
4 3 2 1

7 22 5 2 36 29

6 8 3 0 17 13

1 14 2 2 19 16

（２）住み慣れた地域で安心して暮らし続ける 4 58 2 0 64 52

3 4 0 0 7 7

0 10 0 0 10 10

0 9 0 0 9 7

1 12 0 0 13 7

0 23 2 0 25 21

（３）利用者の自立を支える介護保険サービスの安定した提供 1 26 2 0 29 24

1 12 1 0 14 13

0 14 0 0 14 10

0 0 1 0 1 1

12 106 9 2 129 105

３－1　わかりやすく、よりよい介護保険サービスを提供するしくみづくり

３－２　健全な介護保険制度運営のしくみづくり

３－３　介護保険施設の適正な配置と運営のしくみづくり

合計

１－２　生きがいを持ち自立して生活するために

２－１　安全で権利が尊重される生活のために

２－２　認知症になっても安心して生活を続けるために

２－３　安心して介護を行うために

２－４　心身ともに自立した健康な暮らしのために

２－５　在宅で安心して暮らし続けるために

１－１　地域のみんなで支えあうために

事業の柱／取組
平成29年度評価

取組
評価数

取組
数

（１）地域で生きがいを持ち、活き活きと暮らす

 

八王子市高齢者計画・第 6期介護保険事業計画における 

平成 29年度事業評価及び総合評価の結果について 

 

１．趣旨 

 八王子市高齢者計画・第 6期介護保険事業計画（平成 27～29年度）における、第 4章「施

策の展開」に掲げる取組について、進捗を確認するとともに各事業所管においてそれぞれ評

価を行う。 

 

２．評価基準 

4：事業活動を計画以上に実施することができた  3：事業活動を計画どおり実施した  

2：事業活動が計画よりやや下回った  1：事業を執行しなかった（できなかった） 
 

※ 全庁で統一した基準で実施している「事務事業評価（行政評価）」の評価基準に合わせて

実施。 

 

３．施策項目別総括評価 

 （１）平成 29年度評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－２ 

平成３０年１０月１２日 

八王子市社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 



 

4 3 2 1

7 23 6 0 36 29

6 9 2 0 17 13

1 14 4 0 19 16

（２）住み慣れた地域で安心して暮らし続ける 6 59 1 0 66 52

2 4 1 0 7 7

1 9 0 0 10 10

1 8 0 0 9 7

2 13 0 0 15 7

0 25 0 0 25 21

（３）利用者の自立を支える介護保険サービスの安定した提供 1 27 2 0 30 24

1 13 1 0 15 13

0 14 0 0 14 10

0 0 1 0 1 1

14 109 9 0 132 105

３－1　わかりやすく、よりよい介護保険サービスを提供するしくみづくり

３－２　健全な介護保険制度運営のしくみづくり

３－３　介護保険施設の適正な配置と運営のしくみづくり

合計

１－２　生きがいを持ち自立して生活するために

２－１　安全で権利が尊重される生活のために

２－２　認知症になっても安心して生活を続けるために

２－３　安心して介護を行うために

２－４　心身ともに自立した健康な暮らしのために

２－５　在宅で安心して暮らし続けるために

１－１　地域のみんなで支えあうために

事業の柱／取組
総合評価

取組
評価数

取組
数

（１）地域で生きがいを持ち、活き活きと暮らす

 （２）総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取組評価数は取組を実施した所管の数、取組数は第 4章「施策の展開」に掲げる取組の数

を示しているため、一つの取組を複数の所管が実施した等の理由により数が合致しない場合

がある。 



27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

1
地域交流サロンの支援 高齢者いきいき課

地域で自主的に運営されている
「ふれあい・いきいきサロン」に対
し、社会福祉協議会と連携して
運営の支援を行います。また、
地域の高齢者が気軽に参加で
きる場の新規立ち上げについて
も支援を行います。

105サロン
（平成27年
3月）

拡充 拡充 拡充 

140サロン
運営の手引作成
常設サロンの設
置

ボランティ
アセンター
（社会福祉
協議会）

サロン数
108団体

常設サロン
5団体

4

高齢者の居場所づくりに向け空白地帯を
なくすべく、ふれあい・いきいきサロンも
順調に申請が増えている。
また、常設サロンを公募し、5団体が選定
され、より充実が図れている。

サロン数
132団体

※常設サロンは一般介護
予防サロン（事業No.94-1）
に移行

4

高齢者の居場所づくりに向け空白地帯を
なくすべく、ふれあい・いきいきサロンも
市の予想を上回るペースで申請が増え
ている。
また、一般介護予防サロンを公募し、15
団体が選定され、より充実が図れてい
る。

サロン数　145団体
4

計画数を上回る新規申請
の申し込みがあった。 4

計画数を上回る新規申請
の申し込みがあった.

2
地域包括ケアシステムの
周知【新規】

高齢者福祉課

高齢者が住み慣れた地域で、安
心して住み続けることができるよ
う、医療・介護を切れ目なく提供
する地域包括ケアシステムにつ
いて、市民の認知と理解を広げ
るための周知活動を行います。

新規事業
開始 拡充 拡充 

広報やホーム
ページでの市民
への周知

医師会な
ど

地域包括ケアシステムを構
成する各事業について個
別に周知

3

地域包括ケアシステムを構成する各事
業について周知するのみで、直接的な
（地域包括ケアシステムとは等）周知は
行っていない。

・市職員向け研修の開催
（参加者：94名）
・広報特集号の発行（1月
15日号）
・普及啓発にかかるシンポ
ジウムの開催（参加者：173
名）

3

・地域包括ケアシステムの庁内職員向け
研修を実施
（8月29日）
・広報「地域包括ケアシステム特集号」を
発行
（1月15日号）
・地域の助け合いの取り組み推進を目的
としたシンポジウムを市民活動協議会と
の共催で開催
（1月27日）

・広報特集号の発行
（12月15日号）
・普及啓発にかかる
シンポジウムの開催
（2月2日）
・出前講座「地域包括
ケアシステムってな
に？」を実施（平成29
年度実績4件）

3

広報やシンポジウム等を
通じて市民向け普及啓発
を幅広く行うとともに、新た
に出前講座「地域包括ケア
システムってなに？」を実
施している。

3

広報やホームページ、各種
研修や講座等の多様な機
会を捉えて普及啓発を行っ
ている。

3
八王子市社会福祉協議
会への支援

福祉政策課

市民と協働して地域福祉、高齢
者福祉を進めている社会福祉協
議会の活動を支援します。特に
社会福祉協議会が運営し、地域
住民が参画して共助を推進する
「地域福祉推進拠点」の設置・運
営を支援します。

運営費を助
成
平成26年
12月に1か
所目を開設

拡充 拡充 拡充 

地域福祉推進拠
点を平成30年度
までに15か所

社会福祉
協議会、町
会・自治
会、NPO、
ボランティ
アなど

災害ボランティアリーダー
養成事業をはじめ、社協の
重点事業である地域福祉
推進拠点等、市民との協働
事業の充実を図った。

3

地域福祉推進拠点の事業の充実など、
社会福祉協議会に補助することで地域
福祉の推進に寄与できたため。
一方、27年度中に新規で拠点開設がで
きなかったため。

地域福祉推進拠点石川に
おいて、学習会9回、講座
14回、介護予防教室計50
回を実施した。またコミュニ
ティカフェ「かたらいカフェ石
川」の運営補助を行った。
さらに情報提供を目的にか
たらいニュースの発行を4
回行った。
また地域福祉推進拠点川
口の開設に向けて準備を
行った。

2

地域福祉推進拠点石川の事業充実・拡
充をはじめ、地域福祉活動の推進を図る
ことができた。
また平成29年度には支えあい推進課を
新設し、社協内部の事務局体制を強化
することで、より事業実施体制を充実さ
せることができたため。
一方、地域福祉拠点川口の開設時期が
当初予定より遅れ、平成29年4月となっ
てしまったため。

地域福祉推進拠点石
川、地域福祉推進拠
点川口において、そ
れぞれ講座・学習会
を含め石川では35
回、川口では3回実施
（29年度8月末現在）

3

地域福祉推進拠点石川、
また平成29年4月に開設し
た地域福祉推進拠点川口
において事業充実に努め、
地域福祉の推進を図ること
ができた。

3

平成30年に地域福祉推進
拠点浅川、大和田を開設
するとともに、既存の石
川、川口拠点の事業充実
に努め地域福祉の推進を
図ることができた。

4

「高齢者等の見守りガイド
ブック」の活用【掲載新
規】

高齢者いきいき課

都が作成した「住民の皆さんの
ための高齢者等の見守りガイド
ブック」を活用し、地域における
見守りの必要性や見守りのポイ
ントなどの出前講座を行います。

開催回数4
回
受講者数
115人
（平成26年
度12月末）

継続 継続 継続 
各圏域で1回以上
講座を開催する

開催回数4回
受講者数111人 3

4圏域で講座を開催することができた。今
後も地域での見守りが進められるように
意識啓発に努めるとともに、センターを中
心とした関係者の連携ネットワークづくり
を進める。

開催回数4回
受講者数124人 3

4圏域で講座を開催することができた。今
後も地域での見守りが進められるように
意識啓発に努めるとともに、センターを中
心とした関係者の連携ネットワークづくり
を進める。

開催回数　2回
受講者数　40人 2

講座の開催は1圏域のみ
にとどまったが、今後は地
域包括支援センター定例
会やシニアクラブ・サロン
の説明会で周知をしてい
く。

2

目標としていた各圏域での
１回以上の開催ができな
かったため。

5

シルバーふらっと相談室・
シルバー見守り相談室の
運営【掲載新規】

高齢者いきいき課

高齢者の孤立防止を目的に、高
齢者の生活実態の把握や、高
齢者あんしん相談センターと連
携して高齢者に対する見守りを
行う相談室を運営します。
　また、地域のつながりが希薄
かつ高齢化率が高く、高齢者見
守りの拠点が不足しがちな地域
を中心に相談室を増設します。
設置形態は、地域特性や高齢
者あんしん相談センターとの距
離など、状況を考慮して決めて
いきます。

2か所（シ
ルバーふ
らっと相談
室館ヶ丘、
シルバー見
守り相談室
長房）

拡充 拡充 拡充 
2圏域に増設

地元町会・
自治会、民
生・児童委
員など

2ヶ所運営
見守り対象者名簿登録者
数
シルバーふらっと相談室
館ヶ丘 778名
シルバー見守り相談室長
房 1,129名

3

社会福祉士等の有資格者が、在宅生活
を送る一人暮らし高齢者、または高齢者
のみ世帯に積極的に訪問を行い、また
は相談室において話を聞くことにより、見
守りを行うと同時に、必要な各関係機関
と連携して対応した。

3ヶ所運営
見守り対象者名簿登録者
数
・シルバーふらっと相談室
館ヶ丘　792名
・シルバー見守り相談室長
房　1,175名
・シルバー見守り相談室中
野　93名

※シルバー見守り相談室
中野は平成28年7月に新
規開設

3

社会福祉士等の有資格者が、在宅生活
を送る一人暮らし高齢者、または高齢者
のみ世帯に積極的に訪問を行い、また
は相談室において話を聞くことにより、見
守りを行うと同時に、必要な各関係機関
と連携して対応した。

4ヶ所運営
見守り対象者名簿登
録者数
・シルバーふらっと相
談室館ヶ丘　877名
・シルバー見守り相
談室長房　1,423名
・シルバー見守り相
談室中野　145名
・シルバーふらっと相
談室松が谷　11名

※シルバーふらっと
相談室松が谷は平成
30年2月に新規開設

3

社会福祉士等の有資格者
が、在宅生活を送る一人
暮らし高齢者、または高齢
者のみ世帯に積極的に訪
問を行い、または相談室に
おいて話を聞くことにより、
見守りを行うと同時に、必
要な各関係機関と連携して
対応した。

3

2圏域に相談室を増設し
た。
また、社会福祉士等が一
人暮らし高齢者等の世帯
に積極的に訪問を行い、ま
たは相談室において話を
聞くことにより見守りを行う
と同時に、各関係機関と連
携して対応した。

6
地域での見守り体制づく
り

高齢者福祉課

地域ケア会議などを通じて、地
域での見守りについて意識啓発
に努めるとともに、民生・児童委
員、町会・自治会などの関係機
関及び高齢者あんしん相談セン
ターとの課題共有・連携づくりを
進めます。

高齢者あ
んしん相談
センターで
の地域ケア
会議の開
催回数151
回
（平成25年
度）

拡充 拡充 拡充 
継続

町会・自治
会、民生・
児童委員
など

地域ケア会議開催回数
127回 3

地域ケア会議等を通じて地域での見守り
についての意識啓発を行った。

地域ケア会議
開催回数
177回

3
地域ケア会議等を通じて地域での見守り
についての意識啓発を行った。

地域ケア会議
開催回数
189回

3

地域ケア会議等を通じて地
域での見守りについての
意識啓発を行った。

3

3年間で延493回実施した
地域ケア会議等を通じて地
域での見守りについての意
識啓発を行った。

7
見守りサービスの充実 高齢者福祉課

高齢者福祉電話、緊急通報シス
テムなどの見守りサービスの充
実を図ります。

福祉電話
利用者278
人
緊急通報
システム利
用者131人
（平成25年
度）

拡充 拡充 拡充 

福祉電話利用者
300人
緊急通報システ
ム利用者250人

高齢者電話相談利用者
255人
緊急通報システム利用者
183人

4

高齢者電話相談利用者は新規と廃止が
ほぼ同数で実績としては横ばいであった
が、緊急通報システムは利用者が増加し
ている。

高齢者電話相談利用者
243人
緊急通報システム利用者
179人

3

新規と廃止がほぼ同数で実績としては横
ばいであったが、通報数は27年度30件
に対し、28年度は48件と伸びており、高
齢者の安全確保につながった。

高齢者電話相談利用
者　212人
緊急通報システム利
用者　189人

3

数値目標は下回ったが、
必要とする高齢者が利用
できるように事業周知を
行った。

3

数値目標は下回ったが、継
続的な実施により、サービ
スを必要とする高齢者の安
全確保につながった。

8-1 見守り協定事業 福祉政策課

配達や訪問業務を行う民間事業
者との見守りに関する協定を結
ぶことにより、民間事業者が日
常業務において高齢者等の異
変に気付いた場合に、見守り専
用電話へ連絡を行う体制を整備
します。

協定締結
事業者数
15
（平成25年
度）

拡充 拡充 拡充 
協定締結事業者
数23

協定締結
事業者

3事業者と協定を締結し、
27年度末時点での締結事
業者は21事業者となった。

4

締結済事業者数は順調に推移しており、
6期計画中に目標を上回ると見込まれる
ため。

新規に6事業者と協定を締
結し、28年度末時点での締
結事業者は27事業者と
なった。

4
6期計画中の目標を達成し、事業者数の
拡充を図れたため。

4事業者と協定締結
4

4事業者と協定を締結し、
計31事業者となり、見守り
体制の拡充ができたため。

4

計画期間中の協定締結目
標8に対し、16の協定を締
結できたため。

8-2 見守り協定事業 高齢者福祉課

配達や訪問業務を行う民間事業
者との見守りに関する協定を結
ぶことにより、民間事業者が日
常業務において高齢者等の異
変に気付いた場合に、見守り専
用電話へ連絡を行う体制を整備
します。

協定締結
事業者数
15
（平成25年
度）

拡充 拡充 拡充 
協定締結事業者
数23

協定締結
事業者

通報受理件数26件
4

平成25年度16件、平成26年度18件、平
成27年度26件の通報受理。また、平成
27年度には救急対応により4名の生命保
護につながっている。

通報受理件数14件
4

平成26年度18件、平成27年度26件、平
成28年度14件の通報受理。また、平成
28年度には救急対応により4名の生命保
護につながっている。

通報受理件数　25件
4

平成27年度26件、平成28
年度14件、平成29年度25
件の通報受理。また、平成
29年度に救急対応により
生命保護につながった
ケースは3件あった。

4

民間事業者と協定を結ぶ
ことにより、安否がわから
ない高齢者の発見に一定
程度効果はあった。また現
在協定締結事業者数は27
事業者となり、目標を達成
することができた。

（１）

１－
１

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

①

②

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

9
地域と連携した見守り講
座の開催

消費生活センター

高齢者の安全・安心な消費生活
を確保するため、高齢者に接す
る機会の多い方などを対象とし
た高齢者見守り講座を充実さ
せ、消費者被害の防止に努めま
す。

高齢者対
応マニュア
ルの発行
民生・児童
委員向け
の講座開
催
（平成26年
度）
高齢者あ
んしん相談
センター職
員向けの
講座開催
（平成25年
度）

高齢者
対応マ
ニュア
ル改訂
高齢者
見守り
講座の
開催

継続 継続 

高齢者対応マ
ニュアル改訂
同マニュアルの全
戸配布
高齢者見守り講
座を継続して開催
する

民生・児童
委員、町
会・自治会

高齢者見守り講座
全18回実施
参加者数
合計360名
高齢者対応マニュアルの
改訂版として高齢者見守り
の手引きを発行
広報はちおうじ5月15日号
消費生活特集号を高齢者
見守りの手引きの概要版と
して全戸配布

3

地域の民生・児童委員及び町会・自治会
の役員を対象に講座を実施し、悪質商法
の注意喚起を促すことができた。講座終
了後に実施したアンケートの結果で、講
座内容及び講座で使用した手引きの内
容が分かりやすかったなどの声もあっ
た。また、広報特集号を全戸配布して、
内容が分かりやすいとの声や特集号を
読んで相談に来られる方もみられた。

高齢者見守り講座
11回実施
参加者数合計265名

3

地域の町会・自治会の役員を対象に講
座を実施し、悪質商法の注意喚起を促
すことができた。また、見守りの重要性に
ついて周知するとともに、出前講座を案
内して各町会での実施を促した。
講座終了後に実施したアンケートの結果
で、講座内容及び講座で使用した手引き
が参考になったとの回答が多かった。

「悪質商法被害防止
のための高齢者見守
り講座」
12回実施
参加者数　合計123
名

2

各地域包括支援センター
（あんしん相談センター）で
ヘルパー・ケアマネジャー・
センター職員・相談員など
高齢者を直接見守る事業
を行っている方を対象に講
座を実施した。悪質商法の
被害防止の重要性につい
て講座や手引きが大変参
考になった。よく理解でき
た。活動に活かして行きた
いとの意見をいただいた。
日程調整が難しく実施回数
が計画を下回った。

3

６期計画の目標どおり高齢
者見守りの手引きの概要
版を広報特集号として全戸
配布した。また、高齢者見
守り講座も地域で高齢者を
も守る立場の方々を対象
に実施した。

10-
1

訪問ふれあい収集事業 戸吹清掃事業所

ごみ出しが困難な身体障害者・
ひとり暮らし高齢者世帯などを
対象に、ごみ・資源物を戸別収
集し、在宅生活を支援します。希
望者には、声かけや安否確認を
行います。

希望者へ
の事業実
施

継続 継続 継続 継続 92戸 4

ふれあい収集利用者からは、声掛けをし
ながら行うことで安心感を与えており好
評を得ている。利用対象者の範囲を広
げ、より利用しやすい制度としたことによ
り、利用者が増加した。

108戸 4

昨年度の評価理由にも記載したが、利用
者に安心感を与えていること、また、事
業概要のとおり、社会全体にこの制度の
要望があり、その要望に答えていること
が、利用者からの評価に繋がっている。

133戸
4

利用者及び関係者に安心
感を与えていること、また、
事業概要のとおり、社会全
体にこの制度の要望があ
り、その要望に答えている
ことが、利用者及び関係者
からの評価に繋がってい
る。

4

利用者及び関係者に安心
感を与えていること、また、
事業概要のとおり、社会全
体にこの制度の要望があ
り、その要望に答えている
ことが、利用者及び関係者
からの評価に繋がってい
る。今後もこの制度の周知
に努めたい。

10-
2

訪問ふれあい収集事業 館清掃事業所

ごみ出しが困難な身体障害者・
ひとり暮らし高齢者世帯などを
対象に、ごみ・資源物を戸別収
集し、在宅生活を支援します。希
望者には、声かけや安否確認を
行います。

希望者へ
の事業実
施

継続 継続 継続 継続 133戸 4

ふれあい収集利用者からは、声掛けをし
ながら行うことで安心感を与えており好
評を得ている。利用対象者の範囲を広
げ、より利用しやすい制度としたことによ
り、利用者が増加した。

151戸 4

収集戸数は年々増加している。声掛けの
有無や収集方法等利用者の実態に応じ
たきめ細かな取組を実施しており、利用
者及び関係者からは安心・安全に関し高
評価を得ている。

167戸
4

収集戸数は年々増加して
いる。声掛けの有無や収
集方法等利用者の実態に
応じたきめ細かな取組を実
施しており、利用者及び関
係者からは安心・安全に関
し高評価を得ている。ま
だ、この制度を知らない市
民もいるので周知の向上
に努める。

4

収集戸数、ケアマネー
ジャーからの相談が、年々
増加している。声掛けの有
無や収集方法等利用者の
実態に応じたきめ細かな取
組を実施しており、利用者
及び関係者からは安心・安
全に関し高評価を得てい
る。

10-
3

訪問ふれあい収集事業 南大沢清掃事業所

ごみ出しが困難な身体障害者・
ひとり暮らし高齢者世帯などを
対象に、ごみ・資源物を戸別収
集し、在宅生活を支援します。希
望者には、声かけや安否確認を
行います。

希望者へ
の事業実
施

継続 継続 継続 継続 53戸 4

ふれあい収集利用者からは、声掛けをし
ながら行うことで安心感を与えており好
評を得ている。利用対象者の範囲を広
げ、より利用しやすい制度としたことによ
り、利用者が増加した。

55戸 4

ふれあい収集を行う際の声かけは、安心
感を与えており、引き続き利用者から好
評を得ている。また、利用対象者の範囲
を広げ、より利用しやすい制度としたこと
やごみの排出が困難と思われる家庭に
対して、ふれあい収集の制度を周知する
ことなどで、利用者が増加した。

60戸
4

ふれあい収集を行う際の
声かけは、安心感を与えて
おり、引き続き利用者から
好評を得ている。また、利
用対象者の範囲を広げ、
より利用しやすい制度とし
たことやごみの排出が困
難と思われる家庭に対し
て、ふれあい収集の制度を
周知することなどで、利用
者が増加した。

4

ふれあい収集を行う際の
声かけは、安心感を与えて
おり、利用者からは好評を
得ている。また、利用対象
者の認定基準を広げ、より
利用しやすい制度としたこ
とやごみの排出が困難と
思われる家庭に対して、ふ
れあい収集の制度を周知
することなどで、利用者か
らは評価され増加した。

11
地域における避難行動要
支援者支援体制の推進

福祉政策課

高齢者あんしん相談センター、
民生・児童委員、町会・自治会、
自主防災組織などとの連携のも
と、災害時に高齢者等の避難行
動要支援者を支援する体制の
構築を推進します。また、災害発
生時の高齢者等に関する安否
確認ができるように、避難行動
要支援者の情報を共有するしく
みを推進します。

