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第７期計画を振り返るにあたって 

 

「第７期直方市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（以後、第７期計画

という）」は平成 30年度から令和２年度までの３か年計画です。団塊の世代が

75歳以上となる 2025年を見据えつつ、「地域でささえあう 高齢者が健康で安

心して暮らせるまちづくり」を基本理念とし下記に挙げる３つの視点と３つの

基本目標から構成されています。 

   

  【基本理念の３つの視点】 

ささえあい…地域との連携・協働 

元気な高齢者が「支え手」として活躍できる 

健康   …高齢者の社会参加 

生きがい・役割づくり 

医療・介護の連携 

安心   …地域包括ケア体制の充実・強化 

介護サービス・生活支援サービス・住まいの確保 

認知症施策 

 

  【３つの基本目標】 

基本目標 ささえあい 健康 安心 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 ○ ○ ○ 

基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり ○ ○  

基本目標３ 地域で高齢者を支えるまちづくり ○  ○ 

 

第７期計画を振り返るにあたり最も本質的な評価となるのは、基本理念であ

る「地域でささえあう 高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくり」に計画

期間を通じてどれだけ近づくことができたかということです。 

本資料は「介護保険事業計画の策定に向けた「取組と目標」の的確な評価方

法に関する調査研究事業」の趣旨を踏まえつつ第７期計画計画策定時に設定し

た基本理念や基本目標の到達度を定量的に測定するための管理指標を用い、評

価を行うこととしました。 
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基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

地域包括ケアシステムは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できるよう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生

活支援」が切れ目なく一体的に提供される体制のことです。 

第７期計画の基本目標１「地域包括ケアシステムの深化・推進」で挙げられ

た下記５項目の「施策の方向」は地域包括ケアシステムの５つの構成要素に対

応しています。 

 

１．自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 「予防」「生活支援」 

２．在宅医療・介護の連携の充実  「介護」「医療」 

３．認知症施策と権利擁護の推進    「介護」「生活支援」 

４．地域包括支援センターの機能強化  「介護」 

５．高齢者が安心して住み続けられる住まいの充実 「住まい」 

 

 

１．自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

 【現状】 

本市では、介護予防活動を週に１回以上取り組む住民主体の自主活動団体の

普及啓発・推進を行っています。「いきいき百歳体操サポーター養成講座」を実

施し、立ち上げ支援として、介護予防に効果の高い「いきいき百歳体操」の DVD

の配布、必要な機材の貸与等を実施しています。また、継続支援として市内の

医療機関や介護事業所のリハビリテーション職員を自主活動団体に派遣し、体

力測定や運動指導を実施しています。実施団体は、のおがた元気ポイント登録

団体に参加することで、個人へのインセンティブとしてのおがた元気ポイント

事業を実施しています。 

 

 【課題】 

自主活動団体の参加者の多くは 75歳以上の後期高齢者が占めており、団体

のお世話役の後任不足や運営側の高齢化により活動の継続が困難になってい

る等の課題があります。また、活動場所を確保できないことや住んでいる地区

ごとに参加できる場が限られることがある等の課題もあります。近場で誰でも

参加できる通いの場を充実させる必要があります。 
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２．在宅医療・介護連携の充実 

 【現状】 

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

暮らしを人生の最期まで続けていくためには、居宅等において提供される訪問

診療等の在宅医療の提供等、医療・介護の双方向からの連携が欠かせません。

本市では、直方鞍手医師会と連携し、医療・介護関係者による多職種連携の仕

組みづくりや地域の医療・介護機関との連携による生活支援等の取り組みを推

進しています。 

平成 30年度には、直方鞍手医師会管内の各病院の連携室と地域包括支援セン

ター三職種による意見交換を行い、支援が必要な高齢者についての情報提供す

ることで入退院時の円滑な支援を実施することがでました。また、退院支援と

して、本人・家族・病院連携室職員・理学療法士・介護支援専門員が立会いの

もと、家屋調査や退院後の在宅生活の見通しについて共有し主治医との連携を

図ることで、円滑な支援を実施することができた事例もありました。 

 

