推進 基本目標名 福祉意識の高揚を図ります

施策番号 具体的な取り組み 評価

1-1-1（4） 福祉情報の提供

P34 ガイドヘルプや高齢者 ・障がい者の疑似体験、手
話関連の事業等福祉に関する情報を町の広報誌や
ポスター、ホームページ等を活用して提供します。ま
た、町や社会福祉協議、ＮＰＯ法人、ボランティア団
体等が実施している福祉情報を一元化し、誰でも相
談できる窓口相談体制の充実を図ります。

管理区分 担当課・室 担当名

充実 健康介護課 高齢者支援担当
福祉課 障がい者福祉担当

交
流
や
啓
発
に
よ
る
意
識
啓
発

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■福祉事業に関する情報を集積し、情
報提供体制の整備
①広報誌･ホームページでの障がい者
福祉情報の周知を実施

平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

□高齢者支援担当 Ａ

【27年度の最終目標】
福祉事業に関する情報を集積し、情報
提供体制の整備
①高齢者に関連する事業の抽出
②町内事業所の活動及び実施状況の
把握

□障がい者福祉担当 Ａ

評 価 評 価 の 内 容

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【進捗状況】
①町及び町社会福祉協議会による高齢者対象の事業
を抽出し、パンフレットにまとめ、窓口等で配布し
ました。
②総合事業に向けた社会資源の確認に合わせて、事
業所の活動状況を確認し、介護保険及び介護保険外
サービスの別にまとめました。
【今後の方針・対応策】
把握した情報を元に、ボランティア団体の情報を

加味し、情報の一元化したパンフレット等の作成を
進めていきます。

□高齢者支援担当

□障がい者福祉担当

【進捗状況】
①広報誌･ホームページでの障がい者福祉情報の周知
を実施しました。

【今後の方針・対応策】
引き続き実施状況を把握し町民に広くサービスを周
知します。
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 地域福祉の推進 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

1-2-1（1） 地域交流サロンの推進

P35 在宅の高齢者の方が住み慣れた地域で生きがいを
持ち、健康で楽しい生活を送れるように、町と地域住
民とボランティアが協力して地域の交流サロンづくり
を推進します。

管理区分 担当室 担当名

充実 健康介護課 高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み 評価

1-2-1（2） 地域敬老会の支援

P35 高齢者の方が参加しやすい地域敬老会の開催を
支援します。町は地域敬老会実施に関する相談や、
催し物などに関する情報提供を行うとともに、自治会
と意見交換を行い地域敬老会の内容の充実を図りま
す。

管理区分 担当室 担当名

高
齢
者
の
居
場
所
の
整
備 【進捗状況】

64地区・自治会で地域敬老会が開催され、82.1％の開
催率となりました。
①地区連絡会において、説明を実施した(5月)。
②地域敬老会マニュアル・手引きを見直し、各地
区・自治会に配布した(5月)。また、全地区・自治会
を対象にアンケート調査を実施し、結果をまとめま
した。なお、28年度に向けて、補助金単価の見直し
を検討し、見直し案を作成しました。

【今後の方針・対応策】
未開催地区への開催の働きかけを行うとともに、継

続できる敬老会運営支援を行います。（アンケート
結果に基づくマニュアル見直し等）また、平成28年

地域の支え合いを強化します
27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■各小学校区域内に３か所以上設
ける。(町内１４か所⇒１７か所以上)
①地区連絡会において、区長、自
治会長へ説明
②健康づくり自主活動団体への案
内、広報活動
③支援の充実（相談支援、全地区
アンケート調査、補助内容の見直
し検討）
④サロン連絡会を開催し意見交
換、情報交換の実施

Ａ

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■７８自治会のうち、80％の自治会での
地域敬老会の開催（６３自治会）
①地区連絡会において、区長、自治
会長へ説明
②開催地区への支援の充実（相談支
援、マニュアル、手引きの見直し・
更新、全地区アンケート調査、補助
内容の見直し検討）

Ａ

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【進捗状況】
27年度は３か所（東・中寺地区、姫宮北団地、国納地

区）で設置され、27年度末で合計１７か所となりました。
①地区連絡会において、説明を行いました(5月)。
②自主活動団体に対し、サロンについての説明を実
施しました。また、サロンの様子を町ホームページ
に７回掲載するとともに、広報誌に１回掲載し、周
知を図りました。
③地域主催のサロンを対象に、運営についての意見
聴取を行いました。（1月）
④社会福祉協議会主催のサロン連絡会において、各
サロン団体と情報交換を実施しました。（５月、10
月）