地域支援
組織の結
成数12

意見交
換会の
開催
情報提
供

継続 継続 
地域支援組織の
結成数30

高齢者あ
んしん相
談セン
ター、民
生・児童委
員、町会・
自治会、自
主防災組
織など

町会・自治会連合会研修
会で情報提供及び避難行
動要支援者名簿を作成し
た。

2

避難行動要支援者名簿の作成は出来た
が地域支援組織の結成に至らなかった
ため。

避難行動要支援者名簿を
更新した。町会・自治会へ
の情報提供に努めた。また
全町会・自治会に対し支援
組織結成状況に関するア
ンケート調査を実施し現状
把握と支援組織結成への
動機づけが図られ、新たに
2団体が結成された。

3
新たに2団体が結成されたこと及びアン
ケート調査の実施をしたこと。

新たな地域支援組織
の結成には至らな
かったが、町会等の
会合に出向いて、10
団体に説明を行い、
また7団体に対し意見
交換会を設定し、結
成を働きかけた。

2

地域支援組織の数値目標
は達成できなかったが、地
域支援組織の必要性等を
多くの町会自治会に説明
する機会を得て、結成を働
きかけ、動機づけが図れた
ため。

2

地域支援組織の数値目標
は達成できなかったが、町
会自治会への働きかけに
より、地域支援組織結成の
動機づけが図れたため。

12-
1

災害時における福祉避難
所の設置と運用【新規】

高齢者いきいき課

災害が発生した際に、通常の避
難所では生活が困難となる要配
慮者に対し、専門的な支援や援
護を一時的に行うため、市内の
高齢者入所施設及び障害者等
入所施設との協定に基づき、福
祉避難所として必要な通信機器
及び備蓄品を配備します。

協定を締結
拡充 拡充 拡充 

避難所として特定
の施設を対象とす
るため、目標設定
にそぐわない

施設長会、
障害者等
入所施設
連絡協議
会

市内の高齢者施設6か所
にIP無線機及び災害時備
蓄品を配備

3

災害時に通常の避難所では生活が困難
な要配慮者を受け入れる施設として、福
祉避難所を整備しており、各施設の希望
を調査したうえで、計画通りの6施設に無
線機及び備蓄品を配備した。

市内の高齢者施設8か所
にIP無線機及び災害時備
蓄品を配備

3

災害時に通常の避難所では生活が困難
な要配慮者を受け入れる施設として、福
祉避難所を整備しており、各施設の希望
を調査したうえで、計画通りの8施設に無
線機及び備蓄品を配備した。

市内の高齢者施設8
か所にIP無線機及び
災害時備蓄品を配備

3

災害時に通常の避難所で
は生活が困難な要配慮者
を受け入れる施設として、
福祉避難所を整備してお
り、各施設の希望を調査し
たうえで、計画通りの8施設
に無線機及び備蓄品を配
備した。

3

災害時に通常の避難所で
は生活が困難な要配慮者
を受け入れる施設として、
福祉避難所を整備してお
り、各施設の希望を調査し
たうえで、計画通りの22施
設に無線機及び備蓄品を
配備した。

12-
2

災害時における福祉避難
所の設置と運用【新規】

障害者福祉課

災害が発生した際に、通常の避
難所では生活が困難となる要配
慮者に対し、専門的な支援や援
護を一時的に行うため、市内の
高齢者入所施設及び障害者等
入所施設との協定に基づき、福
祉避難所として必要な通信機器
及び備蓄品を配備します。

協定を締結
拡充 拡充 拡充 

避難所として特定
の施設を対象とす
るため、目標設定
にそぐわない

施設長会、
障害者等
入所施設
連絡協議
会

ダンボールベッド、エアクッ
ション、毛布等の備品及
び、ＩＰ無線の配備。

3
市と協定締結している福祉避難所との綿
密な調整（協働）により整備を進めた。

防寒用のアルミブランケット
を配備したほか、IP無線機
を活用した福祉避難所開
設のための通信訓練を実
施。

3

現在配備されている備品に加えて、障害
特性に関わらず必要と考えられるものを
配備した。

IP無線機を活用した
福祉避難所開設のた
めの通信訓練を実施
したほか、災害時に
必要な備蓄品を配備
した。

3

IP無線機を活用した福祉
避難所開設のための通信
訓練や、備蓄品等の配備
により、福祉避難所との連
携を図ることができたた
め。

3

福祉避難所に対し、災害時
に必要な備蓄品の配備に
努めたほか、福祉避難所
の開設訓練等の訓練を実
施するなど、福祉避難所と
の連携強化を図ることがで
きたため。

13
災害時における要配慮者
の安否確認

高齢者福祉課

災害時の安否確認とその体制づ
くり、また救護・介護などの必要
な支援を各関係機関と連携して
行います。

地域防災
計画に基
づき要配慮
者の安否
確認の実
施

継続 継続 継続 継続 

高齢者あ
んしん相
談セン
ター、民
生・児童委
員、居宅介
護支援事
業所など

継続 3

市の総合防災訓練に参加し災害時要配
慮者の安否確認や要援護者名簿の取り
扱い、災害時要配慮者（高齢者）の福祉
避難所の開設及び移送に関する訓練を
行った。

継続 3

市の総合防災訓練に参加し災害時要配
慮者の安否確認や要援護者名簿の取り
扱い、災害時要配慮者（高齢者）の福祉
避難所の開設及び移送に関する訓練を
行った。

継続
3

市の総合防災訓練に参加
し災害時要配慮者の安否
確認や要援護者名簿の取
り扱い、災害時要配慮者
（高齢者）の福祉避難所の
開設及び移送に関する訓
練を行った。

3

福祉部防災対策マニュア
ルに基づき、総合防災訓
練において、災害時用援護
者の安否確認に関する訓
練を民生委員や地域住民
と連携して行った。

（１）

１－
１

③

②
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

14
シニアクラブの支援 高齢者いきいき課

ボランティア活動、生きがいづく
り、健康づくりなどの地域での自
主的な活動を支援し、高齢者の
居場所づくり・生きがいづくりを
図っていきます。

クラブ数
210
（平成26年
12月）

継続 継続 継続 
クラブ数210程度
を維持する

八王子市
シニアクラ
ブ連合会

クラブ数 209
3

クラブ数はほぼ維持できているが、会員
の高齢化等に伴い、会員数は減少して
いる。
会計事務の複雑さなどによる役員の担
い手の不足が減少の一因であったため、
会計事務の方法を見直し、簡易化を図っ
た。また、名称を老人クラブからシニアク
ラブに変更し、イメージの刷新を図るな
ど、会員増強の取組みを行った。

クラブ数　210
3

クラブ数はほぼ維持できているが、会員
の高齢化等に伴い、会員数は減少して
いる。
シニアクラブ間での情報交換や交流促
進のため、情報交換会を開催するなど、
各クラブの活動の活性化を図った。
また、シニアクラブ連合会事務局と連携
し、支援を行った。

クラブ数　205
3

クラブ数は28年度より減少
したが、クラブ間での情報
交換や交流促進のため、
学習会を開催するなど、各
クラブの活動の活性化を
図った。
また、シニアクラブ連合会
事務局と連携し、支援を
行った。

3

クラブ数は若干減少した
が、継続して補助金を交付
し、また学習会等を開催す
ることで、高齢者の生きが
いづくりに寄与した。

15
シニア元気応援ハンド
ブックの活用【新規】

高齢者いきいき課

「シニア元気応援ハンドブック」を
活用し、市民の皆様へ、元気高
齢者向けの施策の周知を図りま
す。

新規事業
開始 継続 継続 5万部配布 

3万部発行
3

3か年で5万部発行のうち、初年度で半分
の発行を行い、配布・周知を図れたた
め。

第3版の発行事務
3

平成29年度中に5万部（延数）の発行が
見込めるため。

5万部（延数）の発行
3

6期計画中に5万部（延数）
を発行し、高齢者施策を広
く周知することができたた
め。

3

6期計画中に5万部（延数）
を発行し、長寿を祝う会な
どで配布を行い、高齢者施
策を広く周知することがで
きた。

16
生涯学習コーディネー
ターの養成

生涯学習政策課

サークル活動、地域活動、学校
支援活動など、市民の生涯学習
活動を支援する「生涯学習コー
ディネーター」を養成する講座を
市民活動団体と協働して実施し
ます。

平成26年
度受講者
数15人のう
ち65歳以上
の受講生7
人

市民活
動団体
と協力
し、講
座の内
容の充
実を図
る

継続 継続 
毎年度の受講者
数24人

生涯学習
コーディ
ネーター会

受講者数
16名 2

目標受講者数に満たなかったため。
受講者数
21名 2

目標受講者数に満たなかったため。 受講者数　18名
2

目標受講者数に満たな
かったため。 2

目標受講者数に満たな
かったため。

17
出前講座の実施 生涯学習政策課

市民の生涯学習活動を支援す
るため、10人以上の市民グルー
プや団体が主催する学習会に、
職員が出向き専門知識を活かし
た説明を行う「はちおうじ出前講
座」を運営します。出前講座がさ
らに活用されるよう、内容の充実
とPRに努めます。

受講件数・
参加者数
（市役所
編）
393件
27,154人
（官公署・
企業編）
2,478件
264,269人
（平成25年
度）

企業・
官公署
と連携
をし、
講座内
容の充
実を図
る

継続 継続 

出前講座の参加
者数毎年度
300,000人

企業、官公
署（消防
署・警察署
など）

延べ参加者数
291,914人 2

目標参加者数に満たなかったため。
延べ参加者数
299,371人 2

目標受講者数に満たなかったため。
延べ参加者数
267,264人 2

目標参加者数に満たな
かったため。 2

目標参加者数に満たな
かったため。

18-
1

スポーツ教室などの高齢
者が参加できる講座開催

高齢者いきいき課

市の主宰するスポーツ教室や各
種講座等を通じて、健康の増進
及び教養の向上、生きがいの高
揚、社会参加・交流を支援しま
す。

各種講座
等の開催 継続 継続 継続 

参加者数の増加・
内容の改善

シニアクラブ向介護予防普
及啓発事業（ラジオ体操）
163名参加
シニア元気塾ボランティア
入門講座29名修了
シニア元気塾コーディネー
ター養成講座34名修了

3

高齢者の社会参加と生きがいづくり、介
護予防について継続して普及啓発するこ
とができたため。

シニアクラブ向け介護予防
普及啓発事業（ラジオ体
操）
182名参加

シニア元気塾ボランティア
入門講座24名修了
シニア元気塾コーディネー
ター養成講座27名修了

3

高齢者の社会参加と生きがいづくり、介
護予防について継続して普及啓発するこ
とができたため。

シニアクラブ向け介
護予防普及啓発事業
（ラジオ体操）　11/16
開催（133名参加）

シニア元気塾ボラン
ティア入門講座　40
名修了
シニア元気塾コー
ディネーター養成講
座　30名修了

3

高齢者の社会参加と生き
がいづくり、介護予防につ
いて継続して普及啓発する
ことができたため。

3

高齢者の社会参加と生き
がいづくり、介護予防につ
いて継続して普及啓発する
ことができたため。

18-
2

スポーツ教室などの高齢
者が参加できる講座開催

男女共同参画課

市の主宰するスポーツ教室や各
種講座等を通じて、健康の増進
及び教養の向上、生きがいの高
揚、社会参加・交流を支援しま
す。

各種講座
等の開催 継続 継続 継続 

参加者数の増加・
内容の改善

①男性のための料理教室
11月19日～12月24日まで
（全5回)
受講生（延べ）　89人
②男性のための介護教室
2月7日
受講生　21人

3

　当初予定していた2講座を実施した。男
性を対象とした家事や介護に関する講座
は、具体的な知識や技術の習得に役立
ててもらうことができる。また、参加者同
士の意思の疎通も図れ、参加者の満足
度が95％以上と非常に高い。

①男性のための料理教室
11月17日～12月22日まで
（全5回)
受講生（延べ）　87人
②男性のための介護教室
12月10日
受講生　20人

3

　当初予定していた2講座を実施した。シ
ニア男性を対象とした家事や介護に関す
る講座を実施することで、新たな交流の
機会を提供し、また、技能を習得すること
で今後の生きがいの一助とすることがで
きる。両講座とも、参加者の満足度が
90％を超え非常に高い。

①男性のための料理
教室
9月13日～10月11日
まで（全4回)
受講生　20人
②働く男性のための
介護講座　12月2日
受講生　13人
③初心者向け　自分
で作る介護食　１月
13日
受講生　13人

3

男性を対象とした家事や介
護に関する講座を実施す
ることで、新たな交流の機
会を提供し、また、技能を
習得することで今後の生き
がいの一助とすることがで
きた。②は現状及び将来
の介護に対する不安を解
消し、介護離職をなくすこと
を目的としたので、現役世
代を対象とした。

4

　当初予定していた2講座
から1講座増やして実施す
ることができた。
　シニア男性を対象とした
家事や介護に関する講座
を実施することで、新たな
交流の機会を提供し、ま
た、技能を習得することで
今後の生きがいの一助と
することができた。両講座
とも、参加者の満足度が
90％を超え非常に高い。

18-
3

スポーツ教室などの高齢
者が参加できる講座開催

スポーツ振興課

市の主宰するスポーツ教室や各
種講座等を通じて、健康の増進
及び教養の向上、生きがいの高
揚、社会参加・交流を支援しま
す。

各種講座
等の開催 継続 継続 継続 

参加者数の増加・
内容の改善

市民いきいきリフレッシュ体
操
126回
参加者4,164名
やさしいフィットネス
157回
2,905名

4

市民の健康増進のため、ストレッチ・エア
ロビクス・健康体操教室等を実施した。
個人向け体操教室の参加者数は過去最
高となり、より多くの市民の健康増進に
寄与できた。

市民いきいきリフレッシュ体
操129回　参加者3,681名
やさしいフィットネス157回
参加者2,943名

3

市民の健康増進のため、初心者も気軽
に参加できる簡単エアロビクス・健康体
操教室等を実施した。例年通り多くの市
民に参加いただき、健康増進に寄与でき
た。

市民いきいきリフレッ
シュ体操　136回　参
加者3,728名
やさしいフィットネス
157回　3,035名

3

市民の健康増進のため、
初心者も気軽に参加できる
簡単エアロビクス・健康体
操教室等を実施している。
去年と比較しても同様の成
果が得られた。

3

市民の健康増進のため、
初心者も気軽に参加できる
簡単エアロビクス・健康体
操教室等を実施した。例年
通り多くの市民に参加いた
だき、健康増進に寄与でき
た。

18-
4

スポーツ教室などの高齢
者が参加できる講座開催

中央図書館

市の主宰するスポーツ教室や各
種講座等を通じて、健康の増進
及び教養の向上、生きがいの高
揚、社会参加・交流を支援しま
す。

各種講座
等の開催 継続 継続 継続 

参加者数の増加・
内容の改善 8名 3

当塾を終了した塾生の多くが引き続き調
べ学習を行い、冊子「いちょう街道」への
寄稿、全国コンクールへの応募及び入
賞、市内の講演会講師をするなど、継続
した活動を行っている。

9名 3

当塾を終了した塾生の多くが引き続き調
べ学習を行い、冊子「いちょう街道」への
寄稿、全国コンクールへの応募及び入
賞、市内の講演会講師をするなど、継続
した活動を行っている。

13名
3

当塾を終了した塾生の多く
が引き続き調べ学習を行
い、冊子「いちょう街道」へ
の寄稿、全国コンクールへ
の応募及び入賞、市内の
講演会講師をするなど、継
続した活動を行っている。

3

館内チラシや広報等で受
講生を募集したところ、毎
年10名程度の応募があっ
た。その成果の一つとし
て、平成29年度の全国の
調べる学習コンクールで優
秀賞などを受賞した。

19
「八王子市シルバー人材
センター」の支援

高齢者いきいき課

民間企業、地域住民、公共団体
から広く仕事を受け、会員である
高齢者の希望に沿った働く機会
の提供を行う「八王子市シル
バー人材センター」の活動を支
援します。

会員数
2,419人
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
会員数2,650人

八王子市
シルバー
人材セン
ター

会員数　2,366人
2

平成26年度に比べ、64人増加したが、目
標値を下回った。なお、契約件数、契約
金額についてはともに増加しており、仕
事の依頼は増えている。

会員数　2,441人
2

会員数について、平成27年度と比較する
と、75人増加したが、依然6期計画中の
目標には達していないため。なお、契約
件数、契約金額についてはともに増加し
ており、仕事の依頼は増えている。

会員数　2,547人
3

計画当初に設定した目標
には達しなかったが、会員
数・契約金額・契約件数は
毎年増加しているため。

3
会員数・契約金額・契約件
数は毎年増加している。

（１）

１－
２

①

②
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

20
「八王子しごと情報館」の
運営

産業政策課

市とハローワーク八王子が共同
運営する施設「八王子しごと情
報館」の運営において、全年齢
の方を対象に、仕事に関する相
談や仕事探しをお手伝いし、雇
用機会の確保及び雇用に関す
る情報発信の充実を図ります。

しごと情報
館で高齢
者が1人就
職する際に
紹介した件
数の割合
7.1件
（平成25年
度）

継続 継続 継続 

就職につながりや
すくするよう、高齢
者が1人就職する
ために必要な紹
介件数を減らす

八王子しご
と情報館
（ハロー
ワーク八
王子）

就職件数876件
紹介件数5,518件
⇒1人就職する際の紹介件
数約6.3件
※ただし、26年度から年齢
区分の集計はしていないた
め、しごと情報館全体の数
字である。

3

1人就職する際の紹介件数は減少してい
るが、しごと情報館来所者数全体は減少
していることから、出張相談会やセミナー
などを実施し、就職支援を行っているしご
と情報館という機関を知ってもらう必要が
ある。

就職数832件
紹介数5,666件
⇒1件の就職決定のために
6.8件の求人を紹介
※ただし、年齢区分による
集計はしていないため、全
年齢の数値。

3

出張相談会やセミナーを開催することで
「八王子しごと情報館」の認知度アップを
図りつつ、求職者の就業支援を行った。

就職数832件
紹介数5,716件
⇒1件の就職決定の
ために6.9件の求人を
紹介
※ただし、年齢区分
による集計はしてい
ないため、全年齢の
数値。

3

出張相談会やセミナーを開
催することで「八王子しごと
情報館」の認知度アップを
図り、求職者の就業支援を
行った。

3

出張相談会やセミナーの
実施により、しごと情報館
での紹介件数は年々増加
し、毎年一定数の方の就
職に繋がった。

21
八王子市高齢者活動コー
ディネートセンターの運営

高齢者いきいき課

経験や特技を持つ高齢者と、そ
れを必要とする団体を結びつけ
る仲介・相談・人材発掘などを行
う高齢者活動コーディネートセン
ターを運営します。また、ボラン
ティア入門講座・コーディネー
ター養成講座を開催し、高齢者
の活躍を支援します。

新規契約
件数249件
（平成25年
度）

拡充
（週3回
から5
回へ）

継続 継続 
新規契約件数420
件

八王子セ
ンター元気

新規契約件数（コーディ
ネート成立件数）
312件

4

新規契約件数（コーディネート成立件数）
が前年度と比較して78件増加し、新規利
用者の開拓や運営日の拡大を円滑に行
えたため。

新規契約件数（コーディ
ネート成立件数）
315件

3
新規契約件数（コーディネート成立件数）
が前年度と比較して3件増加したため。

新規契約件数（コー
ディネート成立件数）
352件

4

新規契約件数（コーディ
ネート成立件数）は、平成
28年度と比較して増加し、
ボランティア入門講座・コー
ディネーター養成講座など
を開催することで、高齢者
の社会参加を支援できた
ため。

3

新規契約件数（コーディ
ネート成立件数）は、目標
を下回ったが、前計画期間
より大幅に増加し、ボラン
ティア入門講座・コーディ
ネーター養成講座などを開
催することで、高齢者の社
会参加を支援できたため。

22
はちおうじ志民塾 協働推進課

概ね50歳以上の方を対象に、地
域活動で中心的な役割を担う人
材の養成を目的とした約6ヶ月間
の講座（必修の基礎課程と選択
制の専門課程の2段階）を開催し
ます。

基礎課程
22人
専門課程
延べ32人
（平成25年
度）

継続 継続 継続 

地域で活動してい
る卒塾生の割合
50％以上

八王子市
民活動協
議会、NPO
法人コミュ
ニティビジ
ネスサ
ポートセン
ター

・卒塾生の数：154人
・地域で活動している方の
数：85人

85/154＝55.2％

3

・27年度は、12人が受講し、卒塾生の数
は154人となった。
・卒塾後の動向は、ヒアリング等で確認し
ており、85人の方が地域で活動している
ことが確認できた。
・地域で活動している卒塾生の割合は、
目標を上回ったが、受講者数が昨年度
に比べ減少したことを考慮して、左記の
評価とした。

・卒塾生の数：172人
・地域で活動している方の
数：92人

92/172＝53.5％

3

・28年度は、18人が受講し、卒塾生の数
は172人となった。
・卒塾後の動向は、ヒアリング等で確認し
ており、92人の方が地域で活動している
ことが確認できた。
・地域で活動している卒塾生の割合は、
目標を上回ったが、割合自体は昨年度
に比べ減少したことを考慮して、左記の
評価とした。

・卒塾生の数：203人
・地域で活動している
方の数：92人（28年度
実績）

92/172＝53.5％
（28年度実績）

3

・平成29年度の受講生は
31人であり、卒塾生の総数
は203人となった。

・平成29年度の卒塾生は、
卒塾後間もないため、現時
点で追跡調査を実施して
いないことから、地域で活
動している卒塾生の割合
は28年度末の実績値で評
価し、左記のとおりとした。

3

講座の内容を、毎回の塾
生へのアンケート結果や要
望を考慮し時代に沿ったも
のに見直し・改善をしてい
ることと、地域で活動する
人材を毎年輩出しているこ
とから、評価を左記のとお
りとした。

23
「お父さんお帰りなさい
パーティー」実施支援

協働推進課

退職者（予定者も含む）を対象
に、市民活動団体の紹介や講演
など、地域参加のきっかけづくり
の場として「お父さんお帰りなさ
いパーティー」の実施を支援しま
す。

参加者数
278人
（平成26年
3月開催）

会場変
更2回
開催
（例年1
回）

年1回
開催

年1回
開催

参加者数1回あた
り300人以上

お父さんお
帰りなさい
パーティー
実行委員
会（八王子
市民活動
協議会、市
民実行委
員）

・第15回オトパin南大沢
258人
・第16回お父さんお帰りな
さいパーティー 210人

合計：468人

4

・例年、年1回の開催であったが、27年度
から、南大沢と中心市街地へ会場を変え
2回開催し、シニアの地域参加を広く呼び
かけた。
・開催回数を増やしたことで、合計の参
加人数が目標値を上回ったことから左記
のとおり評価した。

