
       　　　　　

高齢者計画・第７期介護保険事業計画　事業評価シート


H30年度 R1年度 R2年度 第7期計画中の目標

1 高齢者サロンの支援 高齢者いきいき課

地域で自主的に運営され、地域の高齢者が
気軽に参加できる場である「ふれあい・いき
いきサロン」に対し、運営や新規立ち上げの
支援を行います。

サロン数　140団体
（平成29年９月末）

拡充 拡充 拡充 サロン数　180団体 サロン数　169団体 3
現状よりサロン数が29団体増加
した。

サロン数　183団体 3

運営や新規立ち上げの支援を
行ったことでサロン数が14団体
増加し、高齢者の社会参加を促
進することができたため。

サロン数　188団体 3

運営や新規立ち上げの支援を
行ったことでサロン数が5団体
増加し、高齢者の社会参加を
促進することができたため。

3

運営や新規立ち上げの支援を
行ったことで7期計画目標のサロ
ン数180団体に対し、R2年度末
時点で188団体となり、高齢者の
社会参加を促進することができ
たため。

2
地域の助け合い活動応援
講座の開催

高齢者福祉課

地域で高齢者に対する生活支援（助けあい
活動）を行うために必要な基礎知識（衛生管
理や事故対応など）を習得するための講座
を開催します。

年間受講者数　21人
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充 年間受講者数　80人
4回/年及びフォローアップ研修
を実施
延べ160人参加

3
基礎講座を受講した方に向けた
フォローアップ講座を開催し、充
実を図った。

講座（4回/年）及びフォローアッ
プ研修を実施
延べ188人参加
※第4回講座はコロナ対策により
中止とした。

3
講座開催により地域の助け合い
活動の推進につながり、登録団
体は26団体となった。

講座（4回/年）を実施
延べ228人参加
また、団体数が増えてきたことか
ら、共通する知識や技術等につ
いてはマニュアル化を図り、各団
体に配付する。約300冊）

3

R2年度は29団体へ増加。ま
た、座談会の開催により、情報
共有を図るほか、連携体制の
構築につながった。

3

活動に必要な知識やスキルの向
上に役立つ講座を実施するとと
もに、座談会の開催による団体
同士の交流を通して、活動にお
ける課題解決を図ることができ
た。

3
生活支援サービス研究会
及び協議体の設置

高齢者福祉課

社会福祉協議会、八王子市民活動協議会な
どと連携して、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、地
域主体による生活支援体制の充実を図りま
す。

第一層及び第二層の生活支援
協議体を設置・開催
第一層：２回／年
第二層：12回／年

拡充 拡充 拡充
第一層：適宜実施
第二層：日常生活圏域で実施
17～21回／年

第一層及び第二層の生活支援
協議体を開催
第一層：１回／年
第二層：103回／年

3

より効果的に事業が推進される
よう、第一層協議体を高齢者福
祉専門分科会に位置づけるとと
もに、第二層協議体もより地域
ニーズにあわせて柔軟に開催し
た。

第一層及び第二層の生活支援
協議体を開催
第一層：2回／年
第二層：119回／年

3

第一層コーディネーターに理学
療法士を新規に採用（追加）し、
より専門性を高め事業を実施し
た。

第一層及び第二層の生活支援
協議体を開催
第一層：　2回／年
第二層：　120回／年

3

第一層コーディネーターに言語
聴覚士を新規に採用（追加）
し、さらに専門性を高め事業を
実施した。

3

第一層コーディネーターを7人配
置し、第二層コーディネーターと
の連携を強化した。また、コー
ディネーターによる地域課題の
資源の把握に努め、協議体活動
に生かした。

4
生活支援コーディネーター
の配置

高齢者福祉課

高齢者の継続した在宅生活を支えるため、
「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、地域での通いの場などに関する担い
手の人材育成などを通じ、地域支援を進め
ます。

生活支援コーディネーターの配
置
第一層：１人
第二層：６人
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充
第一層：１人
第二層：各日常生活圏域に段階
的に配置（配置数の拡充）