【今後の方針・対応策】
地区連絡会等でサロン設置に向けた情報提供を行

い、地域主体のサロン設置を促進していきます。ま
た、アンケートを実施し、これまでの意見聴取等に
よる情報も加味しながら、補助内容の見直し案を作
成します。

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

充実 健康介護課 高齢者支援担当
結果に基づくマニュアル見直し等）また、平成28年
度に向けて補助単価の改定を行います。
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 地域福祉の推進 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

1-2-2（1） ボランティアネットワークの仕組みづくり

P35 町と社会福祉協議会及びＮＰＯ法人等の団体が協
働で町内の核となるボランティア組織の役割を明確
にして、ネットワークづくりを推進します。

管理区分 担当室 担当名

充実
健康介護課 高齢者支援担当
福祉課 社会福祉担当

施策名 日常生活の支援 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

2-1-3（1） 在宅医療と介護の連携

P38
【再掲・P73
7-2-1(1)】

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま
で続けることがきよう、在宅医療と介護サービスを一
体的に提するために、居宅に関する医療機関と介護
サービス事業等の関係者連携を推進します。

管理区分 担当課・室 担当名

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【進捗状況】
①医療機関と介護事業所の情報をまとめた「医療・
介護連携情報、介護事業所マップ」を作成し、町Ｈ
Ｐに掲載をしました。
②町内検討委員会は立ち上げることができませんで
した
③２市１町在宅医療・介護連携推進協議会に参加す
ることによって他職種間で情報交換や課題を把握す
ることができました(年間６開催中６回参加)
④次年度以降の事業の進め方や連携会議、研修会に
ついて、構成市町と協議済み
【今後の方針・対応策】
２市１町での取り組みを進めるとともに、町内検討
組織を立ち上げ町内の在宅医療・介護連携について
協議を行い、関係機関、関係者の連携を推進しま

地
域
の
担
い
手
の
養
成

在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携

地域の支え合いを強化します

高齢者の在宅生活を支援します

【27年度の最終目標】
■町内にある医療機関及び介護事業
所等の連携を推進するための顔の見え
る関係づくりの場の整備
①ガイドブックの作成、公表
②検討委員会の開催
③２市１町在宅医療・介護連携推進
協議会への参加
④次年度における２市１町在宅医
療・介護連携について事業の協議、
決定

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに） 進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【進捗状況】
①、②社会福祉協議会登録のボランティア団体の状
況を確認しました。

【今後の方針・対応策】
ボランティア連絡会等を通して意見交換を行うと

ともに、ボランティアの窓口となる社会福祉協議会
と体制整備に向けての検討を実施していきます。

□社会福祉担当

□高齢者支援担当

【進捗状況】
社会福祉協議会に補助金を交付し、財政的な支援を
行いました。

【今後の方針・対応策】
継続して実施します。

Ｃ

□高齢者支援担当

【27年度の最終目標】
■ボランティア情報の総合窓口を整備
し、ボランティア情報を一元化
①ボランティア団体の把握
②ボランティア団体の活動状況の把
握

□社会福祉担当

【27年度の最終目標】
■社会福祉協議会の運営に関する経
費の支援
①社会福祉協議会の運営に関する経
費の支援

Ａ

Ａ

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

4



5

平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

充実 健康介護課 高齢者支援担当
協議を行い、関係機関、関係者の連携を推進しま
す。
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 日常生活の支援 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

2-1-4（1） 訪問型サービスの提供

P38
【再掲・P65
6-1-1(1)】

訪問型サービスは、現行の介護予防訪問介護に相
当するものと、それ以外の多様なサービスから構成さ
れます。民間の事業所による生活支援サービスや社
会福祉協議会等との連携を強化し、多様かつ柔軟な
訪問型サービスの提供を図ります。

管理区分 担当課・室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み 評価

2-1-4（2） 通所型サービスの提供

P38
【再掲・P65
6-1-1(2)】

通所型サービ スは、現行の介護予防通所介護に
相当するもと、それ以外の多様なサービ スから構成
されます。介護保険サービス事業所や民間の事業所
によるデイサービス、社会福祉協議会等との連携を
強化し、多様かつ柔軟な通所型サービスの提供を図
ります。