・第17回オトパin南大沢
245人
・第18回お父さんお帰りな
さいパーティー 220人

合計：465人

3

・28年度も2回開催した。
・1回あたりの参加者数では目標値を下
回ったが、年間の合計参加者数では目
標値を上回ったことから、左記のとおりの
評価とした。

・第19回オトパin南大
沢　240人
・第20回お父さんお
帰りなさいパーティー
220人
合計：460人

3

・29年度も2回開催。
・年間の参加者数としては
目標値を上回ったため、左
記のとおり評価した。

3

目標設定当初から、開催
回数が1回から2回へ変更
となり、各回の目標値は下
回ったものの、年間では上
回り、市内での参加者総数
は増加している。

しかし、本来の目標値は、
参加者ではなく参加後に地
域活動のきっかけとなった
者であるべきであるため、
次回以降は目標値を再考
する。

24
「ビジネスお助け隊」の活
動支援

企業支援課

八王子商工会議所と連携し、経
験豊富な企業OBや専門家が地
域の企業（または起業）を支援す
る「ビジネスお助け隊」の活動を
支援します。

無料相談
の件数106
件
（平成25年
度）

継続 継続 継続 

支援案件により異
なるため、目標設
定にそぐわない

八王子商
工会議所 56件 3

2015年10月まで新たな体制を整えるた
めの準備を行っていたため例年より相談
件数が少なくなったが、高齢者が相談ア
ドバイザーとして生きがいを持ち自立して
生活するために技能経験を活かせてい
る点から「3：事業活動を計画通り実施し
た」と評価する。

116件 3

新体制が落ち着き、これまでの相談件数
に回復したことから、例年通り、高齢者自
らが持つ技能経験を当該事業に活かす
形で、高齢者の生きがいを持ち、自立し
た生活を支援することができたと評価し、
「3：事業活動を計画どおり実施した」とす
る。

39件
3

実績は平成28年度を下
回っているが、平成29年度
は商工会議所の「小規模
企業持続化補助金」の活
用相談がなかったことが要
因と思われる。相談件数の
増減は、他の事業とも連動
しているため、件数に関わ
らず、高齢者自らが持つ技
能経験を当該事業に活か
す形で、高齢者の生きがい
を持ち、自立した生活を支
援することができたと評価
し、「3：事業活動を計画ど
おり実施した」とする。

3

相談件数は年度によって
ばらつきがあるが、背景は
様々であるため、件数に関
わらず、高齢者自らが持つ
技能経験を当該事業に活
かす形で、高齢者の生きが
いを持ち、自立した生活を
支援することができたと評
価し、「3：事業活動を計画
どおり実施した」とする。

25
特定都市施設のバリアフ
リー化推進

福祉政策課

都の「福祉のまちづくり条例」に
基づき、新設または改修の際に
特定都市施設のバリアフリー化
を進めます。

届出制度
の周知が
進み特定
都市施設
のバリアフ
リー化が進
んでいる

継続 継続 継続 

福祉のまちづいく
り条例に基づく特
定都市施設の届
出率100％

28件の届け出を受理した。
3

届出のあった建築物について指導し福
祉のまちづくり条例の遵守基準に適合す
ることができたため。

29件の届け出を受理した。
3

届出のあった建築物について指導し、福
祉のまちづくり条例の遵守基準に適合す
ることができたため。

18件の届け出を受理
した。 3

18件の届け出を受理し、条
例の規定に基づく特定都
市施設の設置が進み、バ
リアフリー化の推進が図れ
たため。

3

届け出を受理し、条例の規
定に基づく特定都市施設
の設置が進み、バリアフ
リー化の推進を図れたた
め。

26
交通バリアフリーの推進 交通企画課

交通バリアフリーを推進し、だれ
もが移動しやすいまちになるよ
う、関係者と調整を進めます。

必要に応じ
て交通バリ
アフリー情
報交換会を
開催

継続 継続 継続 

必要に応じて交通
バリアフリー情報
交換会を開催

関係行政
機関、経済
団体関係
者、交通事
業者など

バリアフリー情報交換会は
必要に応じて開催すること
になっているが、情報交換
すべき案件がなかったた
め、開催していない。

3
バリアフリー情報交換会の開催を行わな
かったため。

バリアフリー情報交換会は
必要に応じて開催すること
になっているが、情報交換
すべき案件がなかったた
め、開催していない。

3
バリアフリー情報交換会の開催を行わな
かったため。

バリアフリー情報交
換会は必要に応じて
開催することになって
いるが、情報交換す
べき案件がなかった
ため、開催していな
い。

3
バリアフリー情報交換会の
開催を行わなかったため。 3

バリアフリー情報交換会の
開催を行わなかったため。

27
だれでもトイレの充実 福祉政策課

ユニバーサルデザインの考えに
基づき、高齢者や子育てをする
人、障害のある方などに配慮し、
また、オストメイト対応設備を備
えた「だれでもトイレ」整備を進め
ます。

事務所等
の大規模
改修時に
地域福祉
推進区市
町村包括
補助を活用
し、だれで
もトイレへ
の改修が
進んでいる

継続 継続 継続 

福祉のまちづくり
条例に規定する
整備基準に適合
した公共的施設
の整備率100％

中野市民センター及び富
士森体育館をだれでもトイ
レに改修した。

3
整備基準に適合しただれでもトイレを2か
所整備できたため。

由木東事務所（市民セン
ター）、由井市民センター、
加住事務所、中央図書館
のだれでもトイレを改修し、
公園2か所にだれでもトイレ
を新設した。

3
整備基準に適合しただれでもトイレを6か
所整備できたため。

整備実績なし。
1

整備実績がなかったため。
2

計画期間中に8施設の整
備が図れたため。

28
思いやり駐車スペースの
推進

福祉政策課

歩行に制限がある方、妊娠中や
乳児連れの方、高齢者などに、
駐車場を優先的に利用してもら
うため、思いやり駐車スペースの
設置推進のためのガイドライン
に基づき、障害者駐車区画とは
別に「思いやり駐車スペース」の
整備を推進します。

事務所等
の市施設
について、
順次整備を
推進してい
る

拡充 継続 継続 
民間施設18か所
設置

中田遺跡公園（1台）、富士
森体育館（2台）に思いやり
駐車スペースを設置した。

3

公共施設については、実績のとおり設置
台数の拡充を図れた。しかし、民間施設
に対しては、働きかけを行ったものの設
置は0か所であったため。

大横保健福祉センター（6
台）に思いやり駐車スペー
スを設置した。

3

公共施設については、実績のとおり設置
台数の拡充を図れたため。民間施設に
対しては、働きかけを行ったものの設置
は0か所であった。

民間施設に対して
は、働きかけを行った
ものの設置実績はな
かった。
公共施設について
も、整備実績がな
かった。

1
設置実績がなかったため。

2

計画期間中に民間施設へ
の整備実績はなかったが、
公共施設については、9台
の整備が図れた。

（１）

１－
２

②

③

④
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

29
福祉有償運送の登録等
支援【掲載新規】

高齢者いきいき課

高齢者・障害者など単独で公共
交通機関による移動が困難な方
を対象に、NPO法人等が実施す
る「福祉有償運送」の新規登録
に関する相談、変更・更新等の
手続きについて団体への支援を
行います。また、26市町村が共
同設置する「多摩地域福祉有償
運送運営協議会」で福祉有償運
送の必要性についての協議を行
います。

12団体
継続 継続 継続 

円滑な手続き支
援の実現

多摩地域
福祉有償
運送運営
協議会

更新登録協議団体・・・1団
体（医療法人社団欅会北
八王子クリニック）
特別幹事会：7月21日開
催、運営協議会：8月20日
開催、ブロック幹事会：未
開催

3

NPO法人等が実施する「福祉有償運送」
の新規登録に関する相談、変更・更新等
の手続きについて団体への支援を行っ
た。

新規登録協議団体・・・1団
体
更新登録協議団体・・・7団
体
特別幹事会：7月26日、10
月11日、12月27日開催
運営協議会：8月30日、1月
31日開催
ブロック幹事会：未開催

3

NPO法人等が実施する「福祉有償運送」
の新規登録に関する相談、変更・更新等
の手続きについて団体への支援を行っ
た。

更新登録協議団
体・・・4団体
変更登録協議団
体・・・2団体
特別幹事会：7月4日
開催
運営協議会：8月22日
開催
ブロック幹事会：未開
催

3

NPO法人等が実施する「福
祉有償運送」の新規登録
に関する相談、変更・更新
等の手続きについて団体
への支援を行った。

3

計画期間中に、更新登録
協議計12団体、変更登録
協議計2団体、新規登録協
議計1団体の支援を行い、
登録手続きを円滑に進め
る事が出来た。

30
権利擁護・成年後見制度
の相談の充実

福祉政策課

認知症高齢者など判断能力が
不十分な方が、適切なサービス
を受けるための支援として、成年
後見・あんしんサポートセンター
八王子（社会福祉協議会内）が
開催している成年後見制度の講
演会や個別相談について広くPR
するとともに、利用支援や相談・
助言を充実します。

社会福祉
協議会の
実績
一般相談
784件
専門相談
37件
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
継続

成年後見・
あんしんサ
ポートセン
ター八王
子（社会福
祉協議会
内）

【地域福祉権利擁護事業
契約者数】平成27年度
130件（うち認知症高齢者
67件）
【財産保全管理サービス
契約者数】
平成27年度　24件（うち認
知症高齢者19件）
【成年後見制度の利用相
談】
一般相談　880件
専門相談　40件
【成年後見制度　普及促
進】
学習会　6回
講演会　3回

4

学習会や講演会を通じて制度の周知を
行い利用促進を図った。地域福祉権利
擁護事業及び財産保全管理サービスの
利用件数も増加しており、適切なサービ
スを受けるための支援が出来ていると判
断されるため。

【地域福祉権利擁護事業
契約者数】平成28年度
135件（うち認知症高齢者
61件）
【財産保全管理サービス
契約者数】
平成28年度　26件（うち要
介護高齢者20件）
【成年後見制度の利用相
談】
一般相談　782件
専門相談　40件
【成年後見制度　普及促
進】
学習会　6回
講演会　3回

4

学習会や講演会等を通じて制度の周知
を行い利用促進を図った。地域福祉権利
擁護事業及び財産保全管理サービスの
利用件数も増加しており、適切なサービ
スを受けるための支援が出来ていると判
断されるため。

【地域福祉権利擁護
事業　契約者数】平
成29年度　140件（う
ち認知症高齢者65
件）
【財産保全管理サー
ビス　契約者数】
平成29年度　28件（う
ち要介護高齢者22
件）
【成年後見制度の利
用相談】
一般相談　355件
専門相談　19件
【成年後見制度　普
及促進】
学習会　2回
講演会　1回

4

学習会や講演会を通じて
制度の周知を行い、利用
促進を図ることができたた
め。

4

事業計画に沿って利用促
進をすすめており、サービ
スの利用件数や相談件数
も増加している。

31
権利擁護の推進 高齢者福祉課

市や高齢者あんしん相談セン
ターにおける総合相談や実態把
握などの過程で、権利擁護の観
点から必要と思われる方への支
援を行います。虐待が疑われる
ケースについては、「八王子市
高齢者虐待防止マニュアル」に
基づき、高齢者あんしん相談セ
ンター及び市が適切に対応し、
必要な場合には迅速に立ち入り
調査などを実施します。

緊急保護
の実施
施設等へ
の立ち入り
調査の実
施

継続 継続 継続 

必要な際の支援
であるため、目標
設定にそぐわない

高齢者虐待による緊急保
護人数　11人
要介護施設従事者による
高齢者虐待調査　4施設

4

虐待において、緊急性の高い者について
は、適切に保護を実施した。
施設従事者等による虐待では、迅速か
つ適切に調査権限を行使することによ
り、事実確認のための報告徴収、立入調
査等を行い、状況により改善に向けた提
言等を実施した。

高齢者虐待による緊急保
護人数　19人
要介護施設従事者による
高齢者虐待調査6施設

3

虐待において、緊急性の高い者について
は、適切に保護を実施した。
施設従事者等による虐待では、迅速か
つ適切に調査権限を行使することによ
り、事実確認のための報告徴収、立入調
査等を行い、状況により改善に向けた提
言等を実施した。

高齢者虐待による緊
急保護人数　25人
要介護施設従事者に
よる高齢者虐待調査
4施設

3

虐待において、緊急性の
高い者については、適切に
保護を実施した。施設従事
者等による虐待では、迅速
かつ適切に調査権限を行
使することにより、事実確
認のための報告徴収、立
入調査等を行い、状況によ
り改善に向けた提言等を
実施した。

3

虐待において、緊急性の高
い者については、適切に保
護を実施した。施設従事者
等による虐待では、迅速か
つ適切に調査権限を行使
することにより、事実確認
のための報告徴収、立入
調査等を行い、状況により
改善に向けた提言等を実
施した。

32

高齢者虐待防止に向けた
普及啓発と人材育成【掲
載新規】

高齢者福祉課

高齢者虐待防止についての啓
発及び擁護者の支援にあたる人
材育成のため、ケアマネジャー
（介護支援専門員）や介護従事
者等に対する研修事業を実施し
ます。

要介護施
設従事者
向け研修
年2回

拡充 継続 継続 

介護支援専門員
などに対象を拡大
し、年10回程度の
研修実施

8回（1,023名）
4

虐待防止研修に参加することで、従事者
の認識が深まり、虐待の防止に繋がると
ともに、虐待の早期発見や通報が適切
に行なうことができる。

8回（866名）
3

虐待防止研修に参加することで、従事者
の認識が深まり、虐待の防止に繋がると
ともに、虐待の早期発見や通報を適切に
行なうことができる。

8回（770人）
3

虐待防止研修に参加する
ことで、従事者の認識が深
まり、虐待の防止に繋がる
とともに、虐待の早期発見
や通報を適切に行なうこと
ができる。

3

6期計画中に年度あたり8
回開催し、従事者に対し虐
待の防止に関する理解を
深めることができた。

33
民生・児童委員による相
談活動の充実

福祉政策課

高齢者の身近な相談相手である
民生・児童委員に対して研修や
情報提供を行い、相談活動の充
実を図ります。

市及び民
生・児童委
員協議会
内部による
研修実施

継続 継続 継続 

研修内容のレベ
ルアップや多方面
からの情報提供

民生・児童
委員協議
会

【市】全体研修・部会管外
研修
【都民連】会長副会長研
修・新任研修（4回）・主任
児童委員研修・現任研修・
メンタルヘルス研修
【東京都】人権研修
【民児協】会長副会長研
修・新任ステップアップ研修

4

民生委員児童委員活動において必要と
される知識等を学習し、民生委員児童委
員へのセルフサポート並びに市民に対す
る相談活動の充実が図れたため。

【市】全体研修・部会管外
研修
【都民連】会長副会長研
修・新任研修（4回）・主任
児童委員研修・現任研修・
メンタルヘルス研修
【東京都】人権研修
【民児協】会長副会長研
修・全体研修

4

民生委員児童委員活動において必要と
される知識等を学習し、民生委員児童委
員へのセルフサポート並びに市民に対す
る相談活動の充実が図れたため。

【市】全体研修・部会
管外研修
【都民連】会長副会長
研修・新任研修（4
回）・主任児童委員研
修・現任研修・メンタ
ルヘルス研修
【東京都】人権研修
【民児協】会長副会長
研修

4

民生委員児童委員活動に
おいて必要とされる知識等
を学習し、民生委員児童委
員へのセルフサポート並び
に市民に対する相談活動
の充実が図れたため。

4

民生委員児童委員活動に
おいて必要とされる知識等
を学習し、民生委員児童委
員へのセルフサポート並び
に市民に対する相談活動
の充実が図れたため。

34
高齢者向けの消費生活
講座の開催

消費生活センター

安全・安心な消費生活を確保す
るために、消費生活講座や出前
講座の内容を充実させ、自立し
た消費者の育成を図ります。

各種講座
の開催 継続 継続 継続 

消費者被害防止
に向けた講座開
催

消費生活講座
「生命保険の基礎知識」参
加者数12名
「意外と多い住まいの危
険」
参加者数10名
「知っておきたいクリーニン
グの基礎知識」
参加者数14名
「お金と生活の知恵」参加
者数11名

出前講座
14回実施
参加者数
合計238名

3

各種講座を通じて、高齢者に対する消費
生活に関する情報提供ができ、自立した
消費者の育成が図れた。

消費生活講座
「失敗しないリフォームのた
めに」参加者数19名
「生命保険の基礎知識」参
加者数20名
「ローンやクレジットと返済
の仕組み」参加者数15名

出前講座　14回実施
参加者数　合計294名

3

各種講座を通じて消費者被害の未然防
止、対処法などについて周知できたほ
か、自立した消費者の育成が図られた。

消費生活講座
「失敗しないリフォー
ムのために」参加者
数　２１名
「生命保険の基礎知
識」参加者数　８名
「多重債務から学ぶ
クレジット・ローンの
基礎知識」参加者数
９名

出前講座　１４回実施
参加者数　合計３２５
名

3

各種講座を通じて消費者
被害の未然防止、対処法
などについて周知できたほ
か、自立した消費者の育成
が図れた。

3

消費生活に関する基礎知
識を習得する講座と悪質
商法被害防止の出前講座
を実施することで消費者被
害防止や被害の拡大が図
れた。

35
交通安全レター作戦 交通事業課

秋の交通安全運動期間中、市
内在住の高齢者宛に、小学生が
交通安全のメッセージをハガキ
に書いて送付し、高齢者の交通
安全の啓発を図ります。

年度送付
数5,000通 5,500通 拡充 拡充 

年度送付数6,000
通 4,619通 2

書き手となる小学生が減少しており送付
数が少なくなっている.。高齢者の増加に
対応した効果的な啓発事業となるよう改
善を図っていく。

4,457通 2

高齢者人数に見合った送付枚数が確保
できるよう小学校長会で協力依頼を行っ
たが、減少となった。小学生の減少に対
する対応として、メッセージの複写利用な
どを検討する。

5,032通
（小学生作成4,252
通、複写780通）

3

小学生の減少によりハガ
キの作成枚数は減少して
いるが、メッセージの複写
利用などで送付枚数を増
やし、より多くの対象高齢
者にメッセージを届けるよ
う改善した。

2

小学生の減少によりハガ
キの作成枚数は減少して
いるが、高齢者からは「交
通安全に気を付けようと
思った」などの反響があり、
交通安全意識を高めること
ができた。今後も効果的な
啓発事業となるよう改善を
図っていく。

（１）

１－
２

２－
１

（２）

④

①

②
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評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

36
高齢者向けの出張交通
安全講座の開催

交通事業課
シニアクラブ・サロンなどからの
要望にあわせ、出張交通安全講
座を行います。

参加者700
人／年 800人 拡充 拡充 

参加者1,000人／
年 1,216人 4

高齢者の交通事故が多いことから、シル
バーリーダー講習会等でＰＲしたことによ
り交通安全教室に多くの方が参加した。

1,226人 3

シニアクラブ、サロンに加え、市の福祉セ
ンターなどに出向き交通安全講話を行っ
た。

3,929人
4

シニアクラブ、サロン、市の
福祉センターなどでの交通
安全講話の外、高齢者を
対象としたイベントを行い
交通安全意識の啓発を
図った。

3

シニアクラブ、サロンなどか
らの要望を受けた出張教
育に加え、高齢者を対象と
して市民の集いなどのイベ
ントを開催し、より多くの高
齢者に対し交通安全意識
を高めることができた。

37
認知症高齢者ネットワー
ク会議の開催

高齢者福祉課

保健・医療・福祉の関係機関や
家族会、その他の関係者を含め
た認知症高齢者ネットワーク会
議を開催し、連携を強化します。

年1回開催
継続 継続 継続 

年1回以上の開催
1回 3

認知症高齢者ネットワーク会議を開催
し、各関係者間において、今後の市の認
知症施策の方向性や課題の共有、連携
強化を図った。

年3回開催 3

学識経験者など新委員を追加するととも
に、SOSネットワーク及び認知症初期集
中支援チーム検討委員会機能を付加
し、ネットワークの強化を図った。また、
認知症ケアパスの作成及び見守りシー
ル事業の実施などに当たり、委員からの
意見聴取により完成度を高めることがで
きた。

年3回開催
3

認知症高齢者ネットワーク
会議を３回開催し、各関係
者間において、市の認知
症施策の方向性や課題を
共有し、連携強化を図っ
た。

3

予定通り会議を年３回開催
し、市の認知症施策のみな
らず、関係機関が抱える課
題や認知症関連の事例・
施策等の報告を行ってもら
うことで、各関係機関が連
携で強化を図った。

38

認知症地域支援推進員
及び認知症初期集中支
援チームの配置【新規】

高齢者福祉課

認知症施策推進総合戦略（新オ
レンジプラン）に基づき、認知症
に関する専門相談などに対応す
る「認知症地域支援推進員」及
び認知症を初期の段階で医療
や介護の支援につなげる「認知
症初期集中支援チーム」の配置
を進めていきます。

新規事業

認知症
地域支
援推進
員の配
置及び
認知症
初期集
中支援
チーム
配置の
検討

認知症
初期集
中支援
チーム
の配置

拡充

認知症地域支援
推進員を平成29
年度までに各日
常生活圏域に1人
以上配置
認知症初期集中
支援チームの配
置

医師会

平成28年2月に認知症地
域支援推進員を全高齢者
あんしん相談センター及び
高齢者福祉課に配置。
認知症初期集中支援チー
ム員研修を受講。

4

初期集中支援事業の事業構成員となる
認知症地域支援推進員を配置し、プロ
ジェクトチーム会議を発足。次年度に向
けた認知症施策推進に関する検討を実
施。
また、初期集中支援チームの設置に向
けた医師会および認知症疾患医療セン
ターとの調整を行った。

平成28年10月１日市内を4
つの地域に分割し、それぞ
れに初期集中支援チーム
を配置した。
支援実績5件

3

平成28年2月に配置した認知症地域支
援推進員とのプロジェクトチーム会議に
おいて、認知症初期集中支援チームの
手引きや認知症ケアパスの原案作成を
行った。
また認知症初期集中支援チームにより
支援対象者を適切な治療につなげるた
めの支援を実施するとともに、チームと
推進員等との連携強化を図るために、事
例検討会を2回開催した。

4地域の認知症初期
集中支援チームと認
知症地域支援推進員
による支援を実施。
支援実績10件

3

月一回、認知症施策推進
プロジェクトチーム会議を
開催し、認知症施策の推
進に関する活動内容等の
検討を実施。また、認知症
初期集中支援チームと連
携し、対象者の把握や支
援につなげるほか、関係機
関の連携体制の構築など
の推進員活動を実施した。

3

認知症地域支援推進員に
よる認知症施策推進プロ
ジェクトチーム会議を開催
し、認知症サポーターの継
続活動支援を行うため、
フォローアップ研修の実施
方法等について検討し、平
成30年度から実施すること
とした。また、認知症初期
集中支援チームとの連携
体制の強化を図るため、事
例検討会・情報交換会等を
年３回実施した。

39
D-Netとの連携 高齢者福祉課

八王子市医師会が運営する「八
王子市認知症高齢者支援ネット
ワーク（D-Net)」と連携し、認知
症対策の充実を図ります。

認知症支
援に関する
講座等で
D-Netを紹
介

継続 継続 継続 
年に1回、連絡会
議を開催

医師会
平成28年度に実施する認
知症施策について、医師会
と調整を図った。

3

新規事業開始に向けた調整により、連携
強化が図れたほか、スムーズに事前準
備に移行することができた。

認知症施策について、医師
会と調整を図った。 3

ケアパスへ掲載、及び認知症施策を展
開するうえでの連携強化を図ることがで
きた。

認知症施策につい
て、医師会と調整を
図った。

3

認知症ケアパスの作成に
より、多職種が連携する体
制を構築。医師会が開催
する認知症サポーターフォ
ローアップ研修などを通じ
て、より連携強化を図っ
た。
連絡会議は2回開催した、
（平成29年9月2日、平成29
年10月27日）