生活支援コーディネーターの配
置
第一層：１人
第二層：９人

3
第二層生活支援コーディネー
ターの増員を図った。

生活支援コーディネーターの配
置
第一層：5人
第二層：12人

3

第一層及び第二層生活支援コー
ディネーターを増員し、地域活動
や定例会の開催により、活動内
容の充実を図った。

生活支援コーディネーターの配
置
第一層：７人
第二層：12人

3

第一層生活支援コーディネー
ターを増員し、専門性を強化し
た。また第二層コーディネー
ターの地域活動や定例会の開
催により、活動内容の充実を
図った。

3

専門職の第一層への配置（増
員）により、地域課題の解決能
力の向上や活動内容の充実を
図ることができた。

5 はちおうじ志民塾の運営 協働推進課
概ね50歳以上の方を対象に、地域での市民
活動における中心的な役割を担う人材の養
成を目的とした長期講座を開催します。

卒塾生の数　172人
地域で活動している卒塾生の数
92人
（平成28年度）

継続 継続 継続
地域で活動している卒塾生の割
合
55％以上

地域で活動している卒塾生の割
合
55％
（平成29年度※最新値）

3

市民要望や塾生の声を反映した
カリキュラム全体の見直しを行う
ことで、地域活動へのきっかけに
つなげることができた。

卒塾生の数：246名
卒塾後、地域で活動している方
の数：145名（58.9％）

3

受講生の声を反映し講座内容の
見直しを行うことで、講座受講後
の主体的な地域活動へのきっか
けにつなげることができた。

卒塾生の数：258名
地域で活動している卒塾生の割
合　55％以上（見込み）

3

新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、定員を減
らし、12名で実施したが、講座
受講後の主体的な地域活動へ
のきっかけづくりという主旨は
達成できた。

3

新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、定員及び実施
回数を減らしての実施であった
が、事業の目的が損なわれるこ
とがないよう講座内容の再構築
等を行った結果、受講生の満足
度は総じて高く、地域活動への
きっかけにつなげるという主旨は
達成できた。

6
「お父さんお帰りなさい
パーティー」開催支援

協働推進課

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、
八王子市など）が、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、
地域での活動への参加のきっかけづくりを支
援します。

イベントへの参加者数
合計465人（年２回）
（平成28年度）

継続 継続 継続
イベントへの参加者数
年間500人

イベントへの参加者数
合計420人（年２回）

3

イベント参加者は想定を下回っ
たものの、アンケート結果では興
味を持った団体数が372団体あ
ることから、イベントの主旨は達
成できた。

0人 1
新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止の観点からイベントを
中止したため。

イベントへの参加者数
合計66名

2

新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、ミーティン
グアプリ「ＺＯＯＭ」を活用した
オンライン開催となったため。

3

新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、令和元年度の
イベント中止や令和2年度の実
施方法の変更などがあり、参加
人数が減少したが、「地域での
活動への参加のきっかけづくり」
という事業の主旨は達成できて
いると判断したため。

7
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」を養成する講座につ
いて、生涯学習コーディネーター会をはじ
め、市民活動団体と協働して実施します。

受講者数　18人
アンケート回答
満足　46％
やや満足　54％
（平成29年度）

継続 継続 継続

高齢者の経験を活かした満足度
の高い講義を提供し、アンケート
における「満足」回答を60％以上
にする

アンケート回答
満足　100％

4
全ての受講者に対し、満足度の
高い講座を提供できた。

アンケート回答
「満足」　33％
「やや満足」　44％

2
「満足」の回答割合が目標に届
かなかったため。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、事業を中止し
たため。

1
新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、事業を中
止したため。

3

新型コロナウイルスの影響で中
止になったR2年度を除き、概ね
満足度の高い講座を提供できた
ため。

8-1 介護予防普及啓発事業 高齢者いきいき課

介護予防教室や介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、「八王子けん
こう体操」の啓発や、公園遊具を活用した健
康づくり講座などの出前講座により介護予防
の普及啓発を図ります。

教室等参加者数
高齢者いきいき課
1,594人
高齢者あんしん相談センター
20,217人（16センター計）
保健福祉センター
4,877人（３センター計）
（平成28年度）

継続 継続 継続 教室・講座内容の充実
各種介護予防教室等参加者数
高齢者いきいき課
4,420人

3

各種介護予防教室等を予定通り
実施したほか、「八王子けんこう
体操」のパンフレット配布やDVD
作成・貸出を行い、介護予防の
普及啓発を推進できた。

各種介護予防教室等参加者数
高齢者いきいき課
4,290人

3

各種介護予防教室等を実施した
ほか、「八王子けんこう体操」の
普及啓発を推進した。
また、職能団体と連携した「高尾
山パワフルチャレンジ」を開催す
る等、専門職と連携した介護予
防に効果的なプログラムを実施
した。