 【課題】 

平成 30年度から市民、医療・介護従事者向けに直方市の医療・介護資源を

インターネットで検索し把握できるシステムを運用していましたが、アクセス

数が低いことから運用を中止し、見直しを検討することとなりました。 

医療・介護が必要な高齢者を支援するための在宅医療・介護の資源や医療ケ

アが必要な高齢者が入所できる施設の情報把握が十分でない場面があり、円滑

な支援を実施するために必要な情報共有の仕組みを構築することが課題とな

っています。また、入退院支援について、各医療機関によって必要な情報等が

異なるため、円滑な支援が行き届きにくい点も課題となっています。 

訪問診療等の日常の療養支援については、人材不足が課題となっていること

に加え、関係職種等の教育・研修の場を設ける等、全体の資質向上のための取

り組みも必要です。 

 

  



- 4 - 

 

３．認知症施策と権利擁護の推進 

【現状】 

認知症への理解を深めるための普及啓発事業として認知症サポーター養成講座

や SOSネットワーク模擬訓練を実施しています。地域において、いまだ支援を受け

ずに困っている認知症の人へ、認知症地域支援推進員等を中心とした企画活動やそ

の他地域活動、認知症カフェ等を実施し、気軽な相談の場の提供や早期発見のため

の支援を行っています。支援が必要な方に対しては、認知症専門医を含む認知症初

期集中支援チームを招集し速やかに対応を行っています。 

認知症の人が自らの意思に基づきその住み慣れた地域で安心した生活を継続す

るために、認知症の人本人の意向を伺う機会を創出すると共に、一定数の確保が成

されている認知症サポーターの対応力向上のためのステップアップ講座を企画・実

施し、専門職と共により質の高い見守りを行うチーム（チームオレンジ）の編成を

目指しています。 

また、警察署や消費生活センターと連携し、高齢者の暮らしを守るための活動や

情報提供を行っているほか、高齢者虐待の対応・相談窓口の住民への周知徹底、早

期発見・見守り、介護サービス従事者向けの研修やストレス対策の実施等、関係機

関と連携して取り組んでいます。 

 

  平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 評価 

認知症サポーター数（人） 
目標値 - 6500 6600 6700 

○ 
実績 6328 7005 7432 7832 

※表中の令和２年度の数値は５月末時点のもの（以降、同様） 

 

 【課題】 

認知症サポーター数は第 7期計画で設定した目標値を上回って増加していま

すが、認知症サポーター養成講座は福祉事業所や学校関係者向けの開催機会が

多いため、一般市民向けや民間事業所（販売などのサービス業や金融関係、公

共交通関係等）向けなど裾野を広げていくことが課題となっています。 

権利擁護の推進については、日常的な支払い手続きや金銭管理ができなくな

り始めた高齢者にとって、日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用のハー

ドルが高いことが課題となっています。「終活」に関する相談や今後の生活に不

安を抱えて相談に訪れる高齢者に対し、手段や制度を案内できるような支援が

必要です。 

高齢者虐待や権利擁護について定期的な普及啓発ができていないため、今後

取り組む必要があります。 
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４．地域包括支援センターの機能強化 

【現状】 

身近な相談窓口として、日常生活圏域ごとに在宅介護支援センターを４カ所設置

しています。 

地域包括支援センターにて総合相談事業、権利擁護事業、包括的・継続的マネジ

メント支援事業・介護予防ケアマネジメント事業、在宅医療・介護連携の推進、認

知症施策の推進、地域包括ケア会議の推進、生活支援サービスの体制整備について

市との連携のもと、行っています。 

 

 平成 29年度 令和元年度 

地域包括支援センター相談実件数（件） 2181 2426 

地域包括支援センター相談延件数（件） 6455 7788 

介護支援専門員への日常的個別指導・相談等（回） 593 436 

介護支援専門員のケアプランの振り返り支援（回） 879 700 

地域の介護支援専門員との情報共有及び助言（回） 502 496 

近隣地域含めた介護支援専門員の勉強会への参加（回） 10 12 

地域ケア会議の開催回数（回） 24 33 

地域ケア会議の事例件数（件） 130 193 

 