3

医師会（D-NET)が主催す
る認知症サポーターフォ
ローアップ研修及びサポー
ターの継続活動を支援す
る研究事業に参加。また、
認知症ケアパスによる多職
種が連携する体制構築を
さらに推進するため、かか
りつけ医研修等にも参加
し、連携強化を図った。

40
認知症疾患医療センター
（都指定）との連携

高齢者福祉課

認知症疾患医療センターと連携
し、認知症に関する専門医療相
談、地域連携の推進、人材育成
などの体制強化を図ります。

認知症早
期発見・早
期診断推
進事業（都
事業）を実
施

継続 継続 継続 
研修開催年2回

医師会、認
知症疾患
医療セン
ターなど

認知症疾患医療センターと
共催で、多職種協働研修を
２回実施。

3

計画通り研修を実施し、顔の見える関係
づくりを推進。また、地域包括ケアシステ
ムの構築に向け、資質の向上を図った。

認知症疾患医療センターと
共催で、多職種協働研修を
2回実施。

3

計画通り研修を実施し、顔の見える関係
づくりを推進することで連携強化を図っ
た。また、地域包括ケアシステムの構築
に向け、資質の向上につながった。

認知症疾患医療セン
ターと共催で、多職種
協働研修を2回実施。
また、認知症初期集
中支援事業のチーム
員及び推進員研修を
開催。

3

認知症初期集中支援事業
の開始に伴い、研修回数
や内容を充実して開催し、
顔の見える関係づくりを推
進することで連携強化を
図った。また、地域包括ケ
アシステムの構築に向け、
資質の向上につながった。

3

認知症疾患医療センターと
の共催により、多職種協働
研修を開催するほか、認知
症初期集中支援チームと
認知症地域支援推進員と
の事例報告会、情報交換
会等の開催により、顔の見
える関係（連携体制）づくり
と、スキルアップを図ること
ができた。

41
認知症ケアパスの作成
【新規】

高齢者福祉課

認知症施策推進総合戦略（新オ
レンジプラン）に基づき、認知症
の方を在宅で包括的に支援する
ため、医療と介護で連携し、連続
した支援を行うための実態把握
と認知症ケアパスの作成を進め
ていきます。

新規事業
検討 作成 拡充 

認知症ケアパス
の作成、活用開
始

医師会

認知症地域支援推進員を
配置し、プロジェクトチーム
会議で検討し、原案作成に
着手。

4

作成に向けたスケジュールを組み、推進
員のプロジェクトチーム会議を設置。ま
た、平成27年度２月より原案作成に向け
た検討に着手した。

平成29年3月完成
20,000部 3

認知症地域支援推進員で構成する認知
症施策推進プロジェクト会議で、推進員
による家族会や社会資源の調査及びア
ンケートを実施するなどの過程を経て原
案を作成。
また、認知症高齢者ネットワーク会議で
関係機関の意見などを聴取したうえ完成
させ、認知症ケアパスを完成させること
ができた。

平成29年度に60,000
部を増刷。
相談時、イベント等を
通し認知症ケアパス
を活用し、認知症へ
の正しい理解の普及
啓発を実施。

3

個別相談時のほか、認知
症に関連する医療機関等
からも要望があるなど、ケ
アパスが浸透しつつあり、
28年度作成の20,000部
は、既に3/4以上配付され
活用されている。

3

平成29年度に増刷した
60,000部についても、これ
までの普及啓発活動に加
え、中央・南大沢図書館と
の認知症関連図書展示の
共同開催し、あわせてケア
パスの配布を行い、認知症
への正しい理解の促進に
努めた。

42
認知症に関する講座の開
催

高齢者福祉課
認知症に関する各種講座を開催
し、認知症に対する正しい知識と
理解の促進を図ります。

認知症に
関する講演
会の開催、
高齢者あ
んしん相談
センターに
よる講習会
の実施

継続 継続 継続 

市主催の啓発イ
ベントの実施
研修の充実

介護の日（11月11日）に相
談ブースを設置し、市民か
らの相談受付を実施。その
他、各高齢者あんしん相談
センターで講習会を実施。

3

介護の日相談件数11件
介護予防教室64回（846人）
家族介護者教室36回（442人）
を開催。
認知症に関する周知啓発を図り、家族の
負担軽減とスキル向上を図った。

介護の日（11月11日）の相
談ブースの設置のほか、高
齢者あんしん相談センター
で講座等を開催
78回/年

3

介護の日相談件数6件
介護予防教室910回（20,217人）家族介
護者教室385回（7,297人）
を開催。
認知症に関する周知啓発を図り、家族の
負担軽減とスキル向上を図った。

健康フェスタ、図書館
での認知症に関する
図書展示などの啓発
イベントや、介護の日
に相談ブースを設
置。
また高齢者あんしん
相談センターで、介護
予防、家族介護者教
室を開催した。

3

介護の日相談、予防教室
及び家族介護者教室を開
催。
認知症に関する普及啓発
を図り、家族の負担軽減と
スキル向上を図った。

3

介護の日の相談、健康フェ
スタでの認知症に関する普
及・啓発活動を実施。ま
た、図書館2館で2ヶ月にわ
たり認知症関連図書展示
とケアパスを配布、市役所
ロビー及びイトーヨーカドー
でのパネル展示展を開催
するなど、広く市民に認知
症に関する普及を図った。

43
認知症サポーターの養成 高齢者福祉課

認知症に対する理解を深め、地
域で認知症の方とその家族を支
えていく「認知症サポーター」の
養成を進めていきます。

養成者数
延べ16,600
人
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
養成者数延べ
25,000人

高齢者あ
んしん相
談センター

平成27年度サポーター養
成者数：5,411人

サポーター養成者数延べ
26,071人
（平成27年度末現在）

4

　本講座の開催回数が昨年度の倍以上
に増えており、6期計画期間中の目標値
にも達している。
　なお、小中学校などの教育機関からの
依頼も増えてきている。

平成28年度サポーター養
成者数：4,192人

サポーター養成者数延べ
30,232人
（平成28年度末現在）

4
6期計画期間中の目標値（延べ25,000
人）に達している。

平成29年度サポー
ター養成者数：4,067
人

サポーター養成者数
延べ34,299人
（平成29年度末現在）

3

認知症の人と接する機会
の多い企業・団体、小中学
生への養成講座を実施す
るほか、サポーターが実際
に活動につながるための
フォローアップ研修の充実
を図った。

3

早い段階での認知症への
理解が重要であることか
ら、小中学生、大学生等
（1,862人）の養成にも積極
的に取り組んだほか、フォ
ローアップ研修の充実を
図った。

44
認知症家族サロンの運営
【新規】

高齢者福祉課

家族介護者が集う「認知症家族
サロン」を運営し、医療機関と連
携して認知症に関する専門的な
相談に対応するとともに、必要な
情報やレスパイト（休息）できる
場を提供することで、認知症家
族介護者の負担軽減を図りま
す。

新規事業

認知症
家族サ
ロンの
運営団
体に補
助（1団
体）

継続 継続 
1か所の運営支援

平成27年度利用者数669
人 4

常設の認知症家族サロン事業を通年実
施。利用者の増加、及び家族会を結ぶ
会を開催するほか、家族会の立ち上げ
支援を実施。

平成28年度
利用者数
659人
内相談者数
468人

3

常設の認知症家族サロン事業を通年実
施。相談者数が増加している。また、家
族会を結ぶ会を開催するほか、家族会
の立ち上げ支援を実施。

平成29年度
利用者数
661人
内相談者数
408人

3

常設の認知症家族サロン
事業を通年実施。また、家
族会を結ぶ会を開催した
ほか、家族会の運営支援
を実施した。

3

常設サロン事業を通年実
施。講座等の内容を検討し
ながら、さまざまな需要に
対応しながら開催し、利用
者、参加者の増加を図っ
た。
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27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
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4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

45
認知症家族会の立ち上げ
支援【新規】

高齢者福祉課

認知症の家族会の立ち上げを
支援し、認知症の介護者を地域
で支え、見守る体制をつくりま
す。

新規事業
認知症家族サロン事業として実施 拡充 拡充 

各日常生活圏域
に1団体

平成27年度利用者数669
人 4

認知症家族サロン事業として実施。
支援により、新規に4つの
団体による認知症カフェ活
動が開始となった

3

地域での拠点となる認知症カフェ等の立
ち上げと運営に関する支援により、活動
開始につながった。

15団体
3

地域での拠点となる認知
症カフェ等の立ち上げと運
営に関する支援により、活
動開始につながった。
各日常生活圏域に1団体
の目標は下回ったが、認
知症の介護者を地域で支
え、見守る体制を推進し
た。

3

認知症家族サロンわたぼう
しの活動で、家族会等のつ
ながりを促進する「結ぶ会」
の実施により、これまでに
家族会等がなかった地域
に、新たな家族会が発足。
その後も運営支援等を行う
ことで活動の継続を支援し
た。現在15団体が活動中。

46
徘徊高齢者探索機器の
貸与

高齢者福祉課

徘徊行動のある高齢者の早期
発見・事故防止のため、GPS端
末を利用した徘徊高齢者探索機
器を貸出します。

貸与43人
（平成25年
度）

拡充 拡充 拡充 
貸与70人 貸与　68人

4
利用者が増加している。 貸与　  70人

3
6期計画中の目標には達しているものの
利用者数は横ばい。

利用者　46人
3

適正実施のために要件確
認を行い、利用者数は減
少したが、継続的な実施を
続けている。

4

継続的な実施及び、有効
的な事業実施のために機
器の小型化に取り組み、徘
徊行動のある高齢者の早
期発見及び介護する家族
の負担軽減が図られた。

47
在宅高齢者おむつ給付
事業

高齢者福祉課

おむつを必要とする高齢者を在
宅で介護している家族に対し、
紙おむつを給付し、衛生の確保
及び経済的負担の軽減を図りま
す。

利用者延
べ42,865人
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
継続 利用者延べ46,911人

4
利用者が増加している。

利用者延べ
49,011 人 4

利用者が増加している。
利用者
 延べ49,905人 3

継続的な実施により、利用
者が増加している。 4

継続的な実施により、利用
者が増加している。

48
家族介護慰労金支給事
業

高齢者福祉課

要介護4以上の高齢者を、介護
サービスを使わずに在宅で1年
以上介護している家族の経済的
負担の軽減や要介護者の在宅
生活の継続・向上を図ります。

受給者4人
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
継続

受給者4人 3
ハートページ及び広報にて周知を図った
が、受給者は前年並みであった。 受給者  2人 3

ハートページ及び広報にて周知を図った
が、受給者は前年並みであった。

受給者　4人
3

継続的な活動を続けてい
る。 3

継続的な活動を続けてい
る。

49-
1

広報の活用・ホームペー
ジの充実

高齢者いきいき課

市の広報やホームページなどに
おいて、高齢者の福祉などに関
する情報の充実に、より一層取
り組みます。

高齢者に
関する情報
など随時必
要な情報を
掲載

継続 継続 継続 

ホームページの
構成などを読み
やすくするなど、
時宜にあわせ市
民の理解を深め
る

必要に応じて広報および
ホームページに情報を掲
載

3

毎号の広報及びホームページに、高齢
者に関する情報を積極的に掲載し、各事
業の周知を図った。

必要に応じて広報および
ホームページに情報を掲
載

3

毎号の広報及びホームページに、高齢
者に関する情報を積極的に掲載し、各事
業の周知を図った。

必要に応じて広報お
よびホームページに
情報を掲載

3

毎号の広報及びホーム
ページに、高齢者に関する
情報を積極的に掲載し、各
事業の周知を図った。

3

毎号の広報及びホーム
ページに、高齢者に関する
情報を積極的に掲載し、各
事業の周知を図った。

49-
2

広報の活用・ホームペー
ジの充実

高齢者福祉課

市の広報やホームページなどに
おいて、高齢者の福祉などに関
する情報の充実に、より一層取
り組みます。

高齢者に
関する情報
など随時必
要な情報を
掲載

継続 継続 継続 

ホームページの
構成などを読み
やすくするなど、
時宜にあわせ市
民の理解を深め
る

継続 3

ホームページにて、分かりやすい構成を
意識し、高齢者あんしん相談センターや
認知症サポーター養成講座の開催等に
関する情報提供を行っている。

継続 3

ホームページにて、分かりやすい構成を
意識し、高齢者あんしん相談センターや
認知症サポーター養成講座の開催等に
関する情報提供を行っている。

継続
3

ホームページや広報、リー
フレット、出前講座等の多
様なツールを活用し、介護
保険サービスを含む多くの
高齢者支援に関する情報
を分かりやすく提供してい
る。

3

ホームページの掲載内容
を定期的に見直し、分かり
やすい情報提供に努めて
いる。また、広報やリーフ
レット、講座やシンポジウ
ム等、様々なツールを活用
し、普及啓発を行ってい
る。

49-
3

広報の活用・ホームペー
ジの充実

介護保険課

市の広報やホームページなどに
おいて、高齢者の福祉などに関
する情報の充実に、より一層取
り組みます。

高齢者に
関する情報
など随時必
要な情報を
掲載

継続 継続 継続 

ホームページの
構成などを読み
やすくするなど、
時宜にあわせ市
民の理解を深め
る

「八王子の介護保険」パン
フレット
各事務所、高齢者あんしん
相談センター、市役所で配
布

広報特集号
 （5/15号全戸配布）

市民説明会の開催
（15回）

3

　27年度制度改正に対応したパンフレッ
ト、広報特集号の発行及びホームページ
の更新を行い、介護保険制度の周知を
図った。

「八王子の介護保険」パン
フレット
各事務所、高齢者あんしん
相談センター、市役所で配
布

3

28年度制度改正に対応したはちおうじの
介護保険パンフレットの発行及びホーム
ページの更新を行い、介護保険制度の
周知を図った。

「八王子の介護保険」
パンフレット
各事務所、高齢者あ
んしん相談センター、
市役所で配布

3

29年度制度改正に対応し
たはちおうじの介護保険パ
ンフレットの発行及びホー
ムページの更新を行い、介
護保険制度の周知を図っ
た。

3

毎年度、制度改正に対応し
たはちおうじの介護保険パ
ンフレットの発行及びホー
ムページの更新を行い、介
護保険制度の周知を図っ
た。

50
「自宅での看取り」などに
ついての情報提供【新規】

高齢者いきいき課

在宅生活を進めるうえで重要と
なる人生の最期について、自分
自身で考えていくための情報な
どを、ホームページなどを通じて
市民に提供します。

新規事業
検討 開始 継続 

ホームページなど
への情報掲載

医師会

「介護の日」に看取りに関
する講演会を開催

来場者数 140名
3

「介護の日」（11月11日）に、「『最期まで
自分らしく』あるための看取りとは」をテー
マに講演会を開催し、看取りに関する周
知・啓発を行った。

「介護の日」に看取りに関
する情報提供ブースを設置 3

「介護の日」（11月11日）に、看取りに関
する情報提供ブースを設置し、書籍や関
係資料の展示、ドキュメンタリー映像の
放映を行うなど、周知・啓発を行った。

「介護の日」（11月11
日）に、情報提供ブー
スに看取りに関する
資料を設置

3

「介護の日」（11月11日）
に、情報提供ブースに看取
りに関する関係資料を設
置し、周知・啓発を行った。

3

平成27年度の介護の日に
は、看取りをテーマとした
講演会を実施し、次年度以
降も、情報提供ブースを設
置するなどして、周知・啓
発を行った。

51
介護サービス相談支援事
業の充実【掲載新規】

高齢者福祉課

「介護サービス訪問ふれあい員」
が高齢者のもとに出向き、サー
ビス利用者からの相談、疑問な
どを傾聴し、利用者の利益の擁
護及び日常生活の支援並びに
サービス提供事業者等の健全な
運営とサービスの質の向上を図
ります。

介護サービ
ス訪問ふ
れあい員
数154人
（平成27年
1月）

拡充 拡充 拡充 

介護サービス訪
問ふれあい員数
170人

介護サービス訪問ふれあ
い員数157人 3

ふれあい員数が増加した。
介護サービス訪問ふれあ
い員数  136人 3

新規訪問ふれあい員（6名）を採用した
が、高齢化等に伴い退任者が上回った。
新規訪問施設（1施設）の開拓を行った。

介護サービス訪問ふ
れあい員数
 118人

3
継続的な活動を続けてい
る。 3

継続的な活動により、介護
サービス等利用者の利益
の擁護及び日常生活の支
援並びにサービス提供事
業者等の健全な運営と
サービスの質の向上を図
ることができた。

52
各種申請受付・相談窓口
の充実

高齢者福祉課

本庁及び南口総合事務所で行
う、介護保険サービス及びそれ
を補完する高齢者福祉サービス
等に関する各種申請受付及び
相談など、窓口の充実を図りま
す。

申請受付・
相談など実
施

継続 継続 継続 
常時改善を図りな
がら継続

27.3.1
南口総合事務所において、
介護・高齢窓口の日曜開
庁開始

3
介護家族の相談窓口が拡大した事によ
り市民サービスが向上した。

継続
3

制度改正等について課内研修を行い、
相談業務等のレベルアップに努めた。

継続
3

本庁と南口総合事務所の
嘱託員の交流を図り、応援
体制の強化に取り組んだ。

3

本庁と南口総合事務所の
嘱託員の交流を図り、応援
体制の強化に取り組み、窓
口職員・嘱託員の苦情・相
談対応のスキルアップに努
め窓口の充実が図れた。

53
高齢者のこころの健康相
談【掲載新規】

保健対策課

高齢者のこころの健康につい
て、家庭訪問・電話相談・保健所
への来所相談を実施します。ま
た、精神科医による相談も実施
します。

医師年6回
保健師随
時

継続 継続 継続 
医師年6回
保健師随時

・保健師によるこころの健
康相談延べ233件
・専門医による相談延べ16
件

3
市民や関係機関からの相談に対応した。

・保健師によるこころの健
康相談延べ337件
・専門医による相談延べ15
件

3
市民からの相談に対し、適宜関係機関と
連携しながら相談対応が行えた。

・保健師によるこころ
の健康相談 301件
・専門医による相談
述べ　17件

3

市民や関係機関からの相
談に適宜事業を活用しな
がら相談に応じていく。

3
市民のニーズに応じて適
宜対応が出来た。

54
高齢者ボランティア・ポイ
ント制度の実施

高齢者いきいき課

元気な高齢者が、指定施設や居
宅の高齢者を対象にボランティ
ア活動を行い、その活動に応じ
てポイントを付与し、交付金など
と交換します。ボランティア活動
を通じて社会貢献や生きがいづ
くり、介護予防を推進します。

ボランティ
ア登録者
数1,620人
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
ボランティア登録
者数2,300人

ボランティア登録者数2,206
人 3

ボランティア活動先の施設及び共通利用
券の利用先の拡大を行い、ボランティア
登録者数についても順調に伸びているた
め。

ボランティア登録者数
2,403人 4

ボランティア活動先の対象範囲及び共通
利用券の利用先の拡大を行い、ボラン
ティア登録者数についても順調に伸びて
いるため。

ボランティア登録者数
2,587人 4

共通利用券の利用先の拡
大を行い、ボランティア登
録者数についても順調に
伸びているため。

4

ボランティア活動先の対象
範囲及び共通利用券の利
用先の拡大を行い、ボラン
ティア登録者数についても
目標人数を上回った。

②

①

２－
３

２－
４

２－
２

（２）

①

②
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55
二次予防事業対象者把
握事業

高齢者いきいき課

要支援・要介護認定を受けてい
ない65歳以上の市民に対して、
介護予防のためのアンケート調
査を行い、二次予防事業対象者
を把握します。なお、介護予防・
日常生活支援総合事業へ移行
するために廃止になります。

回収率
68.4％
（平成25年
度）

継続 廃止 廃止 
回収率70％以上 回収率64.2％

3

回収率については目標値を若干下回っ
たものの、制度改正の影響で従来年2回
行っていた調査を1回にまとめた中、一連
の業務を滞りなく実施することができたた
め。

―
―

介護保険制度改正に伴う事業廃止のた
め。

―
-

介護保険制度改正に伴う
事業廃止のため。 3

介護保険制度改正に伴い
事業を廃止したが、廃止前
は一連の業務を滞りなく実
施した。

56
通所型介護予防事業の
実施

高齢者いきいき課

二次予防事業対象者把握事業
により、二次予防事業対象者に
判定され、介護予防の取り組み
が必要とされた方に、運動器・口
腔の機能向上や、栄養改善など
の指導を市の施設等で行いま
す。なお、介護予防・日常生活支
援総合事業へ移行するために
廃止になります。

参加者数
726人
（平成25年
度）

継続 廃止 廃止 
平成27年度参加
者数1,000人

参加者数
857人 3

参加者のニーズに応えられるよう、新し
いプログラムの設定をする等見直しを
行った。また、介護予防教室の運営にお
いて、安全かつ円滑に実施できたため。

―
―

介護保険制度改正に伴う事業廃止のた
め。

―
-

介護保険制度改正に伴う
事業廃止のため。 3

介護保険制度改正に伴い
事業を廃止したが、廃止前
は新しいプログラムの設定
をする等見直しを行い、介
護予防教室の運営におい
て、安全かつ円滑に実施し
た。

57-
1

介護予防普及啓発事業 高齢者いきいき課

介護予防教室（体力アップ・バラ
ンスアップ・ロコモ予防運動教室
等）、介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、
公園遊具を活用した健康づくり
講座などの出前講座で介護予
防の普及啓発を図ります。

教室等参
加者数
いきいき課
4,457人
あんしん相
談センター
17,119人
（全体）
保健福祉
センター
1,078人（3
館計）

拡充 拡充 拡充 
参加者の増加、
内容の充実

医師会
教室等参加者数
5,251人 4

各種講座の参加者数も増加し、地域で
の介護予防に関する取組の促進を図る
ことができたため。また、いきいき長寿川
柳大賞の実施等を通じ介護予防の普及
啓発に努めた。

教室等参加者数1,594人
3

参加者数は昨年度に引き続き現状維持
であり、また各講座で実施したアンケート
が好評であったため。

教室等参加人数
3,247人 3

各種講座を開催し、地域で
の介護予防に関する取組
の推進を図ることができた
ため。また、いきいき長寿
川柳大賞の実施等を通じ
介護予防の普及啓発に努
めた。

4

各種講座を開催し、地域で
の介護予防に関する取組
の推進を図り、教室等参加
人数も増加した。また、い
きいき長寿川柳大賞の実
施等を通じ介護予防の普
及啓発に努めた。

57-
2

介護予防普及啓発事業 高齢者福祉課

介護予防教室（体力アップ・バラ
ンスアップ・ロコモ予防運動教室
等）、介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、
公園遊具を活用した健康づくり
講座などの出前講座で介護予
防の普及啓発を図ります。