各種介護予防教室等参加者数
高齢者いきいき課
1,283人

3

新型コロナウイルスの影響で
事業を約4か月間中止したが、
自粛生活により介護予防の必
要性が高まったため、　「八王
子けんこう体操」等のパンフ
レット配布を行う等、普及啓発
を推進した。その後は感染症
対策に配慮して各種介護予防
教室等を実施した。

3

新型コロナウイルスの影響で事
業を中止する期間はあったが、
自粛生活により介護予防の必要
性が高まったため、　「八王子け
んこう体操」等のパンフレット配
布を行う等、普及啓発を推進し
た。また、教室・講座内容を充実
したことで教室等参加者数は増
加傾向であるため。

8-2 介護予防普及啓発事業 高齢者福祉課

介護予防教室や介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、「八王子けん
こう体操」の啓発や、公園遊具を活用した健
康づくり講座などの出前講座により介護予防
の普及啓発を図ります。

教室等参加者数
高齢者いきいき課
1,594人
高齢者あんしん相談センター
20,217人
（16センター計）
保健福祉センター
4,877人
（３センター計）
（平成28年度）

継続 継続 継続 教室・講座内容の充実
高齢者あんしん相談センター
25,558人
（17センター計）

3

高齢者あんしん相談センターで
継続して実施したほか、地域で
の自主活動も活発に行われてい
る。

高齢者あんしん相談センター
24,997人
（19センター計）

3

高齢者あんしん相談センターで
継続して実施したほか、地域で
の自主活動も活発に行われてい
る。

高齢者あんしん相談センター
5,000人
（21センター計）

2

新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、教室や講
座などの開催を控えたため、予
定していた活動ができなかっ
た。

3

高齢者あんしん相談センターで
継続して実施したほか、地域で
の自主活動も活発に行われてい
る。

8-3 介護予防普及啓発事業
大横保健福祉セン
ター

介護予防教室や介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、「八王子けん
こう体操」の啓発や、公園遊具を活用した健
康づくり講座などの出前講座により介護予防
の普及啓発を図ります。

教室等参加者数
高齢者いきいき課
1,594人
高齢者あんしん相談センター
20,217人（16センター計）
保健福祉センター
4,877人（３センター計）
（平成28年度）

継続 継続 継続 教室・講座内容の充実 278回　5,920人 3
予定通りの事業実施ができ、ま
た１コースあたりの参加人数が
増えた。

259回　5,629人 3

フレイル予防に重点をおくととも
に、多職種の専門職による講話
を行うなど知識の普及啓発に努
めた。

198回、1683人 3

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、4月から7月まで
の予定していた事業は中止し
た。8月以降は感染予防に留意
しながら教室を行い、フレイル
予防のちらしの作成や自宅で
できる八王子けんこう体操の
ネット配信など工夫して普及啓
発に努めることができたため。

3

平成30年度、令和元年度は教
室・講座内容の充実を図れた。
令和2年度については新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のた
め予定通りに実施できない事業
もあったが、HPや広報での積極
的な情報発信を行い、フレイル
予防等の普及啓発を推進したた
め。

評価理由（80字程度）
R2年度
実績

H30年度
実績

H30年
度

所管課
評価

評価理由（80字程度）
R1年度
実績

R1年度
所管課
評価

計画当初目標

No 取組名 担当課 事業概要 現状

R2年度
所管課
評価

評価理由（80字程度）

7期計画
所管課
総合評

価

評価理由（80字程度）

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 資料３－２

令和３年 ( 2 0 2 1年 )８月６日

八 王 子 市 社 会 福 祉 審 議 会

高 齢 者 福 祉 専 門 分 科 会

高 齢 者 い き い き 課
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H30年度 R1年度 R2年度 第7期計画中の目標

評価理由（80字程度）
R2年度
実績

H30年度
実績

H30年
度

所管課
評価

評価理由（80字程度）
R1年度
実績

R1年度
所管課
評価

計画当初目標

No 取組名 担当課 事業概要 現状

R2年度
所管課
評価

評価理由（80字程度）

7期計画
所管課
総合評

価

評価理由（80字程度）

8-4 介護予防普及啓発事業
東浅川保健福祉セ
ンター

介護予防教室や介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、「八王子けん
こう体操」の啓発や、公園遊具を活用した健
康づくり講座などの出前講座により介護予防
の普及啓発を図ります。

教室等参加者数
高齢者いきいき課
1,594人
高齢者あんしん相談センター
20,217人（16センター計）
保健福祉センター
4,877人（３センター計）
（平成28年度）