【課題】 

地域包括支援センターでの相談件数は増加していますが、病院や診療所から介護

申請をした方がよいと言われて地域包括支援センターの総合相談窓口に来られた

場合でも、入院直後で今後の経過が分からないため介護申請に至らなかった等のケ

ースが発生しており、医療関係者に地域包括支援センターの総合相談の役割を周知

していく必要があります。 

地域包括支援センターでの相談時に施設の情報が不足していると感じるケース

があり、市内の施設情報について取りまとめる等情報共有の仕組みを作る必要があ

る他、事業者間の横のつながりをつくることも重要です。 

包括的・継続的介護予防ケアマネジメントを実施した際、資源活用の提案をして

も、サービス重視の利用者が多く資源活用に繋がらないケースが多くあります。住

民への普及・啓発等を強化する必要があります。 

  



- 6 - 

 

５．高齢者が安心して住み続けられる住まいの充実 

【現状】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくためには、日常生活の大半を過ごす「住

まい」の整備は欠かせません。多様化する介護ニーズに対応し、可能な限り在宅で

の生活を継続することができるよう、医療・介護連携をはじめ、「まちづくり」の

一環として様々な取り組みや支援を行っています。施設・居住系サービス等の基盤

整備や住宅改修の必要な費用を補助する助成制度を実施しています。 

 

【課題】 

  住みよか事業（住宅改修支援）について、財政難による支援不足が課題となって

います。 
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基本目標２ 高齢者が健康で活躍できるまちづくり 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、本市の高齢者のうち

86.4％は健康についての記事や番組に関心があると回答しており、多くの高齢

者が自分の健康に大きな関心をもっていることが分かります。 

一方で、主観的健康感が「とてもよい」「まあよい」と回答した高齢者の割

合は前回調査から 0.9ポイント減少し 72.1％となっています。第７期計画で設

定した目標値の 76.1％を 4.0ポイント下回る結果となりました。 

 

健康について「とてもよい」「まあよい」と回答した人の割合 

 

  平成 29年度調査 令和元年度調査 評価 

健康について「とてもよい」「ま

あよい」と回答した人の割合 

目標値 - 76.1％ 
× 

実績 73.0％ 72.1％ 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 

  

とてもよい

8.9%

まあよい

63.2%

あまりよく ない

18.2%

よく ない

3.4%

無回答

6.3%

(n= 3976) 
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１．健康づくりの推進 

【現状】 

 特定健診やがん検診の受診促進や「8020運動」の推進等を行っている他、健康

寿命の延伸を目指して生涯学習活動や生涯スポーツ・レクリエーション事業を実施

しています。医療技術の発展等により平均寿命が伸びている中、高齢者が健康で活

躍できる社会を実現するためには介護等が必要となってから亡くなるまでの期間

をできるだけ短くする必要があります。 

 

 

特定健診及びがん検診受診率 

 

 平成 29年度調査 令和元年度調査 

口腔機能低下者の割合 35.0％ 24.6％ 

低栄養リスク者の割合 7.4％ 1.7％ 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 

【課題】 

 特定健診の受診率は増加傾向となっていましたが、令和元年度は減少に転じまし

た。がん検診の受診は平成 22年度以降、横ばいで推移しており、全体の１割程度

となっています。受診を促進するための啓発等を継続して行う必要があります。 

 口腔機能低下者および低栄養リスク者の割合は平成 29年度から大きく減少して

います。今後も継続して取り組みを実施することが重要です。 

  

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

特定健診受診率 14.8 17.2 20.3 21.2 22.8 23.4 27.7 29.9 35.2 33.1

がん検診受診率 9.2 9.7 9.2 8.8 8.9 9.8 9.2 9.2 9.3 9.3

14.8
17.2

20.3 21.2
22.8 23.4

27.7
29.9

35.2
33.1

9.2

9.7 9.2 8.8 8.9 9.8 9.2 9.2 9.3 9.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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２．生きがいづくり活動の推進 

【現状】 

 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果によると、主観的健康観が良好な

人ほど各リスク者の割合が低い傾向にあることが分かります。心身の健康を保持す

るため、生涯学習活動やのおがた元気ポイント事業、障がいスポーツ・レクリエー

ション事業など高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進するための取り組みを

実施しています。 

 

主観的健康観別各リスク者の割合 

 平成 29年度調査 令和元年度調査 

スポーツ関係のグループやクラブに週１回以上参

加している高齢者の割合 
13.2％ 13.7％ 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 

  