教室等参
加者数
いきいき課
4,457人
あんしん相
談センター
17,119人
（全体）
保健福祉
センター
1,078人（3
館計）

拡充 拡充 拡充 
参加者の増加、
内容の充実

医師会
846回
（19,387人） 4

継続して実施しており、年々参加者も増
加している。

910回
（20,217人） 4

継続して実施しており、年々参加者も増
加している。

1,113回
（22,707人） 3

高齢者あんしん相談セン
ターで継続して実施してい
るほか、地域での自主活
動も活発に行われている。

3

高齢者あんしん相談セン
ターで実施した介護予防教
室や介護予防講座等を通
じて介護予防の普及啓発
を図るとともに、地域での
自主活動の支援を実施し
た。

57-
3

介護予防普及啓発事業 大横保健福祉センター

介護予防教室（体力アップ・バラ
ンスアップ・ロコモ予防運動教室
等）、介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、
公園遊具を活用した健康づくり
講座などの出前講座で介護予
防の普及啓発を図ります。

教室等参
加者数
いきいき課
4,457人
あんしん相
談センター
17,119人
（全体）
保健福祉
センター
1,078人（3
館計）

拡充 拡充 拡充 
参加者の増加、
内容の充実

医師会

介護予防運動教室参加者
810名

介護予防講座参加者
186名

3

教室や講座の実施に加え、出前講座な
ど地域に出向いた活動に力を入れ、より
多くの市民に介護予防に対する普及啓
発を図ることが出来た。運動教室終了後
はサークル等の活動を促し、継続や意識
の向上へと繋がった。

介護予防運動教室参加者
742名

介護予防講座参加者
132名

3

教室や講座の開催と合わせて地域に出
向き市民の生活の場に近いところでの地
区組織への介護予防活動の充実を図る
ことができた。

介護予防運動教室参
加者
 
318名

介護予防講座参加者
 
129名

3

介護予防運動教室に関し
て、大横保健福祉センター
への来館者が少ない地域
に介護予防教室の出張版
として開催した。参加者の
定着度は高く、一定の効果
はあったが、運動継続に向
けての自主化までは運営
が難しかったと考える。

3

　介護予防運動教室に関し
て、大横保健福祉センター
への来館が困難で高齢化
率が高い地域を重点的
に、出張運動教室を開催し
たのはよかった。
教室参加者は皆顔見知り
で長年の付き合いがある
中で、互いに遠慮して、教
室をリードする方を見つけ
るのが困難であった。

57-
4

介護予防普及啓発事業 東浅川保健福祉センター

介護予防教室（体力アップ・バラ
ンスアップ・ロコモ予防運動教室
等）、介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、
公園遊具を活用した健康づくり
講座などの出前講座で介護予
防の普及啓発を図ります。

教室等参
加者数
いきいき課
4,457人
あんしん相
談センター
17,119人
（全体）
保健福祉
センター
1,078人（3
館計）

拡充 拡充 拡充 
参加者の増加、
内容の充実

医師会
1,637人 3

新規の受講者を優先に受け入れを行っ
たことで、広く介護予防運動の取り組み
のきっかけの機会をつくることが出来た。
また教室卒業後、継続したいという声も
あり、自主グループを立ち上げ活動の継
続性を支援した。

1,409人 3

地域に出向いた教室や講座を実施する
ことにより、広く介護予防に取り組むきっ
かけの機会をつくることができた。

介護予防運動教室
808人
介護予防講座
293人

3

地域に出向いた講座を継
続することにより、広く介護
予防に取り組むきっかけを
つくることができた。

3

積極的に地域に出向き教
室や講座を行うことで、介
護予防運動の取組みの
きっかけづくりができ、自主
グループの立ち上げ活動
支援をすることができたた
め。

57-
5

介護予防普及啓発事業 南大沢保健福祉センター

介護予防教室（体力アップ・バラ
ンスアップ・ロコモ予防運動教室
等）、介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、
公園遊具を活用した健康づくり
講座などの出前講座で介護予
防の普及啓発を図ります。

教室等参
加者数
いきいき課
4,457人
あんしん相
談センター
17,119人
（全体）
保健福祉
センター
1,078人（3
館計）

拡充 拡充 拡充 
参加者の増加、
内容の充実

医師会

介護予防教室参加者延べ
人数　1,760人
介護予防講座　参加延べ
人数　267人

4

介護予防教室および介護予防講座とも
に、延べ参加人数の増加があり、参加者
アンケートでも好評を得ているため。

介護予防教室参加者延べ
人数　1,992人
介護予防講座　参加延べ
人数　509人

4

介護予防教室および介護予防講座とも
に、延べ参加人数の増加があり、参加者
アンケートでも好評を得ているため。

介護予防教室参加延
べ人数　1,614人
介護予防講座　参加
延べ人数　348人

3

教室については、昨年度よ
り、人数の減少があった
が、高齢者にとって、無理
のない日程の構成を考え
たためである。また、地域
の活動に参加しにくい方な
どに運動をする機会を保
障する大事な場であると考
えている。講座について
は、歯科の講座を取りやめ
たため人数の減少があっ
たが、アンケートにて好評
を得ているため。

3

持続的に介護予防教室を
開催し、運動や歌を使った
介護予防の活動を行うこと
ができている。介護予防講
座もテーマについて毎年工
夫し実施できたため。

58-
1

介護予防地域活動支援
事業

大横保健福祉センター
介護予防運動ボランティアの
フォローアップなどにより、活動
支援を行います。

地域活動
人数3,205
人（3館計）

拡充 拡充 拡充 

介護予防運動ボ
ランティア等を活
用した地域活動
の活性化を図る

健康づくりサポーター
フォロー教室参加数

78名
3

健康づくりサポーターのスキルアップと活
動の充実に向けてフォロー教室を実施し
た。継続や単発での活動を地域で行い、
活性化を図ることが出来た。

健康づくりサポーターフォ
ロー教室参加数
141名

3

健康づくりサポーターのスキルアップ内
容の充実、活動場所の拡大をはかり地
域での介護予防運動の普及啓発活動が
活発化できた。

健康づくりサポーター
フォロー教室
参加数　184名

3

健康づくりサポーターが
フォロー講座に参加するこ
とによって活動に自信が持
てるような取り組みが展開
できている。
また八王子けんこう体操の
普及啓発をおこなった。

3

　回数も多くフォロー講座を
開催し、健康づくりサポー
ターとして地域で活躍でき
るスキルを身に付けること
ができたため。

①

２－
４

（２）
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58-
2

介護予防地域活動支援
事業

東浅川保健福祉センター
介護予防運動ボランティアの
フォローアップなどにより、活動
支援を行います。

地域活動
人数3,205
人（3館計）

拡充 拡充 拡充 

介護予防運動ボ
ランティア等を活
用した地域活動
の活性化を図る

2,133人 3

健康づくりサポーターや介護予防運動ボ
ランティアと一緒に、町会自治会等に積
極的に働きかけ地域での介護予防活動
の場が広がった。

1,270人 3

町会自治会等に積極的に働きかけ、健
康づくりサポーター等とともに地域での介
護予防活動に取り組み活性化を図った。

職員実施数　　781人
サポーター実施数
11,004人

3

地域に出向いた教室を実
施し、健康づくりサポーター
等とともに地域での介護予
防活動に取り組み、活性化
を図る。

3

健康づくりサポーター等の
育成に力を入れ、サポー
ター等とともに地域での介
護予防活動に取り組むこと
で、地域活動は一定程度
広がり、維持できているた
め。

58-
3

介護予防地域活動支援
事業

南大沢保健福祉センター
介護予防運動ボランティアの
フォローアップなどにより、活動
支援を行います。

地域活動
人数3,205
人（3館計）

拡充 拡充 拡充 

介護予防運動ボ
ランティア等を活
用した地域活動
の活性化を図る

地域活動支援参加延べ人
数
6,691人

4

健康づくりサポーター等の育成に重点を
置き、活用についても工夫を行い、地域
活動の活性化に広がりを持てたため。

地域活動支援参加延べ人
数
7,969人

4

健康づくりサポーター等の育成に重点を
置き、活用回数も増加し、地域活動の活
性化に力を入れたため。

地域活動支援参加延
べ人数
8,684人

3

健康づくりサポーターの育
成に力を入れ、地域での
活動への支援の広がり
は、一定程度広がり、増加
しているため。

3

第３期生まで健康づくりサ
ポーターの育成を行い、地
域で活動できるようサポー
トした。なお、健康づくりサ
ポーター主体の活動の広
がりもあるため。

59
健康づくり活動の支援【掲
載新規】

健康政策課

はちおうじ健康づくり推進協議会
とともに、健康に関する普及啓
発活動を行い、地域・個人の健
康づくりを支援します。

平成26年
度の健康
フェスタの
アンケート
で「健康に
ついて考え
るきっかけ
となった」と
回答した人
の割合
84.3％

イベン
ト等を
通し、
健康づ
くりに
関する
普及啓
発活動
の推進

継続 継続 

イベント等に参加
して「健康づくりや
健康について考
えるきっかけと
なった」と答える
人の割合を増や
す

はちおうじ
健康づくり
推進協議
会

平成27年5月17日にエス
フォルタアリーナ八王子で
「2015健康フェスタ」を開催
し、アンケートで「健康につ
いて考えるきっかけとなっ
た」と回答した人の割合は
81.5％となった。

3

アンケート結果については81.5％と平成
26年度よりポイントを減らしたが、例年ど
おり若い人から高齢者まで幅広い年齢
層に来場いただき、平成27年度は来場
者数も9,353名で健康づくりの普及啓発
活動に寄与している。

平成28年5月15日に富士
森公園陸上競技場及び富
士森体育館で市制100周年
プレ事業として食育フェスタ
と合同で「2016健康フェス
タ・食育フェスタ」を開催し
た。アンケートで「健康につ
いて考えるきっかけとなっ
た」と回答した人の割合は
77％となった。

3

アンケート結果については77％と平成27
年度よりポイントを減らしたが、例年どお
り若い人から高齢者まで幅広い年齢層
に来場いただき、平成28年度は開始以
来初めて1万人を超え、10,298名の来場
者数となったため、健康づくりの普及啓
発活動に寄与している。

平成29年5月21日に
エスフォルタアリーナ
八王子で市制100周
年記念事業として食
育フェスタと合同で
「2017健康フェスタ・
食育フェスタ」を開催
した。市制100周年記
念事業として、民間
企業と連携し「走り方
教室」を開催するなど
例年になく、盛況で
あった。アンケートで
「健康について考える
きっかけとなった」と
回答した人の割合は
84.6％となった。

3

アンケート結果については
84.6％と平成28年度よりポ
イントが増え、また例年ど
おり若い人から高齢者まで
幅広い年齢層に来場いた
だき、平成29年度は10,674
名の来場者数となり過去
最高であった。

3

平成28年度の市制100周
年プレ事業として食育フェ
スタと合同で開催し、平成
29年度も市制100周年記念
事業として合同開催した。
食育も含めた幅広い健康
づくりについて周知啓発を
行うことができ、若年層の
来場者も多いことから、あ
らゆる年齢層の市民にとっ
て健康づくりのきっかけと
なっている。

60-
1

高齢者向けの各種教室
や講座の開催

大横保健福祉センター

市の主催する生きがいづくりの
教室や各種講座等を通じて、健
康の増進及び教養の向上、生き
がいの高揚、社会参加・交流を
支援します。

高齢者向
けの各種
教室や講
座の開催

継続 継続 継続 

健康の増進及び
教養の向上、生き
がいの高揚、社会
参加・交流を支援
する

生きがいづくりの教室
参加延べ人数
2,463人 3

従来実施していた事業に加え、新セン
ター開館に伴い、高齢者向けのスマホ・
タブレット教室、男性料理教室等を実施
し、多数の高齢者による参加を得ること
ができた。一般向け講座にも高齢者の積
極的参加が見られた。

生きがいづくりの教室
参加延べ人数
2,347人 3

昨年実施した事業の経験を活かし、歩行
者用プールでのアクアビクス教室、高齢
者向けのＰＣ教室を実施し、多数の高齢
者による参加を得ることができた。募集
時の応募状況が均一でなく、結果的に参
加延べ人数はやや減ったが、利用者の
満足度は高い。

生きがいづくりの教室
参加延べ人数
2,179人 3

講座の応募状況が均一で
なかったり、受講者の体調
不良による欠席等があるも
のの、事業が概ね定着し、
安定的な受講者数を確保
できていること、また受講
者からの評価も相当程度
高いことによるもの。

3

生きがいづくり教室事業は
概ね安定的受講者を確保
できており、受講者からの
評価も好評なため。

60-
2

高齢者向けの各種教室
や講座の開催

東浅川保健福祉センター

市の主催する生きがいづくりの
教室や各種講座等を通じて、健
康の増進及び教養の向上、生き
がいの高揚、社会参加・交流を
支援します。

高齢者向
けの各種
教室や講
座の開催

継続 継続 継続 

健康の増進及び
教養の向上、生き
がいの高揚、社会
参加・交流を支援
する

生きがいづくりの教室
参加延べ人数
6,280人

3
高齢者・障害者の生きがいの高揚や自
立を図るため、今後も充実を図る。

生きがいづくりの教室
参加延べ人数4,367人

3
高齢者・障害者の生きがいの高揚や自
立を図るため、今後も充実を図る。

生きがいづくりの教室
参加延べ人数4,804
人

3

高齢者・障害者の生きがい
の高揚や自立を図るため、
今後も充実を図る。

3

教室や講座のアンケート分
析により、講座内容を工夫
し、高齢者や障害者の生き
がいの高揚や自立を図る
ことができたため。

60-
3

高齢者向けの各種教室
や講座の開催

南大沢保健福祉センター

市の主催する生きがいづくりの
教室や各種講座等を通じて、健
康の増進及び教養の向上、生き
がいの高揚、社会参加・交流を
支援します。

高齢者向
けの各種
教室や講
座の開催

継続 継続 継続 

健康の増進及び
教養の向上、生き
がいの高揚、社会
参加・交流を支援
する

生きがいづくりの教室
参加延べ人数
2,011人

3

ボランティア講師などの協力を頂きなが
ら計画どおりすべての講座・教室を開催
することができた。

生きがいづくりの教室
参加延べ人数
1,875人 3

講座・教室終了後に行っているアンケー
トの結果を分析し、より参加者の興味・関
心の高い内容にしていく取組を行い、計
画どおり実施することができた。

生きがいづくりの教室
参加延べ人数
2,096人

3

講座・教室終了後に行って
いるアンケートの結果を分
析し、より参加者の興味・
関心の高い内容にしていく
取組を行い、計画どおり実
施することができた。

3

アンケート調査結果を分析
し、より市民ニーズに則し
た講座等を企画し、計画ど
おり実施することができた。

61
高齢者あんしん相談セン
ターの充実

高齢者福祉課

地域における総合的な相談窓口
であり、介護予防など高齢者の
総合的なケアマネジメントの支
援を行う高齢者あんしん相談セ
ンターを新たに2か所増設し、機
能の充実を図るほか、人員体制
の充実を図ります。また、基幹型
地域包括支援センター（高齢者
福祉課）の強化も併せて行いま
す。

15センター

基幹型
セン
ター充
実

1か所
増設
（大横
圏域）
基幹型
セン
ター充
実

1か所
増設
（恩方
圏域）
基幹型
セン
ター充
実

17センター体制
基幹型センター強
化
既設センターの体
制整備

継続 4
平成28年度増設予定の大横の整備を
行った。 継続 3

平成29年度増設予定の恩方の整備及
び、高尾の公共施設への移転を行った。

高齢者あんしん相談
センター恩方の開設 3

高齢者あんしん相談セン
ター恩方を開設し、第6期
計画での計画予定数2か
所の設置が完了した。

3

第6期計画での高齢者あん
しん相談センター設置計画
予定数の2か所（大横・恩
方）を開設した。

62
地域ケア会議の実施【掲
載新規】

高齢者福祉課

個別ケースの検討などを通じて
地域課題を共有し、地域での支
援ネットワークづくりを進めるた
め、医療関係者、介護保険事業
者、民生・児童委員などによる地
域ケア会議を開催します。

市レベルの
地域ケア推
進会議及
び地域ケア
個別会議を
実施

継続 継続 継続 
各会議の定期的
な開催と充実

医師会、歯
科医会、薬
剤師会、介
護支援専
門員連絡
協議会、介
護サービ
ス事業者
連絡協議
会、警察
署、消防
署、民生・
児童委員
など

全センターで実施
4

全ての高齢者あんしん相談センターで地
域ケア会議を実施するとともに、地域ケ
ア会議を通じて個別事例の検討・地域課
題の把握等を行った。

地域ケア会議
開催回数
177回

3

地域ケア会議を通じて個別事例の検討・
地域課題の把握等を行うとともに、地域
の関係者とのネットワークづくりを進め
た。

地域ケア会議
開催回数
189回

3

地域ケア会議を通じて個別
事例の検討・地域課題の
把握等を行うとともに、地
域の関係者とのネットワー
クづくりを進めた。

3

3年間で延493回実施した
地域ケア会議を通じて個別
事例の検討・地域課題の
把握等を行うとともに、地
域の関係者とのネットワー
クづくりを進めた。

63
地域包括ケアシステム推
進会議の設置【新規】

高齢者福祉課

保健・医療・福祉など市の地域
包括ケアシステム関係部署が連
携し、横断的な体制で、地域包
括ケアシステムの推進を図りま
す。

新規事業
設置 継続 継続 

地域ケア推進会
議（市主催の地域
ケア会議）と関連
して開催

未実施 2

今後の推進方針や会議の設置について
は調整中。
なお、関係所管課との個別の調整および
連携については随時行っている。

未実施 3

28年度は、「介護予防・健康づくり」「生活
支援サービス」や「口腔ケア」など横断的
な課題に対し、関係所管による会議を実
施し調整を図った。進捗管理を担う全体
会議の設置については、「評価指標の設
定」などとあわせて引き続き検討する。

「八王子市生活支援
サービスの充実に関
する研究会」や、関係
所管との意見交換を
実施

3

地域包括ケアシステムの
庁内推進にかかる多様な
内容について情報共有し、
連携した取り組み等につい
て意見交換を行っている。
なお、進捗管理を担う会議
設置や評価指標等につい
ては引き続き検討する。

3

関係する庁内の関連所管
と、取り組む内容（介護予
防や生活支援に関すること
等）に応じて柔軟に連携し
ているほか、地域包括ケア
システム推進プランとなる、
本計画の庁内検討会を通
じて関連所管との情報共
有を図り、第7期計画を策
定した。

①

②

①

２－
４

２－
５

（２）
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

64
基幹型地域包括支援セン
ター機能の充実

高齢者福祉課

担当課の「基幹型地域包括支援
センター」機能を充実させ、高齢
者あんしん相談センターの運営
支援を進めます。

基幹型セン
ターとして
の活動実
施

拡充 拡充 拡充 

基幹型地域包括
支援センター職員
体制の充実及び
専門職員の配置

基幹型センターの充実のた
め、嘱託員の募集をした。 2

募集をしたが、採用に至らなかった。
基幹型センターの充実のた
め、嘱託員を採用した。 3

基幹型センター専門員として、嘱託員（介
護支援専門員）を採用し、高齢者あんし
ん相談センターでの地域ケア会議に参
加するなど、基幹型センターとしての活
動を行った。

基幹型センター専門
員の任用
1名

3

基幹型センター専門員とし
て地域ケア会議等に参加
するなどし、高齢者あんし
ん相談センターの運営支
援をおこなった。

3

基幹型センター専門員とし
て地域ケア会議等に参加
するなどし、高齢者あんし
ん相談センターの運営支
援をおこなった。

65
東京都シルバーパスの普
及・周知

高齢者いきいき課

都内を走るバス・都営地下鉄・都
電などで利用できるシルバーパ
スについて普及・周知を図りま
す。（都実施事業）

電話・窓口
での案内、
ポスター掲
示、チラシ
配布、広
報・ホーム
ページ掲載
など

継続 継続 継続 

パス所持率の把
握が困難である
ため、目標設定に
そぐわない

東京都、東
京バス協
会

バス会社と連携し、市内23
箇所を更新会場に設定し
更新を実施

3
更新会場を、概ね市内全域に設置するこ
とができた。

バス会社と連携し、市内24
箇所を更新会場に設定し
更新を実施

3
更新会場を、概ね市内全域に設置するこ
とができた。

バス会社と連携し、
市内24箇所を更新会
場に設定し更新を実
施

3

更新会場を、概ね市内全
域に設置することができ
た。

3

市窓口等へのポスターの
掲示やチラシの配布を行う
など、広く周知を図った。
また、更新会場を、概ね市
内全域に設置することがで
きた。

66
生活支援ショートステイの
充実

高齢者福祉課

高齢者の体調管理や家族が病
気や出産、冠婚葬祭などで高齢
者をひとりにしておけない場合
に、介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）で一時的に預か
り（ショートステイ）、健康管理や
食事の提供を行います。

利用者19
人
（平成25年
度末）

継続 継続 継続 
継続 利用者25人

4

本人又は家族が必要とする機会に、
サービス提供することにより、本人の体
調維持と家族のレスパイトケアを供する
ことができた。

利用者29人
3

本人又は家族が必要とする機会に、
サービス提供することにより、本人の体
調維持と家族のレスパイトケアを供する
ことができた。

利用者28人
3

本人又は家族が必要とす
る機会に、サービス提供す
ることにより、本人の体調
維持と家族のレスパイトケ
アを提供することができ
た。

3

本人又は家族が必要とす
る機会に、一時的に預かる
ことにより、本人の体調維
持及び家族のレスパイトケ
アを提供することができ
た。

67
シルバーサポーターの派
遣

高齢者福祉課

日常生活にお困りのひとり暮らし
高齢者または高齢者のみの世
帯へ、八王子市シルバー人材セ
ンターよりシルバーサポーターを
派遣し、日常生活の支援を行い
ます。

シルバーサ
ポーターの
利用者数
92人
（平成25年
度末）

拡充 拡充 拡充 

シルバーサポー
ターの利用者数
150人

軽度作業コース
130件
ホームヘルパーコース
1,576件

4
利用者が増加した。

軽度作業コース
133件
ホームヘルパーコース
2,019件
（利用者数　115人）

3
利用者数・利用件数ともに増加した。

軽度作業コース
136件
ホームヘルパーコー
ス
2,104件
（利用者数　108人）

3

総合事業（訪問型Ｂ）の開
始により、ホームヘルパー
コースの事業内容の見直
しを行い、合わせて、要支
援相当の方の適正な事業
実施に取り組んだ。

3

事業の継続により、ひとり
暮らし高齢者または高齢者
のみの世帯へシルバーサ
ポーターを派遣し、日常生
活の支援を行った。また、
総合事業（訪問型Ｂ）の開
始により、ホームヘルパー
コースの事業内容の見直
しを行い、要支援相当の方
への適正な事業実施に取
り組んだ。

68
配食サービスの利用促進 高齢者福祉課

ひとり暮らしや高齢者のみの世
帯で、調理や栄養管理が困難な
場合、定期的に食事を届けるこ
とで、健康の保持や安否確認を
図ります。あわせて、食事提供を
行う非営利の民間団体に対し補
助金を交付し、活動が活発にな
るよう支援します。