継続 継続 継続 教室・講座内容の充実

介護予防運動教室
996人
介護予防講座
200人
センター体操
1768人

3

「はちおうじ健康体操」のDVDや
パンフレットを活用し、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
む機会をつくることができた。

265回　5,304人 3

新型コロナウィルスの影響により
中止となった事業以外は予定通
りの事業実施ができ、「八王子け
んこう体操」のＤＶＤやパンフレッ
トを活用した講座を実施すること
ができたため。

16回　163人 3

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、4月から7月まで
の予定していた事業は中止し
た。8月以降は感染予防に留意
しながら教室を行い、フレイル
予防のちらしの作成や自宅で
できる八王子けんこう体操の
ネット配信など工夫して普及啓
発に努めることができたため。

3

平成30年度、令和元年度は教
室・講座内容の充実を図れた。
令和2年度については新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のた
め予定通りに実施できない事業
もあったが、HPや広報でフレイ
ル予防等の情報発信等普及啓
発を推進したため。
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8-5 介護予防普及啓発事業
南大沢保健福祉セ
ンター

介護予防教室や介護予防講座の開催のほ
か、グループ・団体等に対して、「八王子けん
こう体操」の啓発や、公園遊具を活用した健
康づくり講座などの出前講座により介護予防
の普及啓発を図ります。

教室等参加者数
高齢者いきいき課
1,594人
高齢者あんしん相談センター
20,217人
（16センター計）
保健福祉センター
4,877人
（３センター計）
（平成28年度）

継続 継続 継続 教室・講座内容の充実 419回　4,809人 3
教室参加者・講座・講演会の参
加人数の増加及びセンター体操
の定着を図った。

407回　4,491人 3
介護予防教室や講座等も多くの
市民が参加できるように開催し
たため。

455回　1,704人 3

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、4月から7月まで
の予定していた事業は中止し
た。8月以降は感染予防に留意
しながら教室を行い、フレイル
予防のちらしの作成や自宅で
できる八王子けんこう体操の
ネット配信など工夫して普及啓
発に努めることができたため。

3

平成30年度、令和元年度は教
室・講座内容の充実を図れた。
令和2年度については新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のた
め予定通りに実施できない事業
もあったが、HPや広報での積極
的な情報発信を行い、フレイル
予防等の普及啓発を推進したた
め。

9
高齢者ボランティア・ポイン
ト制度

高齢者いきいき課

元気な高齢者が、特別養護老人ホームや高
齢者サロン、居宅等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。

登録者数
2,548人
活動先施設・団体
295か所
（平成29年10月１日）

拡充 拡充 拡充 登録者数3,200人

登録者数
2,781人
活動先施設・団体
330か所

3

高齢者ボランティア・ポイント制
度登録説明会の開催回数を増
やすことにより、新規登録者数
の増加を図ることができた。ま
た、活動先を拡充することによ
り、様々なボランティア活動を通
じて社会貢献等を促すことがで
きた。

登録者数
2,842人
活動先施設・団体
353か所

3

高齢者ボランティア・ポイント制
度登録説明会を各地域で開催
し、登録者数の増加を図った。ま
た、活動先の拡充や活動報告に
かかる様式の見直し等、より事
業に参加、継続しやすくするため
の改善を図った。

登録者数
2,785人
活動先施設・団体
367か所

3

新型コロナウイルスの影響で
登録説明会を4か月中止とした
こともあり、登録者数は目標に
届かなかったが、コロナ禍での
ボランティア受入状況把握のア
ンケートを実施して新しい生活
様式でのボランティアについて
検討したり、新型コロナウイル
ス対策として登録説明会の時
間短縮をするなど工夫をおこな
うことができたため。

3

登録者数は目標に届かなかった
が、登録説明会の回数を増やし
各地で開催することで登録者数
の増加を図り、活動先の拡充や
活動報告等の様式の見直しに
よってより活動を継続しやすくす
るための改善を行うことができた
ため。

10-1
地域介護予防活動支援事
業

大横保健福祉セン
ター

健康づくりに関する活動を推進する健康づく
りサポーター等の養成や活動支援により、地
域での介護予防活動を行います。

地域活動者数
10,522人（３センター計）
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充
地域活動者数
11,580人

地域活動者数
721回　8,319人

3

概ね予定通りの事業実施ができ
た。また、地域からのボランティ
ア派遣の依頼、及び活動者が増
えたため。

地域活動支援数
658回　9,191人

3

健康づくりサポーターのなかでも
経験がない、または浅い方に声
がけを積極的に行い、動機付け
や活動につながった。あわせて、
町会自治会や関係機関に事業
周知した。