1.7 

16.1 

6.5 

0.6 

6.5 

17.2 

5.9 

16.1 10.0 28.7 

13.5 

1.0 

18.6 

35.9 

12.4 

33.9 

38.4 

50.6 

27.9 

3.3 

46.4 

55.4 

27.4 

67.0 

66.4 

61.9 

47.8 

9.7 

59.0 

62.7 

55.2 

82.8 

 -

 100.0

運動器の機能

低下者

転倒リスクあり

閉じこもり傾向

あり

低栄養リスク者

口腔機能低下

者

認知機能低下

者

IADL低下者

うつ傾向あり

とてもよい(n=354) まあよい(n=2512) あまりよくない(n=724) よくない(n=134)
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 平成 29年度調査 令和元年度調査 評価 

主観的健康観が良好な高齢者の割合
※２

 
目標値 - 76.1％ 

× 
実績 73.0％ 72.1％ 

主観的幸福感が良好な高齢者の割合
※３

 
目標値 - 93.0％ 

× 
実績 91.5％※１ 88.8％ 

地域活動に参加する高齢者の割合※４ 
目標値 - 14.0％ 

○ 
実績 12.9％ 24.8％ 

※１
調査票の設計が４段階（平成 29年度調査）から 0～10の 11段階（令和元年度調査）に変更されている点に注意。

 

※２
ニーズ調査より、現在の健康状態につて「とてもよい」もしくは「まあよい」と回答した人の割合。 

※３
ニーズ調査より、現在の幸福度について８点以上と回答した人の割合。 

※４ニーズ調査より、ボランティアのグループまたは趣味関係のグループ、学習・教養サークルのいずれかに月１回以上参加

している人の割合。 

 

【課題】 

  スポーツ行政、体育協会、協会加盟団体、高齢者福祉等が主催する各種教室が開

催されていますが、各主催間での連携が不足している点が課題です。また、スポー

ツ推進委員の活動によるニュースポーツの普及促進などに取り組んでいるものの、

参加者が少なく、各種教室等の参加に関する周知方法や運動の習慣が無い人に対し

ていかにアプローチするかが課題となっています。 
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３．高齢者の社会参加・働く場の充実 

【現状】 

 高齢者の社会参加や働く場の充実を目指し、老人クラブ活動への支援やシルバー

人材センターの加入推進・助成、高齢者の就労促進等の取り組みを実施しています。 

 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

シルバー人材センター会員数（人） 336 338 341 345 

 

【課題】 

   本市の高齢者人口は増加傾向ですが、就労年齢の高齢化やライフスタイルの多様

化等の影響もあり、老人クラブの会員数は減少傾向となっています。今後、高齢者

人口はピークを迎え減少に転じることが見込まれていることからも、会員数の減少

や担い手不足等の課題がさらに深刻となることが懸念されます。 

   また、ホームページの作成や会報の発行等を行っていないクラブもあり、活動内

容や参加方法等の情報が届きにくいことも課題です。各クラブ等と連携を取りなが

ら、市民に向けて情報発信するための支援等を検討する必要があります。 

   会員数の伸び悩みについてはシルバー人材センターも同様ですが、企業が構成者

雇用を積極的に行っている影響もあり、一概に会員数を増やす取り組みを行うこと

が重要とは言えません。 
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基本目標３ 地域で高齢者を支えるまちづくり 

 

本市では、第７期計画において「地域で高齢者を支えるまちづくり」を実現するた

め、地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進、高齢者福祉サービスの充実、家族

介護者への支援、高齢者を支える担い手づくり、安心・安全なまちづくりの取り組み

を実施してきました。 

 

１．地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

【現状】 

 少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域社

会を取り巻く環境の変化等により、住民の抱える福祉ニーズが多様化、複雑化して

きています。本市においても、国の示す指針に基づき各関係部署との連携のもと、

身近な地域コミュニティで市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制

づくりを進めています。また、育児・介護・障がい・貧困・ダブルケア等の多様化

した課題を総合的な相談支援体制づくりに努めています。各係で相談等を受け付け

た際に、他部署への案内を行うなど連携をとっています。 

  

 【課題】 

   身近な地域コミュニティで市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体

制づくりについて、マイクロバスを用いた買い物支援の実例などはありますが、市

民が主体的に解決を試みる体制づくりは十分には進んでいないと言えます。 

   総合的な相談支援体制づくりでは、防災・地域安全課、公共交通係等との連携に

課題があり、改善の取り組みを検討する必要があります。 
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２．高齢者福祉サービスの充実 