ケアマネジ
メントなどを
通じてサー
ビス提供

食事提
供サー
ビス活
動支援
事業の
継続及
びコン
ビニエ
ンスス
トア等
の民間
企業の
配食
サービ
スの活
用検討

民間企
業の配
食サー
ビス活
用

拡充 

非営利団体の活
動支援の拡大
民間企業が提供
の配食サービス
活用

延べ7食 3
年度中に利用者が死亡・施設入所のた
め0人となった。

配食事業は終了
食事提供サービス活動支
援事業の継続

3
食事提供サービス活動団体への支援を
継続した。

補助団体数
　4団体 3

食事提供サービス活動団
体への支援を継続した。 3

配食と見守りが継続され、
在宅高齢者が住み慣れた
地域で生活を続けられるよ
うに、食事提供を行う非営
利の民間団体に対する支
援を継続した。

69-
1

医療・介護関係者会議の
参加・開催【新規】

高齢者福祉課

医療と介護の関係者が参画する
会議で、医療・介護の連携に関
する情報共有や課題解決に向
けた議論を行います。

情報共有・
課題解決
に向けた議
論

継続 拡充 拡充 

情報共有や議論
の結果を各事業
に反映させる

医師会、歯
科医会、薬
剤師会、介
護保険事
業者など

継続 2

東京都認知症多職種協働研修（南多摩
医療圏認知症疾患医療センターと共
催）、地域ケア会議（高齢者あんしん相
談センターにて実施）、南多摩医療圏認
知症疾患医療・介護連携協議会（都主
催）への参加等を通じて、情報および課
題の共有を図った。

継続 3

東京都認知症多職種協働研修（南多摩
医療圏認知症疾患医療センターと共
催）、地域ケア会議（高齢者あんしん相
談センターにて実施）、南多摩医療圏認
知症疾患医療・介護連携協議会（都主
催）への参加等を通じて、情報および課
題の共有を図った。また関係者が参画す
る会議を拠点に委託で実施した。

継続
3

・東京都認知症多職種協
働研修への参加
・地域ケア会議の開催
・南多摩医療圏認知症疾
患医療・介護連携協議会
への参加

多様な会議の開催・参加を
通じ、医療と介護の専門職
間の連携を図った。

3

・東京都認知症多職種協
働研修への参加
・地域ケア会議の開催
・南多摩医療圏認知症疾
患医療・介護連携協議会
への参加

多様な会議の開催・参加を
通じ、医療と介護の専門職
間の連携を図った。

69-
2

医療・介護関係者会議の
参加・開催【新規】

介護保険課

医療と介護の関係者が参画する
会議で、医療・介護の連携に関
する情報共有や課題解決に向
けた議論を行います。

情報共有・
課題解決
に向けた議
論

継続 拡充 拡充 

情報共有や議論
の結果を各事業
に反映させる

医師会、歯
科医会、薬
剤師会、介
護保険事
業者など

継続
2

東京都認知症多職種協働研修（南多摩
医療圏認知症疾患医療センターと共
催）、地域ケア会議（高齢者あんしん相
談センターにて実施）、南多摩医療圏認
知症疾患医療・介護連携協議会（都主
催）への参加等を通じて、情報および課
題の共有を図った。

地域ケア会議（高齢者あん
しん相談センターにて実
施）、南多摩医療圏認知症
疾患医療・介護連携協議
会（都主催）への参加。

3

地域ケア会議（高齢者あんしん相談セン
ターにて実施）、南多摩医療圏認知症疾
患医療・介護連携協議会（都主催）への
参加等を通じて、情報および課題の共有
を図った。

地域ケア会議（高齢
者あんしん相談セン
ターにて実施）、南多
摩医療圏認知症疾患
医療・介護連携協議
会（都主催）への参
加。

3

地域ケア会議（高齢者あん
しん相談センターにて実
施）、南多摩医療圏認知症
疾患医療・介護連携協議
会（都主催）への参加等を
通じて、情報および課題の
共有を図った。

3

地域ケア会議（高齢者あん
しん相談センターにて実
施）、南多摩医療圏認知症
疾患医療・介護連携協議
会（都主催）への参加等を
通じて、情報および課題の
共有を図った。

69-
3

医療・介護関係者会議の
参加・開催【新規】

地域医療政策課

医療と介護の関係者が参画する
会議で、医療・介護の連携に関
する情報共有や課題解決に向
けた議論を行います。

情報共有・
課題解決
に向けた議
論

継続 拡充 拡充 

情報共有や議論
の結果を各事業
に反映させる

医師会、歯
科医会、薬
剤師会、介
護保険事
業者など

継続 2

東京都認知症多職種協働研修（南多摩
医療圏認知症疾患医療センターと共
催）、地域ケア会議（高齢者あんしん相
談センターにて実施）、南多摩医療圏認
知症疾患医療・介護連携協議会（都主
催）への参加等を通じて、情報および課
題の共有を図った。

継続 2

市が中心となって会議が開催されてはい
ないが、南多摩医療圏認知症疾患医療・
介護連携協議会にて、医療・介護の連携
に関する情報共有や課題解決に向けた
議論が行われた。

「八王子市高齢者救
急医療体制広域連絡
会」定期総会に参加

3

「八王子市高齢者救急医
療体制広域連絡会」の参
与及び事務局として、定期
総会に参加し、医療と介護
の連携に関する情報共有
を行ったため

3

各種会議に参加し、医療と
介護の連携に関する情報
提供を行うことができたた
め

70
在宅医療連携拠点の整
備【新規】

高齢者福祉課
地域医療政策課

医師会と連携し、在宅療養に対
する支援拠点づくりを進めます。

新規事業
検討 開始 継続 

拠点1か所を整備
し、高齢者あんし
ん相談センターと
の連携を図る

医師会、歯
科医会、薬
剤師会

医師会との開設に向けた
調整を実施 3

平成28年度開設に向けた医師会との調
整を実施。あわせて事業計画、要綱等の
内容を検討した。

医師会との開設に向けた
調整を実施 3

平成28年度開設に向けた医師会との調
整を実施。あわせて事業計画、要綱等の
内容を決定した。

在宅医療相談窓口
相談件数　247件 3

在宅療養を希望する方や
家族からの相談を行ったた
め。
また、高齢者あんしん相談
センターと医療関係者など
を対象とした多職種研修会
を実施し連携を図った。

3

拠点1か所を整備し、高齢
者あんしん相談センターと
の連携を図ることができた
ため

③

①

②

２－
５

（２）
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

71

在宅医療・介護連携に関
する介護支援専門員向け
研修の充実【新規】

介護保険課

介護保険制度の要である介護
支援専門員への研修を体系化し
て段階的・継続的に実施する中
で、医療と介護の連携に資する
カリキュラムの充実を図り、利用
者の立場に立った適切なケアプ
ラン作成と医療ニーズの情報活
用が適切に行われるよう支援し
ていきます。

介護支援
専門員研
修事業とし
て実施

拡充 継続 継続 

医療と介護の連
携にかかるカリ
キュラムを充実し
て実施

東京都南
多摩保健
医療圏地
域リハビリ
テーション
支援セン
ター、介護
支援専門
員連絡協
議会

医療連携研修3回、リハビ
リテーションとの連携研修1
回の計4回実施。受講者総
数422名。

4

高次脳機能障害のリハビリテーション
や、医療職を中心とした多職種連携と
いった、新しいテーマで研修を実施した。

医療連携研修3回、リハビ
リテーションとの連携研修1
回の計4回実施。受講者総
数511名。

3

医師、薬剤師等の専門職を招き、医療職
との連携手法や認知症をテーマに研修
会を行った。

医療連携研修3回、リ
ハビリテーションとの
連携研修1回の計4回
実施。受講者総数
428名

3

医師・理学療法士・作業療
法士の専門職を招き、医
療職との連携手法をテー
マに研修会を行った。

3

医師・理学療法士・作業療
法士の専門職を招き、医療
職との連携手法をテーマに
研修会を行った。

72-
1

「医療と介護の連携ガイ
ド」の活用

介護保険課

医療と介護の関係者間の連携
に必要な情報を集約した「医療と
介護の連携ガイド」を介護保険
法の地域支援事業に設けられた
「在宅医療・介護連携推進事業」
の一つに位置付け、改訂版を発
行することで、医療と介護が連
携してサービス提供できる体制
づくりを更に進めていきます。

既存のガイ
ド活用 調査 

ガイド
の改
定、活
用

活用 

改定と市内全医
療機関、介護保
険サービス事業
所での活用

医師会、介
護支援専
門員連絡
協議会、介
護保険
サービス
事業者連
絡協議会

医療機関や介護サービス
事業所、合計1,393件を対
象に調査を実施した。

3

次年度のガイドライン発行に向けて、前
回の調査・掲載対象に加え、薬局79件、
接骨院・整骨院35件を新たに調査し、
データベースを作成した。

ガイド発行に向け関係職種
との検討会実施や、掲載用
データの確認及び修正を
行った。

1

28年度末にガイド発行予定であったが、
地図データ等掲載物が完成せず、発行
に至らなかった。
29年度内の発行を目指して引き続き編
集作業を進める。

医療と介護の連携ガ
イド発行。 2

編集作業は遅れたが、29
年度内の発行と関係機関
への送付も完了したため。

3

編集作業は遅れたが、29
年度内の発行と関係機関
への送付も完了したため。

72-
2

「医療と介護の連携ガイ
ド」の活用

地域医療政策課

医療と介護の関係者間の連携
に必要な情報を集約した「医療と
介護の連携ガイド」を介護保険
法の地域支援事業に設けられた
「在宅医療・介護連携推進事業」
の一つに位置付け、改訂版を発
行することで、医療と介護が連
携してサービス提供できる体制
づくりを更に進めていきます。

既存のガイ
ド活用 調査 

ガイド
の改
定、活
用

活用 

改定と市内全医
療機関、介護保
険サービス事業
所での活用

医師会、介
護支援専
門員連絡
協議会、介
護保険
サービス
事業者連
絡協議会

医療機関や介護サービス
事業所、合計1,393件を対
象に調査を実施した。

3

次年度のガイドライン発行に向けて、前
回の調査・掲載対象に加え、薬局79件、
接骨院・整骨院35件を新たに調査し、
データベースを作成した。

ガイド発行に向け、関係職
種との検討会実施や、掲載
用データの確認及び修正
を行った。

1

28年度末にガイド発行予定であったが、
地図データ等掲載物が完成せず、発行
に至らなかった。

連携ガイドの発行
2

編集作業は遅れたが、29
年度内の発行と関係機関
への送付も完了したため。

3

編集作業は遅れたが、29
年度内の発行と関係機関
への送付も完了したため。

73
医療に関する広報・啓発
【掲載新規】

地域医療政策課

中核病院（東京医科大学八王子
医療センター、東海大学医学部
付属八王子病院）及び医師会の
協力を得て、かかりつけ医が持
てるようにしていきます。

医師会が
作成した周
知チラシの
活用

周知チ
ラシの
作成

拡充 拡充 
医師会と協議し、
周知を充実させる

中核病院、
医師会

医療機関においては、医師
会が作成した周知チラシを
配布し、市では「医療機関
ガイド」をホームページに掲
載することなどにより、かか
りつけ医の必要性を周知し
た。

3

市政世論調査（第47回・平成27年）にお
いて、「かかりつけ医」を決めている人の
割合は81.5％となり、目標値をこえている
ため。

医療機関においては、医師
会が作成した周知チラシを
配布し、市では「医療機関
ガイド」をホームページに掲
載することなどにより、かか
りつけ医の必要性を周知し
た。

3

市政世論調査（第48回・平成28年）にお
いて、「かかりつけ医」を決めている人の
割合は82.4％となり、目標値を超えてい
るため。

医療機関では、医師
会が作成した周知チ
ラシを配布し、市では
「医療機関ガイド」を
ホームページに掲載
することなどにより、
かかりつけ医の必要
性を周知した。

3

市政世論調査（平成29年）
において、「かかりつけ医」
を決めている人の割合は
82.6％となり、目標値を超
えているため。

3

市政世論調査（平成29年）
において、「かかりつけ医」
を決めている人の割合は
82.6％となり、目標値を超
えているため

74

安全においしく食べ続け
るための環境整備【掲載
新規】

地域医療政策課

摂食・嚥下機能支援や在宅療養
者などに対する歯科検診事業
を、歯科医会をはじめ多職種と
連携を図りながら進めていきま
す。

打合せなど
事業の調
整

継続 継続 継続 
内容の充実

歯科医会、
医師会、訪
問看護ス
テーショ
ン、高齢者
あんしん相
談センター

八王子市摂食・嚥下機能
支援懇談会を3回開催し
た。
摂食・嚥下機能に不安を感
じている人の実態を把握す
るため、摂食・嚥下障害実
態調査を実施した。

3

当初予定どおり、懇談会を開催し、多職
種による意見交換ができた。
また、摂食・嚥下障害実態調査を実施し
たことで、市内の摂食・嚥下機能に不安
を感じている人の実態を把握できた。

八王子市摂食・嚥下機能
支援懇談会を3回開催し
た。
摂食・嚥下機能に不安を感
じている人の実態を把握す
るため、摂食・嚥下障害実
態調査を実施した。

3

当初予定どおり、懇談会を開催し、多職
種による意見交換ができた。
また、専門職向けの講演会を開催し、懇
談会には参加していない職種の方に対
し、摂食・嚥下に関した啓発をすることが
できた。

八王子市摂食・嚥下
機能支援懇談会を2
回開催するとともに、
市民講演会を開催し
た。

3

懇談会を開催し、多職種に
よる意見交換ができたた
め。
また、市民向け講演会を開
催し、普及・啓発ができた
ため。

3

懇談会を開催し、多職種に
よる意見交換ができたた
め。
また、講演会を開催し、普
及・啓発ができたため。

75
在宅医療24時間診療事
業の実施

地域医療政策課
在宅医療している高齢者に24時
間365日対応できるように、夜間
の診療体制を確保します。

医師会によ
り年間を通
じて担当医
療機関を確
保

継続 継続 継続 継続 
医師会

医師会により、24時間366
日、在宅医療の夜間診療
体制を確保した。

3

医師会により、年間を通じて夜間の担当
医療機関が確保でき、対応できていたた
め。

医師会により24時間365
日、在宅医療の夜間診療
体制を確保した。

3

医師会により、年間を通じて夜間の担当
医療機関が確保でき、対応できていたた
め。

医師会により、24時
間365日の在宅医療
診療体制を確保し
た。

3

医師会により、年間を通じ
て夜間の担当医療機関を
確保することができ、在宅
療養患者に対応できたた
め

3

医師会により、年間を通じ
て夜間の担当医療機関を
確保することができ、在宅
療養患者に対応できたた
め

76
高齢者集合住宅の運営 高齢者いきいき課

市営住宅と都営住宅に高齢者
集合住宅が整備されています。
入居高齢者の安否確認、緊急
時の対応、疾病等に対する一時
的な介護等を行う生活協力員
（ワーデン）もしくは生活援助員
（LSA）を設置し、孤立を防ぎ、安
心して暮らせるよう支援します。

7団地（161
戸） 継続 継続 継続 現状維持 

入居者人数：82名
団らん室使用人数：3,745
人（延人数）
団らん室使用回数：744回
（延回数）

3

日常の見守り、緊急時の対応及び団ら
ん室の有効活用をすることができ、入居
者の見守り強化につながった。

入居者人数：160名
団らん室使用人数：4,073
人（延人数）
団らん室使用回数：850回
（延回数）

3

日常の見守り、緊急時の対応及び団ら
ん室の有効活用をすることができ、入居
者の見守り強化につながった。

入居者人数：160名
団らん室使用人数：
3,363人（延人数）
団らん室使用回数：
884回（延回数）

3

日常の見守り、緊急時の
対応及び団らん室の有効
活用をすることができ、入
居者の見守り強化につな
がった。

3

日常の見守り、緊急時の
対応及び団らん室の有効
活用をすることができ、入
居者の見守り強化につな
がった。

77
住宅用防災機器設置事
業

高齢者福祉課

ひとり暮らし高齢者または高齢
者のみの世帯で要介護3以上の
方がいる世帯に対し、火災発生
時に東京消防庁に児童通報す
る住宅用防災機器（火災警報
器、通報器）を設置します。ま
た、火災を予防するために、高
齢者のみの世帯に対し、電磁調
理器の給付を行い、在宅高齢者
の安心安全な生活環境の確保
に努めます。

住宅用防
災機器0件
電磁調理
器の新規
設置（購
入）数9件
（平成25年
度）

継続 拡充 拡充 

電磁調理器の新
規設置（購入）数
毎年10件

住宅用防災機器0件

電磁調理器の新規設置
（購入）数4件

3
ハートページにて周知を図ったが、受給
者は前年を下回った。

住宅用防災機器 事業終了

電磁調理器の新規設置
（購入）数3件

3
ハートページにて周知を図ったが、受給
者は前年を下回った。

電磁調理器の新規設
置（購入）数
　4件 3

数値目標を6件下回った
が、前年度を1件上回り、
設置により在宅高齢者の
安心安全な生活環境が確
保された。

3

火の取扱いに不安がある
認知症高齢者等に電磁調
理器の給付を行い、安心
安全な生活環境が確保さ
れた。

78
高齢者自立支援住宅改
修給付

介護保険課

市内在住の65歳以上の日常生
活の動作に困難のある高齢者
に対し、在宅生活での自立を支
援するために必要な住宅改修費
の一部を支給します。

手すり、段
差1件
浴槽96件
流し洗面台
1件
洋式便器5
件
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
高齢者の在宅生
活者の比率増

浴槽88件、流し洗面台5
件、洋式便器8件、手すり
等0件

3

　日常動作が困難になった高齢者に対
し、適切な住宅改修を支援することによ
り、住み慣れた住宅から離れることなく住
み続けることができるようになった。

予防給付2件、浴槽85件、
流し洗面台4件、洋式便器5
件

3

日常動作が困難になった高齢者に対し、
適切な住宅改修を支援することにより、
住み慣れた住宅から離れることなく住み
続けることができるようになった。

予防給付1件、浴槽
62件、流し洗面台5
件、洋式便器1件

3

日常動作が困難になった
高齢者に対し、適切な住宅
改修を支援することによ
り、住み慣れた住宅から離
れることなく住み続けること
ができるようになった。

3

日常動作が困難になった
高齢者に対し、適切な住宅
改修を支援することによ
り、住み慣れた住宅から離
れることなく住み続けること
ができるようになった。
介護保険の住宅改修と同
様に、その人にあった適正
な改修か、専門職が全件
点検審査を行った。

③

④

２－
５

（２）
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

79-
1

高齢者が安心して住める
住宅の検討【新規】

高齢者いきいき課

平成27年4月の中核市移行に伴
う、サービス付き高齢者向け住
宅事業の登録事務の市への移
譲により、福祉部局と住宅部局
との連携がより求められていま
す。この連携を強め、高齢者の
居住安定確保について検討し、
高齢者の住まいの確保を図りま
す。

新規事業

高齢者
居住安
定確保
計画の
策定
福祉部
局と住
宅部局
との連
携によ
る高齢
者の住
まいの
確保策
の検討

継続 継続 

「高齢者居住安定
確保計画」策定時
に検討

住宅マスタープラン策定に
あたって高齢者の住まいに
係る施策を掲載

3

平成32年までを計画期間とする八王子
市住宅マスタープランの見直しにあたっ
て、住宅政策課と高齢者いきいき課を中
心に高齢者の住まいに関する検討を
行った。結果として、高齢者の居住に関
する中心的な視点は住宅マスタープラン
において確保されていることから、居住
に関連するソフト施策などについては、
高齢・介護の第７期計画にて規定するこ
ととし、「高齢者居住安定化計画」は、国
の制度改正などを踏まえつつ、必要に応
じ策定することとした。

高齢者居住安定化計画の
策定検討 3

高齢者の居住に関する中心的な視点は
住宅マスタープランにおいて確保されて
いることから、居住に関連するソフト施策
などについては、高齢・介護の第７期計
画にて規定することとし、「高齢者居住安
定化計画」は、国の制度改正などを踏ま
えつつ、必要に応じ策定することとした。

高齢者居住安定化計
画の検討 3

「高齢者居住安定化計画」
の策定に向け、住宅政策
課と高齢者いきいき課を中
心に協議を開始した。

3

「居住安定化計画」の策定
に向け、住宅政策課と高齢
者いきいき課を中心に協議
を開始したが、現時点では
それぞれが独自に住宅へ
の問題に取り組む方がより
効率的であると考えられた
ため、「高齢者居住安定化
計画」の策定は見送った。
今後は、市民全体の住ま
いは住宅政策課が、高齢
者の住まいは高齢者いき
いき課が主体となって考え
つつも、両課が緊密に連携
を取っていく。

79-
2

高齢者が安心して住める
住宅の検討【新規】

住宅政策課

平成27年4月の中核市移行に伴
う、サービス付き高齢者向け住
宅事業の登録事務の市への移
譲により、福祉部局と住宅部局
との連携がより求められていま
す。この連携を強め、高齢者の
居住安定確保について検討し、
高齢者の住まいの確保を図りま
す。

新規事業

高齢者
居住安
定確保
計画の
策定
福祉部
局と住
宅部局
との連
携によ
る高齢
者の住
まいの
確保策
の検討

継続 継続 

「高齢者居住安定
確保計画」策定時
に検討

サービス付き高齢者向け
住宅立入検査実施　10件
都との情報共有を図るため
の連絡会への参加　3回
サービス付き高齢者向け
住宅の登録　2件

3

福祉部局と住宅部局の連携を行い、ソフ
ト・ハードの視点から立入検査による事
業者指導を行うとともに、東京都との情
報共有を進めることにより高齢者の住ま
いの安定確保を図ったため。

サービス付き高齢者向け
住宅立入検査実施　7件
都との情報共有を図るため
の連絡会への参加　6回
サービス付き高齢者向け
住宅の登録　3件

3

福祉部局と住宅部局の連携を行い、ソフ
ト・ハードの視点から立入検査による事
業者指導を行うとともに、東京都との情
報共有を進めることにより高齢者の住ま
いの安定確保を図ったため。

サービス付き高齢者
向け住宅立入検査実
施　7件
都との情報共有を図
るための連絡会への
参加　6回
サービス付き高齢者
向け住宅の登録　3
件

3

福祉部局と住宅部局が連
携し、ソフト・ハードの視点
から立入検査による事業
者指導を行うとともに、東
京都との情報共有を進め
ることにより高齢者の住ま
いの安定確保を図ったた
め。

3

福祉部局と住宅部局が連
携し、ソフト・ハードの視点
から権限移譲前よりも高い
頻度で立入検査による事
業者指導を行うとともに、
東京都との情報共有を進
めることにより高齢者の住
まいの安定確保を図ったた
め。

80
公営住宅優遇抽選制度
の実施

住宅政策課

市営住宅、都営住宅の入居者
募集の際、高齢者世帯で一定の
要件を備えている場合に「優遇
抽選制度」による優遇措置を行
います。

該当者へ
の優遇措
置の実施

継続 継続 継続 
継続

東京都、東
京都住宅
供給公社

一定要件を備えた高齢者
世帯へ優遇措置を行った。 3

市営住宅、都営住宅にて高齢者世帯で
一定の要件を備えている場合に、募集の
際に「優遇抽選制度」、「ポイント方式（都
営住宅）」などの優遇措置を行った。

一定要件を備えた高齢者
世帯へ優遇措置を行った。 3

市営住宅、都営住宅にて高齢者世帯で
一定の要件を備えている場合に、募集の
際に「優遇抽選制度」、「ポイント方式（都
営住宅）」などの優遇措置を行った。

一定要件を備えた高
齢者世帯へ優遇措置
を行う。

3

市営住宅、都営住宅にて
高齢者世帯で一定の要件
を備えている場合に、募集
の際に「優遇抽選制度」、
「ポイント方式（都営住宅）」
などの優遇措置を行った。

3

市営住宅、都営住宅にて
高齢者世帯で一定の要件
を備えている場合に、募集
の際に「優遇抽選制度」、
「ポイント方式（都営住宅）」
などの優遇措置を行った。

81

高齢者住居賃貸代行保
証料補助の実施【掲載新
規】

高齢者福祉課

高齢者のみの世帯が住宅を賃
貸するにあたり、保証人代行制
度を利用する際に費用の一部を
補助することで、経済的な負担
軽減と住み慣れた地域での安心
した生活の実現を図ります。