管理区分 担当課・室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み 評価

2-1-4（3） その他の生活支援サービスの提供

P38
【再掲・P65
6-1-1(3)】

栄養改善を目的とした配食や、住民ボランティアに
よる見守り等を実施します。

管理区分 担当課・室 担当名

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【進捗状況】
①要支援者のケアプランをもとにした利用ニーズや
基本チェックリストの回答をもとにした高齢者の状
態の分析を行いました。
②町内介護事業所のほか高齢者に対するサービスの
提供を行っている団体等のサービスについての情報
収集を行い、リストにまとめました。
③把握した状況を元に、総合事業の訪問型サービス
のあり方の検討に着手しました。
【今後の方針・対応策】
現行サービスの提供状況、利用者ニーズ及び提供状
況を踏まえ、訪問サービスの類型（提供内容・事業
所の提供基準）を作成していきます。

【進捗状況】
①要支援者のケアプラン、基本チェックリストの回
答をもとに利用ニーズや高齢者の状態の集計・分析
を行いました。
②町内介護事業所のサービス内容についての情報収
集を行い、リストにまとめました。
③把握した情報を元に、総合事業の通所型サービス
のあり方の検討に着手しました。
【今後の方針・対応策】
現行サービスの提供状況、利用者ニーズ及び提供状
況を踏まえ、通所サービスの類型（提供内容・事業
所の提供基準）を作成していきます。

【進捗状況】
①、②他市町の配食サービスの内容を調査し、当町
のサービスとの比較を行いました。
③新たな配食サービスの検討は、今後の総合事業へ
の位置づけの適否も含めて、他市町の状況を見なが
ら、今後、検討をしていくこととしました。
【今後の方針・対応策】

新
し
い
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

Ｃ

Ｃ

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■予防給付（通所型サービス）の総合
事業への移行のために必要な情報収
集
■事業所等との調整
■サービス類型（案）の作成
①現行通所型サービス状況把握と分
析
②事業所で実施しているサービスの
情報収集
③通所型サービスの検討

【27年度の最終目標】
■その他の生活支援サービスの提供
体制を構築するために必要な情報収集
■事業所等との調整
■サービス類型（案）の作成
①既存配食サービスの状況把握
②他市町の配食サービス内容の情報

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■予防給付（訪問型サービス）の総合
事業への移行のために必要な情報収
集
■事業所等との調整
■サービス類型（案）の作成
①現行訪問型サービス状況把握と分
析
②事業所で実施しているサービスの
情報収集
③訪問型サービスの検討

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

高齢者の在宅生活を支援します

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

Ｃ
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

新規 健康介護課 高齢者支援担当

【今後の方針・対応策】
その他の生活支援サービスの総合事業への移行の適

否について、先進例等を参考として検討します。

②他市町の配食サービス内容の情報
収集
③配食サービス内容の検討

7
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 日常生活の支援 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

2-2-1（3） 地域包括支援センターの機能強化

P39 高齢者が住み慣れた地域で暮らすためには、地域
における総合的なケアマネジメントシステムの中核機
関である地域包括支援センターの役割が重要です。
そのため、研修への参加等をとおして人材の育成

に努め、地域包括支援センターの職員の資質の向
上に努めます。さらに、関係機関との連携を密にし、
機能の充実を図ります。

管理区分 担当課・室 担当名

充実 健康介護課 高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み 評価

2-2-1（4） 地域ケア会議の強化

P39
【再掲・P67
6-2-1(2)】

地域ケア会議を通じて、医療・介護等の多職種が
協働して知識や情報、地域課題を共有・把握し、地
域支援ネットワークの構築を推進するとともに、問題
解決機能の向上を図ります。

管理区分 担当課・室 担当名

充実 健康介護課 高齢者支援担当

【進捗状況】
①法改正に関する各種研修会に４名の職員が延べ26
回参加し、情報の収集、知識の習得に努めました。
②職員1名が主任介護支援専門員の資格を取得しまし
た（28年３月）。
③介護従事者連絡会を開催（年６回)し、研修や施設
見学等を行い、スキルアップと事業者間の連携を図
りました。