176回、2049人 3

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため,4月から7月までの
予定していた事業は中止し、8
月以降は感染予防に留意しな
がら実施しすることができたた
め。

3

平成30年度、令和元年度は順調
に地域活動支援が実施できた。
令和2年度は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止のた
め活動が中止となり実施ができ
ないケースもあったが、情勢に合
わせながら、健康づくりサポー
ターを通じて、フレイル予防等の
リーフレット等の配布や感染対
策講じながら活動を再開すること
ができたため。

10-2
地域介護予防活動支援事
業

東浅川保健福祉セ
ンター

健康づくりに関する活動を推進する健康づく
りサポーター等の養成や活動支援により、地
域での介護予防活動を行います。

地域活動者数
10,522人（３センター計）
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充
地域活動者数
11,580人

職員実施数
409人
健康づくりサポーター実施数
10,948人

3

町会自治会や高齢者あんしん相
談センター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。

地域活動支援数
700回　11,657人

3
概ね予定通りの事業実施がで
き、新たな地域からのボランティ
ア派遣依頼が増えたため。

地域活動支援数
819回　　13078人

3

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため,4月から7月までの
予定していた事業は中止し、8
月以降は感染予防に留意しな
がら実施したため。

3
平成30年度、令和元年度は順調
に地域活動支援が実施できたた
め。

10-3
地域介護予防活動支援事
業

南大沢保健福祉セ
ンター

健康づくりに関する活動を推進する健康づく
りサポーター等の養成や活動支援により、地
域での介護予防活動を行います。

地域活動者数
10,522人（３センター計）
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充
地域活動者数
11,580人

地域活動者数
729回　9,166人

3
地域住民の力を活かし、地域活
動を支援できたため。

地域活動者数
620回　7,898人

3

既存の教室などにも健康づくり
サポーターが地域で活動できる
ため練習の場としての提供を行
い、力をつけて活動を地域で行
えるようにしていったため。

285回　3307人 3

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため,4月から7月までの
予定していた事業は中止し、8
月以降は感染予防に留意しな
がら実施しすることができたた
め。

3

平成30年度、令和元年度は順調
に地域活動支援が実施できた。
令和2年度は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止のた
め活動が中止となり実施ができ
ないケースもあったが、情勢に合
わせながら、健康づくりサポー
ターを通じて、フレイル予防等の
リーフレット等の配布や感染対
策講じながら活動を再開すること
ができたため。

11 健康づくり活動の支援 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。

健康フェスタ・食育フェスタ来場
者数
10,674人
（平成29年度）

拡充 拡充 拡充
健康フェスタ・食育フェスタ来場
者数
12,000人

健康フェスタ・食育フェスタ来場
者数
10,579人

3

来場者数は横ばいであったが、
来場者アンケートにて「健康づく
りのきっかけとしてよかった」と回
答した人の割合が89％であっ
た。

健康フェスタ・食育フェスタ来場
者数
11,072人

3

来場者、出展団体、協賛企業と
もに前年度を上回り、「健康づく
りのきっかけとしてよかった」と回
答した人の割合が86.3％であり、
好評であった。

健康フェスタ・食育フェスタ中止 1
新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止としたため。

3

R2年度はイベント中止となった
が、R元年度まで体験型イベント
を実施し、参加者が健康づくりの
きっかけとなった機会になってい
る。

12 歯科検診事業 成人検診課
歯科検診により高齢者の歯周疾患を早期に
発見し、予防することにより、健康保持・増進
を図ります。

40・50・60・70歳及び41～49歳・
51～59歳・61～69歳に1回、71
歳以上で検診を一度も受診して
いない方を対象に実施

65歳以上の受診者数
48人（平成28年度）

拡充 継続 継続
受診対象年齢の拡大、受診者数
の増加

40・50・60・70・75歳及び41～49
歳・51～59歳・61～69歳・71～74
歳に1回、76歳以上で1回実施。
（75歳、76歳以上の受診機会を
拡大。）