0件
（平成25年
度）

継続 継続 継続 
継続

1件 3 利用者が増加している。 1件 3 継続的な活動をしている。 
1件

3
継続的な活動をしている。

3

継続的な活動により、必要
とする方への補助ができ
た。

82
介護サービス事業者ガイ
ドブックの配布

高齢者いきいき課

介護保険制度の説明や介護
サービス事業者の的確な情報を
提供するために冊子を配布し、
情報を提供します。

14,000部発
行／年 継続 継続 継続 

42,000部（14,000
部×3年）を発行・
配布

14,000部発行 3

介護保険制度の説明や介護サービス事
業者の的確な情報を提供するために冊
子を配布し、情報を提供している。在庫
管理も、一括で行い調整している。

14,100部発行 3

介護保険制度の説明や介護サービス事
業者の的確な情報を提供するために冊
子を配布し、情報を提供している。在庫
管理も、一括で行い調整している。

14,000部発行
3

介護保険制度の説明や介
護サービス事業者の的確
な情報を提供するために
冊子を配布し、情報を提供
している。在庫管理も、一
括で行い調整している。

3

市民に対して必要な情報を
網羅的に掲載することがで
きた。また、完成した冊子
を全事務所、全高齢者あ
んしん相談センターに配布
し、市の施策を分かりやす
く周知した。

83

地域密着型サービスの介
護保険事業者などへの周
知

高齢者いきいき課

地域密着型サービス内容の周
知を図ることで、適切な介護
サービスを利用者が選択できる
ようにします。広報による周知・
ケアマネジャー向けの勉強会な
どを行います。

各地域密
着型サービ
ス連絡協
議会の支
援
広報による
周知
ケアマネ研
修会開催

継続 継続 継続 

内容の見直し
広報による周知
ケアマネ勉強会
開催

病院相談員対象定期巡
回・随時対応型訪問介護
看護事例報告会の開催
（10月13日）

3

前年度のケアマネジャー向け事例報告
会の開催に引き続き、病院相談員を対
象に定期巡回・随時対応型訪問介護看
護のサービス周知を図った。

広報、専門新聞・雑誌によ
る周知、八王子施設長会
等への通知による周知、は
ちバス・北口地下通路掲示
板への広告掲載による周
知

3

多媒体による周知を実施し、介護保険事
業者だけでなく、利用者に対しても積極
的に働きかけ、地域密着型サービスの
認知度上昇に寄与した。

広報、専門新聞・雑
誌による周知、八王
子施設長会等への通
知による周知、はち
バス・北口地下通路
掲示板への広告掲載
による周知

3

多媒体による周知を実施
し、介護保険事業者だけで
なく、利用者に対しても積
極的に働きかけ、地域密
着型サービスの認知度上
昇に寄与した。

3

多媒体による周知を実施
し、介護保険事業者だけで
なく、利用者に対しても積
極的に働きかけることによ
り、地域密着型サービスの
認知度を上げることができ
た。

84
生活の相談やサービス利
用に関する要望への対応

高齢者福祉課

身近なところで高齢者の生活に
関する相談や介護サービスに対
する要望などが伝えられるよう、
市や高齢者あんしん相談セン
ターなどの相談窓口を幅広く周
知します。また、介護サービスな
どの要望については速やかに対
応できるよう、担当所管や東京
都国民健康保険団体連合会な
どの関係機関との円滑な連携を
図ります。

高齢者あ
んしん相談
センター相
談件数
49,360件／
年
（平成25年
度）

継続 

拡充
（高齢
者あん
しん相
談セン
ターの
増設）

拡充
（高齢
者あん
しん相
談セン
ターの
増設）

高齢者あんしん
相談センターの増
設により相談窓口
を増設

東京都国
民健康保
険団体連
合会
高齢者あ
んしん相
談センター

高齢者あんしん相談セン
ターでの相談件数
68,553件/年

4
相談件数が増加した。

高齢者あんしん相談セン
ターでの相談件数
74,414件/年

4
相談件数が増加した。

高齢者あんしん相談
センターでの相談件
数
88,672/年

3
高齢者に関する相談に対
応している。 3

高齢者あんしん相談セン
ターにおいて、高齢者に関
する相談に対応した。
平成27年度：68,553件
平成28年度：74,414件
平成29年度：88,672件

85

介護支援専門員への研
修の実施（第３期介護給
付適正化計画）

介護保険課

介護保険制度の要である介護
支援専門員への研修を体系化し
て段階的・継続的に実施するこ
とにより、利用者の立場に立った
適切なケアプランに基づく、適正
な給付がなされるよう支援してい
きます。

介護支援
専門員研
修事業とし
て実施
20回延べ
2,637人参
加
（平成25年
度）

介護支
援専門
員等が
行うケ
アマネ
ジメント
の質の
向上を
図るた
め、年
20回程
度の研
修を体
系化し
て実施

継続 継続 

介護支援専門員
等が行うケアマネ
ジメントの質の向
上

介護支援
専門員連
絡協議会
南多摩保
健医療圏
地域リハビ
リテーショ
ン支援セン
ター

介護支援専門員研修事業
として実施。19回延べ1,338
名参加。

3

　介護支援専門員に不足している知識
や、より専門性を高めてもらいたい知識
についてカリキュラムを組み、計画どおり
に実施することが出来たため。

介護支援専門員研修事業
として研修会を実施。17回
延べ1,127名参加。

3

計画に基づき全17回研修会を開催する
ことで、基礎的な内容からより専門性の
高い内容まで、段階的・継続的に実施す
ることにより、利用者の立場に立った適
切なケアプランに基づく、適正な給付が
なされるよう研修を通じて支援を行った
ため。

介護支援専門員研修
事業として研修会を
実施。20回延べ1,149
名参加。

3

計画に基づき全研修会を
開催することで、基礎的な
内容からより専門性の高い
内容まで、段階的・継続的
に実施することにより、利
用者の立場に立った適切
なケアプランに基づく、適
正な給付がなされるよう研
修を通じて支援を行ったた
め。

3

計画に基づき全研修会を
開催することで、基礎的な
内容からより専門性の高い
内容まで、段階的・継続的
に実施することにより、利
用者の立場に立った適切
なケアプランに基づく、適
正な給付がなされるよう研
修を通じて支援を行ったた
め。

①

④

３－
１

（３）

２－
５

（２）
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

86

ケアマネジャーガイドライ
ンの充実（第3期介護給付
適正化計画）

介護保険課

平成25年度に作成した介護支援
専門員業務の支援マニュアルで
ある「ケアマネジャーガイドライ
ン」を制度改正にあわせた改訂
を行い、適切な業務の実施と適
正な給付を確保していきます。

1,000部発
行済み

改訂内
容の検
討・配
布

配布 配布 

全居宅介護支援
事業所、高齢者あ
んしん相談セン
ターへ配布

介護支援
専門員連
絡協議会
高齢者あ
んしん相
談センター

改訂版の内容を検討する
ため介護支援専門員連絡
協議会、高齢者あんしん相
談センター及び市からなる
検討会を開催し制度改正
に対応した内容に見直しを
行なった。

2

　概ね計画どおりに事業を実施したが、
年度内の発行（配布）には至らなかった
ため。

市内の介護支援専門員に
ガイドラインを配布した。

3

ガイドラインを活用することで日常業務を
効率的に実施し、多くの利用者の自立支
援の実現につながっているため。

市内の介護支援専門
員にガイドラインを配
布した。

3

介護支援専門員へガイドラ
インを配布することで、多く
の利用者の自立支援の実
現につながり、また、適切
な業務の実施と適正な給
付の確保ができているた
め。

3

介護支援専門員へガイドラ
インを配布することで、多く
の利用者の自立支援の実
現につながり、また、適切
な業務の実施と適正な給
付の確保ができているた
め。

87
福祉サービス第三者評価
制度の普及促進

高齢者いきいき課

第三者の立場の評価機関が事
業者のサービス内容を評価・公
表する福祉サービス第三者評価
制度の普及に努め、利用者本位
のサービス提供が行えるように
します。

認知症対
応型共同
生活介護、
小規模多
機能居宅
介護、定期
巡回・随時
対応型訪
問介護看
護を対象
に、受審費
として上限
60万円まで
補助

各所管
におけ
る補助
対象
サービ
スの検
討

継続 継続 
対象施設の受審
率100％

認知症対応型共同生活介
護18施設、小規模多機能
型居宅介護2施設、定期巡
回・随時対応型訪問介護
看護2施設

3

受審が緩和されている施設を除き、すべ
ての対象施設が福祉サービス第三者評
価を受審したため。

認知症対応型共同生活介
護16施設、小規模多機能
型居宅介護1施設

3

受審が緩和されている施設を除き、すべ
ての対象施設が福祉サービス第三者評
価を受審したため。

認知症対応型共同生
活介護15施設 3

受審が緩和されている施
設を除き、すべての対象施
設が福祉サービス第三者
評価を受審したため。

3

受審が緩和されている施
設を除き、すべての対象施
設が福祉サービス第三者
評価を受審した。

88
介護人材の育成・確保に
向けた取り組み

高齢者いきいき課

市内介護保険事業所の人材育
成・確保を目的とした研修を開
催します。また、介護人材の確
保を進めるための研修のあり方
などについても検討を進めま
す。

・実技6回
・座学4回 拡充 拡充 拡充 

・研修内容の充実
・受講者数の増

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会

サービス提供責任者スキ
ルアップ研修全6回
参加者数 延125名
介護のしごと魅力発見講座
全2回
参加者数 延25名

3

平成27年度から、市内事業者の連絡協
議会である八王子介護保険サービス事
業者連絡協議会への委託に移行したこ
とで、より介護職員のニーズに則した研
修内容とすることができた。
また、未就労者も対象とした講座を実施
することで、介護職の魅力を広く周知す
ることができた。

サービス提供責任者スキ
ルアップ研修全6回
参加者数 延141名
介護のしごと魅力発見講座
全1回
参加者数 20名

4

八王子介護保険サービス事業者連絡協
議会に委託して実施したことで、より介護
職員のニーズに則した研修内容とするこ
とができ、前年より参加者も増加した。
また、未就労者も対象とした講座を実施
することで、介護職の魅力を広く周知す
ることができた。

・介護スタッフリー
ダー研修　全8回、延
参加者数224名
・介護のしごと魅力発
見講座　全1回、参加
者数18名
・介護スタッフ入門講
座　全2回、参加者数
109名（うち就職者数9
名）

4

未就労者向けに介護の魅
力を発信する講座のほか、
介護職の基礎を学ぶ研修
を新たに実施し、市内介護
人材の確保を図った。
また、市内介護事業所の
従事者向けに研修を実施
し、市内介護人材の定着・
育成を図った。

4

未就労者向けに介護の魅
力を発信する講座のほか、
介護職の基礎を学ぶ研修
を実施し、市内介護人材の
確保を図った。
また、市内介護事業所の
従事者向けに研修を実施
し、市内介護人材の定着・
育成を図った。

89
介護人材の育成・確保に
向けた調査・研究【新規】

高齢者いきいき課

将来的に不足が予想される介護
人材を育成・確保するために必
要な調査・研究を行います。ま
た、介護人材の確保に向け、介
護に対するイメージの向上を図
ります。

新規事業
開始 拡充 拡充 

市内既存資源の
把握、育成・確保
の対象の把握

ハロー
ワーク
小・中学校

市内介護施設等を対象に
アンケート調査を実施 3

市内介護施設等を対象に介護人材のア
ンケート調査を実施し、ニーズ把握を
行った。

介護のしごと魅力発見講座
（全1回）開催 3

未就労者も対象とした講座を実施するこ
とで、介護職の魅力を広く周知し、介護
職のイメージ向上を図った。

介護のしごと魅力発
見講座（全1回）開催 3

未就労者も対象とした講座
を実施することで、介護職
の魅力を広く周知し、介護
職のイメージ向上を図っ
た。

3

市内介護施設等を対象とし
たアンケートを実施し、ニー
ズ把握を行った。
また、未就労者も対象とし
た講座を実施することで、
介護職の魅力を広く周知
し、介護職のイメージ向上
を図った。

90
介護人材の確保・定着支
援【新規】

高齢者いきいき課

介護人材の確保と定着に向け、
市内介護保険事業所に就業を
希望する方を募集し就労に向け
た支援を行います。

新規事業

実施
（単年
度事
業）

― ―

就業希望者数35
人以上の確保か
つ直接雇用率
60％以上

市内介護
保険事業
所
ハロー
ワーク

【派遣事業】
派遣事業参加者数 36名、
修了者数 29名、 市内介護
施設等に直接雇用された
人数 24名
資格取得参加者数 6名、
修了者数 6名、市内介護
施設等に就職した人数 2名

【研修事業】
全15回
参加者数 延264名

3

就労希望者を市内介護施設等に派遣し
ながら介護資格を取得させることで、市
内介護人材の確保・育成が進んだ。ま
た、事業終了後、当初目標（60％以上）
を達成でき、市内介護施設等での直接
雇用につながり、市内介護人材の確保・
定着に寄与した。

また、市内介護事業所に勤務している職
員に対し研修を実施することで、各事業
所の質的向上を図り、市内介護人材の
確保・育成・定着を推進した。

-
-

平成27年度の単年度事業のため -
-

平成27年度の単年度事業
のため 3

当初目標（就業希望者数
35人以上、直接雇用率
60％以上）を達成し、市内
介護人材の確保・定着に
寄与した。
また、市内介護事業所の
従事者向けに研修を実施
し、市内介護人材の定着・
育成を促進した。

91

生活支援サービス研究会
及び協議体の設置【新
規】

高齢者福祉課

生活支援サービスに関する研究
会及び多様な主体が参画する
協議体を設置し、地域ニーズの
把握やサービス提供にかかる資
源開発などの検討を行うことで、
サービスの充実を図ります。

新規事業
（研究会は
26年度中
に設置済
み）

市協議
体の設
置・運
営

各圏域
に順次
協議体
設置

全圏域
に協議
体を設
置

各日常生活圏域
に協議体を設置

社会福祉
協議会
八王子市
民活動協
議会など

第一層（市レベル）協議体
の設置及び開催（10月、11
月、2月）

3

生活支援サービスの充実に関する研究
会および第一層の協議体を設置・開催
し、関係機関同士の情報共有とネット
ワークの強化を図った。

第一層に加え、第二層（圏
域レベル）の協議体を設置
及び開催（6圏域で各年2
回、延べ12回）

3

生活支援サービスの充実に関する研究
会および第一層、第二層の協議体を設
置・開催し、関係機関同士の情報共有と
ネットワークの強化を図った。

第一層に加え、第二
層（圏域レベル）の協
議体を設置し、6圏域
で計14回開催

3

生活支援サービスの充実
に関する研究会および第
一層、第二層の協議体を
設置・開催し、関係機関同
士の情報共有とネットワー
クの強化を図った。
17圏域を6地域の協議体に
集約し協議を行った。

3

第二層生活支援コーディ
ネーター及び協議体を設
置・開催し、地域課題や
ニーズに関する情報共有
を図るとともに、関係者間
のネットワーク強化を図っ
た。

92
生活支援コーディネー
ターの配置【新規】

高齢者福祉課

高齢者の継続した在宅生活を支
えるため、市に「生活支援コー
ディネーター」を配置し、地域の
ニーズを把握するとともに、必要
とされる生活支援サービスを提
供するためのしくみづくりや、担
い手となる人材などの地域支援
を発掘・育成します。

新規事業

コー
ディ
ネー
ター配
置

コー
ディ
ネー
ター増
員

継続
コーディネーター
の必要数を配置

社会福祉
協議会な
ど

第一層（市レベル）生活支
援コーディネーターを配置
（4月）

3

高齢者福祉課に第一層生活支援コー
ディネーター（嘱託職員）を配置し、関係
機関との情報共有や課題の把握等を
行った。

第一層に加え、第二層（圏
域レベル）の生活支援コー
ディネーター委託により6名
配置した。

3

社会福祉協議会への委託により、第二
層生活支援コーディネーターを配置し、
第一層生活支援コーディネーターと連携
し、関係機関との情報共有や地域向け
研修、普及啓発を目的としたシンポジウ
ム等を行った。

第一層に加え、第二
層（圏域レベル）の生
活支援コーディネー
ターを委託により6名
配置

3

社会福祉協議会への委託
により、第二層生活支援
コーディネーターを配置し、
第一層生活支援コーディ
ネーターと連携し、関係機
関との情報共有や地域向
け研修、普及啓発を目的と
したシンポジウム等を行っ
た。

3

社会福祉協議会への委託
により第二層生活支援コー
ディネーターを6名配置し、
市に配置する第一層生活
支援コーディネーターと連
携し、生活支援サービス
や、その担い手となる人材
の発掘・育成を推進した。

93-
1

介護予防・生活支援サー
ビス事業における新たな
「訪問型サービス」【新規】

高齢者福祉課

訪問型サービスでは、現行の介
護予防訪問介護相当のサービ
ス（訪問介護員による身体介
護、生活援助）や緩和した基準
によるサービス（多様なサービス
主体による、生活援助等）を実
施します。

新規事業

準備
（事業
者選
定）

開始 継続 

市内全域で必要
に応じて適切な
サービスを受けら
れるよう整備

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会
など

現行相当サービス、基準緩
和サービスの実施 3

平成28年3月に介護予防・日常生活支援
総合事業を開始。
訪問型は、当初現行相当及び基準緩和
サービスのみの提供とした。

住民主体による訪問型
サービスを試行実施（6団
体）

3

平成29年度の円滑な実施に向け、サー
ビスを決定する参考とするための評価・
検証事業を実施し、その結果に基づき住
民主体の訪問型サービスを平成29年4月
から開始した。

住民主体による訪問
型サービスを平成29
年4月から実施（平成
29年度末現在：10団
体）

3

平成28年度の評価・検証
事業の結果を踏まえ、住民
主体の訪問型サービスを
平成29年4月から開始

3

平成28年度の評価・検証
事業の結果を踏まえ、平成
29年4月から開始。研修や
講座等での周知や生活支
援コーディネーターの活動
等により、制度の理解と周
知をすすめている。

93-
2

介護予防・生活支援サー
ビス事業における新たな
「訪問型サービス」【新規】

介護保険課

訪問型サービスでは、現行の介
護予防訪問介護相当のサービ
ス（訪問介護員による身体介
護、生活援助）や緩和した基準
によるサービス（多様なサービス
主体による、生活援助等）を実
施します。

新規事業

準備
（事業
者選
定）

開始 継続 

市内全域で必要
に応じて適切な
サービスを受けら
れるよう整備

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会
など

要綱を整備し、予防訪問介
護相当サービスを実施する
とともに、事業緩和型サー
ビスとして、訪問型サービ
スAを試行的に実施した。

3

　当初の予定では２８年度から開始の予
定であったが、２７年度より開始すること
となったものの、一部が試行実施に留
まったため。

要綱を整備し、予防訪問介
護相当サービスを実施する
とともに、事業緩和型サー
ビスとして、訪問型サービ
スAを試行的に実施した。

3

緩和サービスに移行するための基準を
設けたことで、問題なくサービスを提供す
ることができたため。

要綱を整備し、予防
訪問介護相当サービ
スを実施するととも
に、事業緩和型サー
ビスとして、訪問型
サービスAを本格実
施した。

3

緩和サービスに移行する
ための基準を設けたこと
や、質問等に対する回答を
市のホームページに掲載
したことで、スムーズに
サービスを提供することが
できたため。

3

緩和サービスに移行する
ための基準を設けたこと
や、質問等に対する回答を
市のホームページに掲載し
たことで、スムーズにサー
ビスを提供することができ
たため。

①

②

③

３－
１

（３）
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No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

94-
1

介護予防・生活支援サー
ビス事業における新たな
「通所型サービス」【新規】

高齢者いきいき課

通所型サービスでは、現行の介
護予防通所介護相当のサービ
ス（生活機能の向上のための機
能訓練等）や緩和した基準によ
るサービス（ミニデイ、運動、レク
リエーション等）を実施します。

新規事業

準備
（事業
者選定
など）

開始 継続 

市内全域で必要
に応じて適切な
サービスを受けら
れるよう整備

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会
など

常設サロンとの関係を整理
し、検討を行った。 3

常設サロン（一般介護予防サロン）事業
の充実を図り、新たな住民主体の通所型
サービスを平成30年度より設置予定とし
たため。

一般介護予防サロン
15団体
※5団体は常設サロン（事
業No.1）から移行

3

一般介護予防サロン活動事業では、応
募多数で15団体を選定・支援し、新たな
住民主体の通所型サービスＢ（平成30年
度より設置予定）に向け、通いの場の充
実が図れた。

一般介護予防サロン
18団体 2

週1日以上運営が必要な
一般介護予防サロンの運
営は、ハードルが高く、希
望する団体が限られてお
り、計画を下回った。
通所型サービスＢの設置
に向け、一般介護予防サ
ロンから協力団体を募集
し、評価検証事業を実施し
た。

2

一般介護予防サロンを３年
間で18団体選定し、通いの
場を充実できたが、通所型
サービスＢの設置について
は、平成30年度も引き続き
評価検証することとなった
ため。

94-
2

介護予防・生活支援サー
ビス事業における新たな
「通所型サービス」【新規】

介護保険課

通所型サービスでは、現行の介
護予防通所介護相当のサービ
ス（生活機能の向上のための機
能訓練等）や緩和した基準によ
るサービス（ミニデイ、運動、レク
リエーション等）を実施します。

新規事業

準備
（事業
者選定
など）

開始 継続 

市内全域で必要
に応じて適切な
サービスを受けら
れるよう整備

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会
など

3月より現行の介護予防通
所介護相当サービスの提
供を開始

4

　当初は、28年度から開始の予定であっ
たが、27年度から開始することができた
ため。

予定通り介護予防通所介
護相当サービスの提供を
行なった。

3
予定通り介護予防通所介護相当サービ
スの提供を行えたため。

予定通り介護予防通
所介護相当サービス
の提供を行なった。

3

予定通り介護予防通所介
護相当サービスの提供を
行えたため。

3

予定通り介護予防通所介
護相当サービスの提供を
行えたため。

95

八王子市社会福祉審議
会　高齢者福祉専門分科
会の運営【新規】

高齢者いきいき課

平成27年4月の中核市移行に伴
い、これまでの「八王子市介護
保険運営協議会」及び「八王子
市地域包括支援センター運営協
議会」を見直して、新たに「八王
子市社会福祉審議会　高齢者
福祉専門分科会」を設置します。
分科会では高齢者福祉に関す
る事項や介護保険制度の円滑
な運営、高齢者計画・介護保険
事業計画の策定及び進行管理
や高齢者あんしん相談センター
の運営等について審議します。