【今後の方針・対応策】
・次年度も引き続き専門性を高め業務に必要な知識
や情報を得るための研修会に参加します。
・機能強化のための具体策について検討します。

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

Ｂ

Ａ

生活が困難な高齢者を支援します
27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■専門性の向上を図るための研修
受講
■居宅介護支援事業者や介護サービ
ス事業者との連携強化
①センター職員全員が年１回以上業
務に必要な研修を受講
②主任介護支援専門員資格取得 １
名
③居宅介護支援事業者や介護サービ
ス事業者を対象とした介護従事者連
絡会の開催（年６回）

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■地域ケア会議の実施（年６回）
①個別困難事例検討会の定例開催
②民生委員と地域訪問活動を通じて
話し合い、地域課題について共有・
把握する（１２月）
③近隣市町の実施状況の把握

相
談
体
制
の
充
実

【進捗状況】
①個別困難事例検討会を２回（10月、12月。各２
ケース）開催し、支援関係者間での連携を図りまし
た。
②地域訪問活動を通じて把握した地域課題につい
て、民生委員との話し合いを実施しました（12
月）。
③東部ブロック連絡会で近隣市町の取組状況を確認
したほか、杉戸町の自立支援型地域ケア会議を地域
包括支援センター職員全員が傍聴し、開催手法等の
学習をしました。

【今後の方針・対応策】
個別困難事例検討会は続け、地域ケア会議自体のあ
り方、開催方法について検討する。

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

8



9

平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 安心と安全の確保 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

4-2-1（3） 避難行動要支援者対策の推進

P45 災害が発生した時に避難場所等の安全な場所へ
自力での避難が困難な高齢者や障がい者を災害か
ら守るため、避難行動要援護者支援体制の充実を図
ります。また、平常時においても、避難支援等関係者
や自主防災組織等により、避難行動要支援者の見
守りや声かけ活動を行います。

管理区分 担当課・室 担当名

充実
健康介護課 高齢者支援担当
町民生活課 生活安全担当
福祉課 障がい者福祉担当

□生活安全担当

□高齢者支援担当

【進捗状況】
①自主防災組織連絡協議会を開催し説明機会を設け
ました。（5月・2月）
②自主防災会からの相談を随時受付し対応しまし
た。
③出前講座等において、個別支援計画の策定を推進
しました。（2団体）

【今後の方針・対応策】
引き続き、制度の周知に努めます。

□障がい者福祉担当

【進捗状況】
①障害者手帳配布時に制度の周知を行いました。
②定期的に名簿の更新を行いました。
【今後の方針・対応策】
引き続き、制度の周知に努めます。

【27年度の最終目標】
■個別支援計画策定の推進
①自主防災組織連絡協議会におい
て、個別支援計画について説明の機
会を設ける
②自主防災会からの相談の受付と対
応
③出前講座、災害図上訓練時に個別
支援計画について説明、策定の推進

□障がい者福祉担当

【進捗状況】
①自主防災組織に対し、災害時要援護者名簿制度の
周知を行いました(5月、2月)。
②災害要援護者名簿（高齢者分）の更新（追加、削
除）を行いました(随時)。
③自主防災組織に対して、災害時要援護者名簿を提
供しました(9月)。
④全体計画については、調整不足により素案の作成
途中であり、完了まで至りませんでした。

【今後の方針・対応策】
避難行動要支援者の対象者の精査を行い、実効性の
ある計画等を策定します。

Ａ

【27年度の最終目標】
■災害時要援護者名簿制度を周知
①災害時要援護者名簿制度の周知
②災害時要援護者名簿の更新

Ａ

避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
の
推
進

防災・防犯対策を推進します
27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

□生活安全担当

□高齢者支援担当

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【27年度の最終目標】
■町内全自主防災組織に対し、支援者
対策の周知を図り、個別支援計画策定
の推進
①自主防災組織への災害時要援護者
名簿制度の周知
②災害時要援護者名簿の更新
③自主防災組織への災害時要援護者
名簿の提供
④全体計画の作成

Ｃ

9



10

平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策番号 具体的な取り組み 評価

4-2-1（4） 要援護者見守り支援ネットワークの連携強化

P46
【再掲・P67
6-2-2(1)】

要援護者の見守りを目的とした支援ネットワークに
より関係機関による普段からの見守り活動を継続する
とともに、協力機関の拡大を図ります。

管理区分 担当課・室 担当名

充実
健康介護課 高齢者支援担当
福祉課 障がい者福祉担当

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

□障がい者福祉担当

【進捗状況】
①要支援者見守り支援ネットワークによる障がい者
の見守りを実施しました。

【今後の方針・対応策】
継続して実施していきます

【進捗状況】
①２事業者と新たに覚書を締結（10月）し、構成機
関が70機関となりました。
②要支援者見守り支援ネットワーク会議にて見守り
事例を提供（１月）
・消費者被害を取り扱った「見守り新鮮情報」を介
護サービス事業者に随時提供
③見守り強化のための先進事例等の情報収集を行い
ましたが、検討には至りませんでした。
【今後の方針・対応策】
見守り協力機関の拡大と見守り強化に向けた検討を
行います。