【現状】 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、安全確保や緊急時の

対応、地域住民と交流する機会を視野に入れたまちづくりを進めています。 

 ひとり暮らしの高齢者に対し、緊急通報装置の貸し出しを実施している他、配食

サービスや安否確認・災害時支援のための「ひとり暮らしリスト」を活用した見守

りの取り組みを実施しています。 

 

【課題】 

 高齢独居世帯の増加に伴い、緊急通報装置の貸し出し事業について利用者が増加

しています。平成 30年度に自己負担の見直しを実施しましたが、対象者を狭めず

に事業を継続するため、IOTの活用や利用者負担の増および負担対象者の範囲拡大

を検討する必要があります。 

 見守りを兼ねた配食サービスを実施していますが、実施世帯数が増加傾向となっ

ています。制度の維持・継続のため、対象世帯等の条件の見直しを検討する必要が

あります。 

 安否確認・災害時支援のための「ひとり暮らしリスト」を活用した見守り活動に

ついて、民生委員の戸別訪問を実施しているため、高齢者のみの世帯が増加してい

る本市において、今後、更に負担が増す可能性があります。 

 

 

３．家族介護者への支援の充実 

【現状】 

介護用品給付（介護自立支援事業）、SOSネットワークおよび事前登録を実施し

ています。 

働きながら介護を行う家族等の相談に応じて適切な対応方法を提案しています。

また、認知症については、市内のボランティア団体等と協働して相談支援を実施し

ています。 

 

 平成 29年度 令和元年度 

直方市高齢者等 SOSネットワーク見守り登録件数（件） 60 75 

 

 平成 29年度調査 令和元年度調査 

今後も仕事と介護の両立を「問題なく続けていける」

と回答した人の割合 
24.8％ 32.2％ 

在宅介護実態調査より 
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【課題】 

   介護自立支援事業として、在宅の介護 3以上で寝たきり度ランク Bの非課税高齢

者に対し、介護保険料の区分により 3,000円～6,000円のおむつの現物給付を行っ

ていますが、地域支援事業枠での事業実施について廃止・縮小の検討が求められて

います。 

   認知症高齢者やその家族が安心して住み慣れた地域で生活を続けるため、SOSネ

ットワークおよび事前登録を実施していますが、よりメリットの高い事前登録制度

とするためにも多くの人に対して登録を促す仕組みを検討する必要があります。 

 

 

４．高齢者を支える担い手づくり 

 

【現状】 

 直方市社会福祉協議会、直方市民生委員・児童委員協議会、直方市老人クラブ、

直方市自治区公民館、NPO法人やボランティアグループ、家族や近隣団体との連携

のもと、住民主体の組織活動やボランティア活動を支援し、多様なサービスの提供

を実施し、高齢者の介護予防と生きがいづ くりに寄与する活動の充実を図ってい

ます。 

 

 

 【課題】 

   介護従事者の人材不足が大きな課題となっています。 

   また、老人クラブの会員数の減少や担い手不足等により、活動の継続が困難とな

る等の課題もあります。 

   市内の各自治区公民館では個別に活動を行っており、自治区間での連携を図るこ

とも必要です。 

   市内で活動しているボランティア団体について、組織的に運営されているのか不

明であり、ヒアリング等を実施して活動状況を整理する必要があります。 
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５．安全・安心なまちづくり 

 

【現状】 

第７期計画期間中には本市を含む地域で局地的な大雨による被害が発生するな

ど各地で自然災害が頻発しており、市民の不安感は高まっています。 

地震や豪雨による水害、土砂災害などが発生時の対策として、地域において要配

慮者を支援する体制（自主防災組織等）の整備や庁内の関係部署と連携し避難行動

要支援者名簿の作成、福祉避難所の確保など、災害発生時の救援・避難体制を作っ

ています。 

また、高齢者を狙った犯罪も増加傾向にあることから、本市では高齢者の消費者

被害の防止や対処のため、直方警察署や消費生活センターと連携し、老人クラブや

民生委員等に対し情報共有を行っています。 

  

 

 平成 29年度調査 令和元年度調査 

災害対策の推進に関する満足度評価 0.08 -0.11 

交通安全・防犯対策の推進に関する満足度評価 0.22 0.19 

 直方市のまちづくりのための市民意識調査より 

 