新規事業
設置 継続 継続 

会議開催予定年
間5回

高齢者福祉専門分科会　6
回開催

高齢者施設整備審査部会
4回開催

高齢者あんしん相談セン
ター運営部会　5回開催

3

高齢者福祉専門分科会、高齢者施設整
備審査部会、高齢者あんしん相談セン
ター運営部会を設置し、高齢者福祉に関
する事項や介護保険制度の円滑な運
営、高齢者計画・介護保険事業計画の
進行管理や高齢者あんしん相談セン
ターの運営等について審議できた。

高齢者福祉専門分科会　5
回開催

高齢者施設整備審査部会
3回開催

高齢者あんしん相談セン
ター運営部会　5回開催

高齢者計画・介護保険事
業計画策定部会　2回開催

3

高齢者福祉に関する事項や介護保険制
度の円滑な運営、高齢者計画・介護保険
事業計画の進行管理や高齢者あんしん
相談センターの運営等について審議し
た。
また、高齢者計画・介護保険事業計画策
定部会を設置し、高齢者計画・第7期介
護保険事業計画の策定に向けて審議し
た。

高齢者福祉専門分科
会　５回開催

高齢者施設整備審査
部会　１回開催

高齢者あんしん相談
センター運営部会　５
回開催

高齢者計画・介護保
険事業計画策定部会
８回開催

3

高齢者福祉に関する事項
や介護保険制度の円滑な
運営、高齢者計画・介護保
険事業計画の進行管理や
高齢者あんしん相談セン
ターの運営、高齢者計画・
第7期介護保険事業計画
の策定等について審議し
た。

3

高齢者福祉に関する事項
や介護保険制度の円滑な
運営、高齢者計画・介護保
険事業計画の進行管理や
高齢者あんしん相談セン
ターの運営、高齢者計画・
第7期介護保険事業計画
の策定等について予定通
りに審議することができた。

96
事業者の適切な許認可・
指定【新規】

高齢者いきいき課

中核市移行により、これまでの
地域密着型サービス・介護予防
支援事業者に加え、介護保険施
設及び居宅サービス・居宅介護
支援の許認可・指定事務に関す
る権限の移譲を受けました。本
権限に基づき、市が主体的かつ
適切に許認可・指定の事務を進
めることで、安定した介護保険
サービスの実現を図ります。

新規事業

中核市
移行に
よる権
限の拡
充（介
護保険
施設及
び居宅
サービ
ス・居
宅介護
支援事
業者）

継続 継続 

要件を満たす事
業者は基本的に
許認可を受けるた
め、目標設定にそ
ぐわない

新規：58
更新：82
変更：1,654
休止：11
廃止：44

3

事業者からの指定申請、加算申請等に
ついて、指定基準、報酬基準に基づき、
適切に要件審査を行った。

新規：112
更新：70
変更等：1,535
休止：14
廃止：58

3

事業者からの指定申請、変更申請等に
ついて、指定基準や報酬基準に基づき、
適切に要件審査を行った。

新規：346
更新：143
変更等：2,296
休止：16
廃止：48

3

事業者からの指定申請、
加算申請等について、指
定基準、報酬基準に基づ
き、適切に要件審査を行っ
た。

3

事業者からの指定申請、
加算申請等について、指
定基準、報酬基準に基づ
き、適切に要件審査を行っ
た。

97
公平・公正な要介護認定 介護保険課

要介護認定をより適正かつ公平
に行うため、新規申請者や区分
変更申請者の認定調査につい
ては市直営で実施するとともに、
更新申請者の認定調査につい
ては、委託した調査票の点検を
実施します。

要介護認
定申請件
数24,651件
（平成25年
度）

継続 継続 継続 

要介護認定申請
者全員の審査判
定

要介護認定申請件数
26,132件 3

　被保険者の申請に基づき、適正且つ適
切な要介護認定調査を実施するととも
に、認定に必要な主治医意見書の入手
事務を行った。
　また、適正な認定調査を実施するため
の認定調査員研修を引続き行った。

要介護認定申請件数
26,193件 3

　被保険者の申請に基づき、適正且つ適
切な要介護認定調査を実施するととも
に、認定に必要な主治医意見書の入手
事務を行った。
　また、適正な認定調査を実施するため
の認定調査員研修を引続き行った。

要介護認定申請件数
23,549件 3

　被保険者の申請に基づ
き、適正且つ適切な要介
護認定調査を実施するとと
もに、認定に必要な主治医
意見書の入手事務を行っ
た。
　また、適正な認定調査を
実施するための認定調査
員研修を引続き行った。

3

　被保険者の申請に基づ
き、適正且つ適切な要介護
認定調査を実施するととも
に、認定に必要な主治医
意見書の入手事務を行っ
た。
　また、適正な認定調査を
実施するための認定調査
員研修を引続き行った。

98

介護保険住宅改修の給
付適正化（第３期介護給
付適正化計画）

介護保険課

住宅改修の給付適正化のため、
申請内容の審査を綿密に行うと
ともに、申請者（本人、家族、住
宅改修理由書作成者、工事業
者など）に助言・指導を行い、必
要に応じて実地調査を行いま
す。

手すり
1,419件
段差212件
床材の変
更31件
扉の取替
え67件
洋式便器
17件
（平成25年
度）

継続 継続 継続 

給付の適正化とと
もに、申請に対す
る迅速な審査

手すり1,517件、段差解消
172件、床材変更38件、扉
の交換79件、便器の洋式
化12件

3

　改修内容・施行部材、施工方法につい
て、全件確認を行い適正な方法・価格に
よる施工を指導した。
改修後の審査では、必要に応じ現地調
査を行い、不適切な工事には、やり直し
を行わせるなど、被保険者にとって有効
な改修を目指し適正化を図った。

手すり1,461件、段差解消
150件、床材変更54件、扉
の交換75件、便器の洋式
化19件

3

事前審査により、改修内容・施行部材、
施工方法について、全件確認を行い適
正な方法・価格による施工を指導し、適
正な工事が行われている。
改修後の審査では、必要に応じ現地調
査を行い、被保険者にとって有効な改修
を目指し適正化を図った。今年度実績1
件。

手すり1,541件、段差
解消126件、床材変
更55件、扉の交換96
件、便器の洋式化16
件

3

事前審査により、改修内
容・施行部材、施工方法に
ついて、全件確認を行い適
正な方法・価格による施工
を指導し、適正な工事が行
われている。
29年度は事前審査の強化
により、改修後の訪問調査
の必要な事例はなかった。

3

事前審査により、改修内
容・施行部材、施工方法に
ついて、全件点検確認を行
い適正な方法・価格による
施工を指導している。
改修後にも全件審査を行
い、、適正な工事が行われ
たことを確認後、給付して
いる。

99

ケアプランの自己点検支
援（第３期介護給付適正
化計画）

介護保険課

ケアマネジャーによるケアプラン
の自己点検を支援し、自立支援
に資するケアプラン作成を推進
することで、過不足のない適正
な給付を確保していきます。

居宅介護
支援事業
所を訪問
し、ケアプ
ラン作成に
ついてケア
マネジャー
と意見交換
41事業所
95人
（平成25年
度）

マニュ
アルの
改訂

改訂マ
ニュア
ルの発
行

介護支
援専門
による
自己点
検と、
事業所
訪問に
よる介
護支援
専門員
との面
談を実
施

全居宅介護支援
事業所の2回目の
訪問完了

高齢者あ
んしん相
談センター
介護支援
専門員連
絡協議会

居宅介護支援事業所を訪
問し、ケアプラン作成につ
いてケアマネジャーと意見
交換を実施。36事業所95
名の介護支援専門員のケ
アプランを点検。

3
　年度当初の点検実施予定者数（97名）
をほぼ達成できたため。

居宅介護支援事業所を訪
問し、ケアプラン作成につ
いてケアマネジャーと意見
交換を実施。32事業所107
名の介護支援専門員のケ
アプランを点検。

3
　年度当初の点検実施予定者数をほぼ
達成できたため。

居宅介護支援事業所
を訪問し、ケアプラン
作成についてケアマ
ネジャーと意見交換
を実施。34事業所63
名の介護支援専門員
のケアプランを点検。

3

年度当初の点検実施予定
者数をほぼ達成できたた
め。

3

年度当初の点検実施予定
者数をほぼ達成できたた
め。

100

国保連提供データの活用
（第３期介護給付適正化
計画）

介護保険課

東京都国民健康保険団体連合
会（国保連）から提供されるデー
タ等を活用し、適切なサービス
提供に努めます。

医療情報と
の突合62
件
効果額
270,437円
縦覧審査
対象外調
査463件
効果額
402,019円
給付費通
知2回／年

国保連
提供
データ
等を活
用し、
事業者
に確
認・過
誤申立
を依
頼、給
付費通
知の発
送

継続 継続 
適切なサービス
提供の実現

東京都国
民健康保
険団体連
合会

医療情報との突合78件、効
果額336,628円
縦覧審査対象外調査886
件、効果額496,919円
軽度者に対する福祉用具
貸与調査158件、効果額
312,682円

4

当初予定していたデータの活用に加えて
「軽度者に対する福祉用具貸与調査」を
実施し、介護給付の適正化を推進できた
ため。

医療情報との突合94件、効
果額377,385円
縦覧審査対象外調査1,066
件、効果額417,558円
軽度者に対する福祉用具
貸与調査159件、効果額
43,200円

4
誤った請求に対し、返還請求ができ、給
付の適正化を推進できたため。

医療情報との突合
119件、効果額
288,242円
縦覧審査対象外調査
1,043件、効果額
525,670円
軽度者に対する福祉
用具貸与調査223
件、効果額100,584円

3

誤った請求に対し、返還請
求ができ、給付の適正化を
推進できたため。

3

誤った請求に対し、返還請
求ができ、給付の適正化を
推進できたため。

①

③

３－
１

（３）

３－
２
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101
施設介護サービス事業者
に対する指導監査【新規】

指導監査課

原則、すべての施設介護サービ
ス事業者に対して市が単独で指
導監査を実施するため、その体
制を整備し、関係法令等に沿っ
た運営ができるよう実地検査し
ます。

新規事業
（これまで
は都が実
施）

体制整
備及び
実地検
査の実
施

継続 継続 

施設サービス（介
護老人福祉施設・
介護老人保健施
設）は2年に1回実
地検査

介護老人福祉施設：12施
設
介護老人保健施設：4施設

3

市内の介護老人福祉施設等24施設のう
ち12施設、介護老人保健施設7施設のう
ち4施設の実地検査を実施した。

介護老人福祉施設：12施
設
介護老人保健施設：3施設

3

市内の介護老人福祉施設等24施設のう
ち12施設、介護老人保健施設7施設のう
ち3施設の実地検査を実施した。

介護老人福祉施設：
13施設
介護老人保健施設：5
施設

3

市内の介護老人福祉施設
等25施設のうち12施設、介
護老人保健施設8施設のう
ち5施設の実地検査を実施
した。

3

計画当初の目標である2年
に1回の実地検査を期間を
通じて行うことができた。

102

在宅介護サービス及び地
域密着型介護サービス事
業者に対する指導監査

指導監査課

原則、すべての在宅等の介護
サービス事業者に対して市が単
独で指導監査を実施するため、
その体制を整備し、検査対象を
拡充し、関係法令等に沿った運
営ができるよう実地検査します。

133事業所
に対し実地
検査

体制整
備及び
実地検
査の実
施

継続 継続 

在宅サービス（訪
問介護、通所介
護等）は、年間
160か所程度の実
地検査

438事業所 3

市内の介護保険サービス事業所につい
て、在宅サービス及び地域密着型サービ
スの438事業所に対して実地検査を実施
した。

454事業所 3

市内の介護保険サービス事業所につい
て、在宅サービス及び地域密着型サービ
スの454事業所に対して実地検査を実施
した。

334事業所
3

市内の介護保険サービス
事業所について、在宅
サービス及び地域密着型
サービスの334事業所に対
して実地検査を実施したほ
か、不正請求等の疑いの
ある7事業所の監査を行っ
た。

3

計画当初の目標である年
間160か所（3年に1回）の
実地検査を期間を通じて行
うことができた。

103
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市民・被保険者の制度理
解を深める【新規】

高齢者いきいき課

市民・被保険者に、新制度の趣
旨や今後に向けた考え方などを
広く周知しつつ、円滑な事業の
実施に向けた理解を深めるよ
う、広報やホームページを活用し
ます。

新規事業
周知 継続 継続 

生活支援サービ
スが基本的な
サービスとして広
く市民に認知され
ている

地域向け総合事業説明会
の実施（延べ22回771人） 3

介護予防・日常生活支援総合事業につ
いて、地域住民や介護サービス事業者、
民生委員、ＮＰＯなどに対する説明会を
実施した。

地域向け総合事業説明会
の実施（延べ5回130人） 3

介護予防・日常生活支援総合事業につ
いて、地域住民や介護サービス事業者、
民生委員、ＮＰＯなどに対する説明会を
実施した。

・地域向け総合事業
説明会の実施（平成
29年度延べ12回473
人）

・市民向けリーフレッ
トの作成・配布

3

介護予防・日常生活支援
総合事業について、地域
住民や介護サービス事業
者、民生委員、ＮＰＯなどに
対する説明会を実施すると
ともに、リーフレットの作成
やホームページでの紹介
など、多様な機会を捉えて
周知を行った。

3

訪問型サービスＡ（緩和基
準）及び訪問型サービスＢ
（住民主体）が新たに多様
なサービスとして開始され
たことから、新たにリーフ
レットを作成し、多様な機
会を捉えて説明・配布し
た。

103
-2

市民・被保険者の制度理
解を深める【新規】

高齢者福祉課

市民・被保険者に、新制度の趣
旨や今後に向けた考え方などを
広く周知しつつ、円滑な事業の
実施に向けた理解を深めるよ
う、広報やホームページを活用し
ます。

新規事業
周知 継続 継続 

生活支援サービ
スが基本的な
サービスとして広
く市民に認知され
ている

地域向け総合事業説明会
の実施（延べ22回771人） 3

介護予防・日常生活支援総合事業につ
いて、地域住民や介護サービス事業者、
民生委員、ＮＰＯなどに対する説明会を
実施した。

地域向け総合事業説明会
の実施（延べ5回130人） 3

介護予防・日常生活支援総合事業につ
いて、地域住民や介護サービス事業者、
民生委員、ＮＰＯなどに対する説明会を
実施した。

・地域向け総合事業
説明会の実施（平成
29年度延べ12回473
人）

・市民向けリーフレッ
トの作成・配布

3

介護予防・日常生活支援
総合事業について、地域
住民や介護サービス事業
者、民生委員、ＮＰＯなどに
対する説明会を実施すると
ともに、リーフレットの作成
やホームページでの紹介
など、多様な機会を捉えて
周知を行った。

3

訪問型サービスＡ（緩和基
準）及び訪問型サービスＢ
（住民主体）が新たに多様
なサービスとして開始され
たことから、新たにリーフ
レットを作成し、多様な機
会を捉えて説明・配布し
た。

103
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市民・被保険者の制度理
解を深める【新規】

介護保険課

市民・被保険者に、新制度の趣
旨や今後に向けた考え方などを
広く周知しつつ、円滑な事業の
実施に向けた理解を深めるよ
う、広報やホームページを活用し
ます。

新規事業
周知 継続 継続 

生活支援サービ
スが基本的な
サービスとして広
く市民に認知され
ている

「八王子の介護保険」パン
フレット
各事務所、高齢者あんしん
相談センター、市役所で配
布

広報特集号
 （5/15号全戸配布）

市民説明会の開催
（15回）

3

27年度制度改正に対応したパンフレッ
ト、広報特集号の発行及びホームページ
の更新を行い、介護保険制度の周知を
図った。

「はちおうじの介護保険」パ
ンフレット
各事務所、高齢者あんしん
相談センター、市役所で配
布

3

28年度制度改正に対応したはちおうじの
介護保険パンフレットの発行及びホーム
ページの更新を行い、介護保険制度の
周知を図った。

「はちおうじの介護保
険」パンフレット
各事務所、高齢者あ
んしん相談センター、
市役所で配布

3

29年度制度改正に対応し
たはちおうじの介護保険パ
ンフレットの発行及びホー
ムページの更新を行い、介
護保険制度の周知を図っ
た。

3

毎年度、制度改正に対応し
たはちおうじの介護保険パ
ンフレットの発行及びホー
ムページの更新を行い、介
護保険制度の周知を図っ
た。

104
-1

介護保険サービス事業者
への普及啓発など【新規】

高齢者いきいき課

介護保険サービス事業者など
に、新制度の趣旨や今後に向け
た考え方などを広く周知しつつ、
円滑な事業実施に向け、市内の
NPOやボランティアなどの各種
団体の連携強化を図ります。

新規事業
準備 周知 継続 

事業者に新制度
の趣旨や市の考
え方などが伝わ
り、円滑な事業が
展開されている

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会
など

事業を緩和したサービスで
ある訪問型サービスAの試
行実施の内容について関
係事業所等を集めた説明
会を実施

3

　訪問型サービスAの試行実施にあた
り、適切な時期に説明会を実施すること
で必要な情報を関係各機関に提供する
ことができたため。

訪問型サービスAの本格実
施の内容について、関係事
業所等を集めた説明会を
実施

3

訪問型サービスAの本格実施にあたり、
適切な時期に説明会を実施することで必
要な情報を関係各機関に提供することが
できたため。

訪問型サービスAの
本格実施の内容につ
いて、窓口等で関係
事業所に周知

3

訪問型サービスAについ
て、必要な情報を関係各機
関に提供することができた
ため。

3

訪問型サービスAについ
て、説明会等で必要な情報
を関係各機関に提供し、適
切に実施することができ
た。

104
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介護保険サービス事業者
への普及啓発など【新規】

高齢者福祉課

介護保険サービス事業者など
に、新制度の趣旨や今後に向け
た考え方などを広く周知しつつ、
円滑な事業実施に向け、市内の
NPOやボランティアなどの各種
団体の連携強化を図ります。

新規事業
準備 周知 継続 

事業者に新制度
の趣旨や市の考
え方などが伝わ
り、円滑な事業が
展開されている

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会
など

地域向け総合事業説明会
の実施（延べ22回771人） 3

介護予防・日常生活支援総合事業につ
いて、地域住民や介護サービス事業者、
民生委員、ＮＰＯなどに対する説明会を
実施した。

地域向け総合事業説明会
の実施（延べ5回130人） 3

介護予防・日常生活支援総合事業につ
いて、地域住民や介護サービス事業者、
民生委員、ＮＰＯなどに対する説明会を
実施した。

地域向け総合事業説
明会の実施（（平成29
年度延べ12回473人）

3

介護予防・日常生活支援
総合事業について、地域
住民や介護サービス事業
者、民生委員、ＮＰＯなどに
対する説明会を実施した。

3

地域住民や関係団体から
の要請にもとづき、積極的
に説明を行っているが、平
成28年3月の移行から2年
が経過し、制度が周知され
てきたこともあり、説明会の
回数は減っている。

104
-3

介護保険サービス事業者
への普及啓発など【新規】

介護保険課

介護保険サービス事業者など
に、新制度の趣旨や今後に向け
た考え方などを広く周知しつつ、
円滑な事業実施に向け、市内の
NPOやボランティアなどの各種
団体の連携強化を図ります。

新規事業
準備 周知 継続 

事業者に新制度
の趣旨や市の考
え方などが伝わ
り、円滑な事業が
展開されている

介護保険
サービス
事業者連
絡協議会
など

事業を緩和したサービスで
ある訪問型サービスAの試
行実施の内容について関
係事業所等を集めた説明
会を実施

3

　訪問型サービスAの試行実施にあた
り、適切な時期に説明会を実施すること
で必要な情報を関係各機関に提供する
ことができたため。

新制度である総合事業の
概要及び訪問型サービスＡ
の本格実施について説明
会を実施した。

3

新制度である総合事業の概要及び訪問
型サービスＡの本格実施について説明
会を実施し、総合事業の普及啓発に努
めたため。

総合事業のマネジメ
ント及び訪問型サー
ビスＡの本格実施に
ついて関連機関の交
流会等へ出席し、説
明を実施した。

3

総合事業のマネジメント及
び訪問型サービスＡの本
格実施について関連機関
へ説明を行うことで総合事
業の普及啓発に努めたた
め。

3

総合事業のマネジメント及
び訪問型サービスＡの本
格実施について関連機関
へ説明を行うことで総合事
業の普及啓発に努めたた
め。

②

①

（３）

３－
２
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27年度 28年度 29年度 
6期計画中の目標

29年度
評価理由（80字程度）

総合評価
総合評価

評価理由（80字程度）
29年度
実績

29年度
所管課評価

高齢者計画・第６期介護保険事業計画事業評価シート

28年度
実績

28年度
所管課
評価

28年度
評価理由（80字程度）

No 取組み名事業の柱取組み 主となる担当課 事業概要 現状 関連団体
27年度
実績

27年度
所管課
評価

27年度
評価理由（80字程度）

計画当初

4

3

2

1

事業活動を計画以上に実施することができた

事業活動を計画どおり実施した

事業活動が計画よりやや下回った

事業を執行しなかった（できなかった）

評価基準※事務事業及び細事業評価と同基準

105
３－
３

② 地域密着型サービス 高齢者いきいき課

日常生活圏域の状況を踏まえ、
住み慣れた自宅や地域で生活
を継続するために地域に密着し
た介護サービス基盤の整備を推
進します。

継続
拡充 継続 継続 

小規模多機能型
居宅介護7ヶ所
複合型サービス
（看護小規模多機
能型居宅介護）
3ヶ所
定期巡回・随時対
応型訪問介護看
護2ヶ所
認知症対応型共
同生活介護（認知
症高齢者グルー
プホーム)1ヶ所
地域密着型特別
養護老人ホーム
3ヶ所

小規模多機能型居宅介護
2ヶ所
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護）
1ヶ所
の整備事業者を決定した。

2

第6期介護保険事業計画で掲げた整備
目標数である地域密着型サービス16ヶ
所に対し、3ヶ所の整備事業者を決定す
るに至った。
未決定である13ヶ所のサービスについて
は、平成28、29年度での整備事業者決
定を目指す。

小規模多機能型居宅介護
1ヶ所
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護）
1ヶ所
地域密着型特別養護老人
ホーム1ヶ所
の整備事業者を決定した。

2

第6期介護保険事業計画で掲げた整備
目標数である地域密着型サービス16ヶ
所のうち、28年度当初未決定であった
13ヶ所に対し、3ヶ所の整備事業者を決
定するに至った。
未決定である10ヶ所のサービスについて
は、29年度での整備事業者決定を目指
す。

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護１ヶ
所の整備希望事業者
の申込みに対し審査
を行い、整備を進め
た。

2

第6期介護保険事業計画
で掲げた整備目標数であ
る地域密着型サービス
16ヶ所のうち、29年度当初
未決定であった10ヶ所に対
し、1ヶ所の整備希望事業
者の審査を行い、整備を進
めた。

2

第6期介護保険事業計画
で掲げた整備目標数であ
る地域密着型サービス16ヶ
所に対し、小規模多機能型
居宅介護3ヶ所、看護小規
模多機能型居宅介護2ヶ
所、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護1ヶ所、地域
密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護1ヶ所で合
計7ヶ所の整備事業者を決
定するに至った。

（３）
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