□高齢者支援担当□高齢者支援担当 Ｂ

【27年度の最終目標】
■要援護者見守り支援ネットワーク構
成員を７５（機関）にする。
①新たなネットワーク構成員との協
定締結（３月）
②ネットワーク構成機関に対する見
守り活動事例や消費者被害問題等の
情報を提供
③見守り強化策についての検討

□障がい者福祉担当

【27年度の最終目標】
■要支援者見守り支援ネットワークに
よる障がい者の見守りを実施
①要支援者見守り支援ネットワーク
による障がい者の見守りを実施

避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
の
推
進

Ａ

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 高齢者の自立支援 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

6-1-2（5） みやしろキラキラ体操の普及

P66 地域で手軽に介護予防を進めるために、町オリジ
ナルの健康体操「みやしろキラキラ体操」を、各種事
業等を通して紹介し、健康づくりの普及・啓発に努め
ます。

管理区分 担当課・室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

施策名 高齢者の自立支援 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

6-2-3（2） 生活支援体制の整備

P68 生活支援コーディネーターを育成・配置し、高齢者
の生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を
図るともに、多様な関係機の定期的な情報共有及び
連携・協働による取り組みを推進するための協議体
設置します。

管理区分 担当課・室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

【進捗状況】
他自治体の情報収集や協議体の立ち上げのための勉

強会への参画団体を抽出し、個別に説明を行いまし
たが、現状把握や課題抽出が不十分であったため、
開催には至りませんでした。

【今後の方針・対応策】
町の現状把握及び分析を整え、関係機関の参画を得

て、協議体への発足に向けて勉強会を開催していき
ます。

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

高齢者とその家族を支援します

Ａ

Ｃ

【進捗状況】
①ますます元気塾（前期・後期）、いきいき教室
（春・秋・冬コース）において、みやしろキラキラ
体操の指導時間を設け、実技指導を行いました。
②みやしろ大学講座において、体操の創作者を講師
に実技指導を行いました。（10月17日。130人参
加）。
③地域交流サロン、健康づくり自主活動団体の７団
体に対しＤＶＤの貸し出しを行いました。

【今後の方針・対応策】
一次予防事業（一般高齢者が参加するシニアいきい
き教室、認知症予防講座、介護予防リーダー養成講
座）でも普及を図ります。

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

介護予防を強化します
27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■一次予防事業(ますます元気塾)、二
次予防事業(いきいき教室)、みやしろ大
学の講座内で実施
■交流サロン、健康づくり自主活動団
体に周知
①ますます元気塾の前期・後期で実
施。いきいき教室の春・秋・冬コー
スで実施
②みやしろ大学の参加者に対して指
導を実施
③交流サロン、健康づくり自主活動
団体に対しDVD貸出しや、出前講座を
実施し周知

介
護
者
の
支
援

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■生活支援体制整備のための協議体
の前段階として、関係者間で当町の現
状把握、体制整備の問題点、課題の把
握、情報共有をする勉強会を開催
①協議体設置に向けた情報収集
②生活支援コーディネーター・協議
体設置要綱策定
③関係者への情報提供、調整
④協議体発足に向けた勉強会開催

地
域
介
護
予
防
・
健
康
づ
く
り
支
援
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 高齢者の自立支援 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

6-3-2（1） 認知症ケア向上推進事業の実施

P70 行動・心理症状等の対応困難な事例に関するアド
バイスの実施や家族や地域住民が認知症に関する
知識を習得・情報交換する場の提供を行う等、認知
症ケアの向上推進を図ります。

管理区分 担当課・室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み 評価

6-3-2（2） 認知症初期集中支援チームの設置

P70 認知症の人やそ家族に早期に関わる「認知症初集
中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向
けた支援体制を構築します。

管理区分 担当課・室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み 評価

6-3-2（3） 認知症地域支援推進員の配置

P70 認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護
サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るた
めの支援や認知症の人やその家族を支援する相談
業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、医療
と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築
を図ります。