 【課題】 

   令和元年 11月に実施した「直方市のまちづくりのための市民意識調査」では、

災害対策の推進に関する満足度が-0.11ポイント、交通安全・防犯対策の推進に関

する満足度が 0.19ポイントとなっており、平成 29年に実施した同調査と比較して

数値が低下しています。 

多様化する特殊犯罪に対応するため、警察署等とのさらなる連携のもと、最新の

犯罪手口に関する情報を共有する必要があります。また、高齢者や子どもが巻き込

まれる事故等を防止するため、警察署・交通安全協会等との連携をさらに進める必

要があります。 

   災害が発生しやすい河川流域地区や土砂災害警戒区域と、その他の地域での防災

に対する意識格差があり、市民に対し、災害に対する正しい知識の普及・啓発を継

続して推進する必要があります。 
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第７期計画での目標指標と評価 
 

 

【目標指標】 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 評価 

自主活動団体（毎週１回開催）

登録団体数（団体） 

目標値 - 20 25 30 
× 

実績 3 7 12 12 

のおがた元気ポイント参加登

録団体数（団体） 

目標値 - 220 230 240 
○ 

実績 218 226 243 243 

地域における資源の掘り起こ

し件数（件） 

目標値 - 150 200 250 
○ 

実績 186 212 252 252 

生活支援コーディネーターが地域の会

議等に参加した回数（回） 

目標値 - 20 32 40 
○※５ 

実績 36 63 77 0 

※５コロナウイルス感染症の影響による会議自粛等の影響を考慮 

 

【評価】 

「のおがた元気ポイント参加登録団体数」「地域における資源の掘り起こし件

数」「生活支援コーディネーターが地域の会議等に参加した回数」については目

標を上回っているものの、「自主活動団体登録団体数」は目標値を下回りました。

ただし、「自主活動団体登録団体数」は平成 29年度から４倍に増加しており、

第８期計画期間での達成は十分可能であると考えます。 

 

 

【目標指標】 

 平成 29年度調査 令和元年度調査 評価 

主観的健康観が良好な高齢者

の割合 

目標値 - 76.1％ 
× 

実績 73.0％ 72.1％ 

主観的幸福感が良好な高齢者

の割合 

目標値 - 93.0％ 
× 

実績 91.5％ 88.8％ 

地域活動に参加する高齢者の

割合 

目標値 - 14.0％ 
○ 

実績 12.9％ 24.8％ 

認知機能低下がみられる高齢

者の割合 

目標値 - 42.2％ 
○ 

実績 46.2％ 39.1％ 

閉じこもりリスクのある高齢

者の割合 

目標値 - 13.2％ 
× 

実績 19.2％ 17.2％ 
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【評価】 

「地域活動に参加する高齢者の割合」「認知機能低下がみられる高齢者の割

合」については目標値を達成しています。特に「地域活動に参加する高齢者の

割合」は目標値が 14.0％であったのに対して実績値が 24.8％となっており、

目標値を大幅に上回っています。「閉じこもりリスクのある高齢者の割合」は

目標値を下回ったものの、前回調査結果（19.2％）からリスク者の割合が減少

しており、着実な成果が出ているとも言えます。 

「主観的健康感が良好な高齢者の割合」「主観的幸福感が良好な高齢者の割

合」は目標値を下回ったものの、本市の高齢者は主観的健康感、主観的幸福感

ともに高い水準を維持しており、第８期計画期間中もこの水準を維持、向上で

きるよう取り組んでいきたいと考えています。 

 

 

【目標指標】 

 平成 29年度調査 令和元年度調査 評価 

要介護・要支援認定率 

（第 1号被保険者） 

目標値 - 21.2％ 
○ 

実績 20.6％ 20.6％ 

要介護 1・要介護 2 の認定率 
目標値 - 8.3％ 

× 
実績 8.4％ 9.0％ 

要支援 1・2 認定者の維持改善

率 

目標値 - 61.8％ 
× 

実績 58.9％ 57.5％ 

 

【評価】 

要介護・要支援認定率（第１号被保険者に占める要介護・要支援認定者の割

合）は平成 29 年度と同水準に維持できているものの、要介護１・要介護２の

認定率が若干上昇したことで目標値を上回っています。これは要支援１・要支

援２認定者の維持改善率が目標に至らなかったことも要因のひとつとして考

えられます。 