管理区分 担当課・室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【進捗状況】
①認知症ケアパスを作成し、ホームページで公表す
るとともに、窓口配布を行いました。また、要援護
者見守りネットワーク構成員や介護支援専門員へも
配布し、活用を図りました。
②近隣市町の情報収集を行い、支援体制について内
部で検討しましたが、具体案作成には至りませんで
した。
【今後の方針・対応策】
①認知症ケアパスを定期的に見直し、引き続き普及
啓発を行い、積極的活用を推進していきます。
②引き続き近隣市町等の取組みについての情報収集
を行い、具体的な取り組みの検討を行います。

【進捗状況】
東部ブロック運営会議にて近隣市町の取り組み状況
を確認し、内部で検討しました。
【今後の方針・対応策】
引き続き、認知症初期集中支援チームの設置に向け
て情報収集と具体的な内容の検討を行い、関係機関
と調整します。

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【進捗状況】
①認知症地域支援推進員の配置のための養成研修を
地域包括支援センターの保健師2名が受講しました。
②認知症地域支援推進員活動計画案を作成し、内部
検討を行いました。
【今後の方針・対応策】
①引き続き認知症地域支援推進員の配置のための養
成研修を地域包括支援センター職員が順次受講し、
推進員の養成を図ります。
②引き続き情報収集を行い、地域における支援体制
について検討し、活動計画を作成します。

Ｂ

Ｂ

認知症対策を推進します

Ｂ

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■認知症ケアパス（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）の作成、普及啓発活動の実施
■認知症の人とその家族に対する支援
体制構築
①認知症ケアパスの作成、ＨＰで公
表、窓口配布
②認知症の人とその家族に対する支
援体制構築のため近隣市町の情報収
集

【27年度の最終目標】
■認知症初期集中支援チームの設置
に向け関係機関と調整
①近隣市町におけるチーム員の構
成、設置機関、設置時期等について
の情報収集、検討

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

【27年度の最終目標】
■認知症地域支援推進員の配置
■認知症地域支援推進員活動計画
（案）作成
①認知症地域支援推進員の配置のた
めの養成研修を地域包括支援セン
ターの職員が順次受講
②認知症地域支援推進員活動計画
（案）の作成

認
知
症
施
策
の
推
進

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－ 進行管理表（最終評価）

施策名 介護保険サービスの充実 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

7-3-1（1） 新たな施設整備

P74 要介護認定者の増加及び居住系ニーズに対応し、
在宅生活が困難な方の地域生活の継続を支援する
ため、地域的偏在やサービスの質の向上等に留意し
ながら、平成28年度に地域密着型介護老人福祉施
設の整備を、平成29年度に介護老人福祉施設の整
備を進めていきます。

管理区分 担当課・室 担当名

充実 健康介護課 介護保険担当

【進捗状況】
①事業者からの相談に対して、随時、対応を実施し
ました。
②広域型の介護老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム）の具体的な整備計画案件（１か所100床）につい
て、介護保険事業計画に照らしての意見書を作成し
ました。

【今後の方針・対応策】
広域型介護老人福祉施設については、平成27年度に

新規整備計画が県の承認を受け、町事業計画の充足
数に達したことから、今後は整備に向けた指導を
行っていくとともに、地域密着型介護老人福祉施設
については、引き続き計画内容等に応じて、意見書
の作成等を行います。

進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【27年度の最終目標】
■事業者からの相談対応
■事業計画書の提出があった場合に
は計画内容等に応じて意見書の作成
①事業者からの相談

随時、対応を実施
②事業計画書の対応

特別養護老人ホームの整備計画に
対して、意見書の作成を実施

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

介護保険サービスの円滑な運営を図ります

Ａ

施
設
整
備
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【評価】

Ａ:計画通りに順調に取り組んできている（80％以上) 内容と期限がほぼ期待通りできている場合

Ｂ:概ね計画通りに取り組んできている (60％以上80％未満) 期待を下回る質の不良な内容か もしくは 期限よりも１０％以上遅れている場合

Ｃ:進捗に遅れがあるなど、順調でない (60％未満) 期待を下回る質の不良な内容で かつ 期限よりも１０％以上遅れている場合

Ｄ:取り組んでいない ( ０％)

施策名 地域福祉の推進 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

1-2-1（1） 地域交流サロンの推進

P35 在宅の高齢者の方が住み慣れた地域で生きがいを
持ち、健康で楽しい生活を送れるように、町と地域住
民とボランティアが協力して地域の交流サロンづくり
を推進します。

管理区分 担当室 担当名

充実 健康介護課 高齢者支援担当

施策番号 具体的な取り組み 評価

1-2-1（2） 地域敬老会の支援

P35 高齢者の方が参加しやすい地域敬老会の開催を
支援します。町は地域敬老会実施に関する相談や、
催し物などに関する情報提供を行うとともに、自治会
と意見交換を行い地域敬老会の内容の充実を図りま
す。

管理区分 担当室 担当名

充実 健康介護課 高齢者支援担当

高
齢
者
の
居
場
所
の
整
備

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに） 進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【27年度の最終目標】
■各小学校区域内に３か所以上設
ける。(町内１４か所⇒１７か所以上)
①地区連絡会において、区長、自
治会長へ説明
②健康づくり自主活動団体への案
内、広報活動
③支援の充実（相談支援、全地区
アンケート調査、補助内容の見直
し検討）
④サロン連絡会を開催し意見交
換、情報交換の実施

Ａ

【進捗状況】
■27年度内に、新たに３か所の地域交流サロンが誕生
し、合計１７か所となった。
②サロンの活動事例を取材し、町ホームページに掲
載。12及び２月実施。
③運営方法についての相談に対応するほか、実施団
体の見学を実施するなど、開設に向けての支援を実
施。対象１団体
※①は上半期で実施済み
【今後の方針・対応策】
・サロン実施団体から運営方法や課題などについて
の意見を聴取し、支援方法の検討を行っていく。

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに） 進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【27年度の最終目標】
■７８自治会のうち、80％の自治会
での地域敬老会の開催（６３自治
会）
①地区連絡会において、区長、自
治会長へ説明
②開催地区への支援の充実（相談
支援、マニュアル、手引きの見直
し・更新、全地区アンケート調
査、補助内容の見直し検討）

平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－〔第６期〕 進行管理評価表（最終評価）

評 価 評 価 の 内 容

【進捗状況】
■６３地区・自治会において、地域敬老会が開催され、全
地区数に対して80.7％の開催率となった。
②全地区に対し、地域敬老会の開催に向けた課題、
意見のほか、独自の敬老事業の有無や概要等のアン
ケートを実施した。また、補助制度について、補助
内容の見直しを図った。
※①は上半期で実施済み
【今後の方針・対応策】
・地区・自治会の実情に応じた敬老会の開催に向け
た支援策の検討を行っていく。

地域の支え合いを強化します

記入例
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平成２７年度 みやしろ健康福祉プラン－高齢者編－〔第６期〕 進行管理評価表（最終評価）

記入例
施策名 高齢者の自立支援 基本目標名

施策番号 具体的な取り組み 評価

6-1-2（5） みやしろキラキラ体操の普及

P66 地域で手軽に介護予防を進めるために、町オリジ
ナルの健康体操「みやしろキラキラ体操」を、各種事
業等を通して紹介し、健康づくりの普及・啓発に努め
ます。

管理区分 担当室 担当名

新規 健康介護課 高齢者支援担当

介護予防を強化します

地
域
介
護
予
防
・
健
康
づ
く
り
支
援

27年度の達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに） 進捗状況（C・Ｄの場合、その理由）及び今後の方針・対応策

【27年度の最終目標】
■一次予防事業（ますます元気
塾）、二次予防事業（いきいき教
室）、みやしろ大学で講座内で実施
■交流サロン、健康づくり自主活動
団体に周知
①ますます元気塾の前期・後期で
実施。いきいき教室の春・秋・冬
コースで実施
②みやしろ大学の参加者に対して
指導を実施
③交流サロン、健康づくり自主活
動団体に対しDVD貸出しや、出前
講座を実施し周知

【進捗状況】
■各事業、みやしろ大学及び自主活動団体に対してキラ
キラ体操の指導を実施。
①ますます元気塾及びいきいき教室において、キラ
キラ体操の指導を取り入れ、実施。
②みやしろ大学の講義に取り入れ、製作者からの指
導を実施。
③自主体操団体に対して、出前講座における体操指
導の内容にキラキラ体操を取り入れ、指導を実施。
【今後の方針・対応策】
様々な機会を捉えて、キラキラ体操の周知を行って
いく。
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