65歳以上の受診者数
70人

3

高齢者の受診対象年齢を拡大
し、より多くの方に受診していた
だける環境を整備することができ
た。今後は、受診者数を増やせ
るよう、市民への周知を継続して
いく。

65歳以上の受診者数
57人

3
受診者数は前年度と比較して、
減少したが、事業活動を計画ど
おり実施することができた。

65歳以上の受診者数
55人

3

コロナ禍でありながら、受診者
数は前年度と比較して、横ばい
となった。
事業活動を計画どおり実施し
ている。

3
高齢者の受診対象年齢を拡大
するなど、事業活動を計画どおり
実施している。

13 シニアクラブの支援 高齢者いきいき課

八王子市シニアクラブ連合会とともに、地域
貢献、健康づくり・介護予防、生きがいを高
める活動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
を図るほか、新規会員の加入促進など、活
動の活性化を推進します。

会員数　14,223人
（平成29年４月）

継続 継続 継続 会員数の増加 会員数　14,000人 2
会員数が減少し目標を下回って
いるため。

会員数　13,515人 2
会員数が減少し目標を下回って
いるため。

会員数　12,910人 2
会員数が減少し目標を下回っ
ているため。

2

会員数が減少傾向にあるため低
評価としたが、高齢者ニーズや
社会参加形態が多様化している
現状から、必ずしもクラブ数や会
員数では成果を測ることができ
ないため、指標の変更について
も今後検討していく必要がある。

14-1
高齢者向けの各種教室や
講座の開催

男女共同参画課

本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。

各種講座等の開催 継続 継続 継続
参加者数の増加、講座内容の改
善

男性のための料理教室
4月11日～5月9日まで（全4回)
受講生　20人

3

男性を対象とした家事に関する
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。

男性の料理講座
11/1～11/22（全4回）
受講生　20人

3

男性を対象とした家事に関する
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。

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため「男性の料理講座」を
中止した。

1
新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、事業を実施
できなかったため。

2

男性を対象とした各種講座を通
じて、健康増進及び教養の向
上、社会参加・交流を支援するこ
とで、今後の生きがいの一助と
することができた。また、R2年度
は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため講座が中止となっ
た。

14-2
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

本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。

各種講座等の開催 継続 継続 継続
参加者数の増加、講座内容の改
善

生きがいづくりの教室
延べ参加人数　2,283人

3

事業が概ね定着し安定的な参加
者数となっており、参加者の満足
度も高い。高齢者のため、体調
不良による当日キャンセルもあ
るが、補欠繰り上げで受講でき
るよう努力した。

生きがいづくりの教室
延べ参加人数　2,029人

2

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため2月後半から講座の
開催を中止したことにより、最終
回まで開催できなかった。

生きがいづくりの教室
参加者延べ数　0人

1
新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため今年度の講座は
すべて中止。

3
平成30年度、令和元年度は順調
に各種教室や講座の開催が実
施できたため。

14-3
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

本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。

各種講座等の開催 継続 継続 継続
参加者数の増加、講座内容の改
善

生きがいづくりの教室
延べ参加者数　5,161人

3
高齢者・障害者の生きがいの高
揚や自立を図るため、充実を図
ることができた。

生きがいづくりの教室
参加者延べ数　5,200人

3

高齢者・障害者の生きがいの高
揚や自立を図るため、講座内容
を改善し充実を図ることができた
ため。

生きがいづくりの教室
参加者延べ数　0人

1
新型コロナウィルス感染症拡
大に伴い、すべての講座を中
止したため。

2

平成30年度、令和元年度は順調
に各種教室や講座の開催が実
施できたものの、令和2年度は事
業を実施できなかったため。

14-4
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

本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。

各種講座等の開催 継続 継続 継続
参加者数の増加、講座内容の改
善

生きがいづくりの教室
延べ参加者数　2,103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
延べ参加者数　1,879人

3

ボランティア講師などの協力を
頂きながら講座・教室を開催した
が、年度末については新型コロ
ナウイルスの影響により一部開
催中止とした。

・生きがいづくりの教室
参加者延べ数　0人

1
新型コロナウイルス感染拡大
防止のため今年度の教室はす
べて中止。

3
平成30年度、令和元年度は順調
に各種教室や講座の開催が実
施できたため。
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14-5
高齢者向けの各種教室や
講座の開催

スポーツ振興課

本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。

各種講座等の開催 継続 継続 継続
参加者数の増加、講座内容の改
善

市民いきいきリフレッシュ体操
138回　3,699人
やさしいフィットネス
158回　2,635人

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
141回実施　3,331名（コロナによ
り16回中止）
やさしいフィットネス107回実施
1,732名（コロナにより12回中止）

3

新型コロナウイルスによる中止
はあったものの、健康体操教室
やエアロビクスを通して、市民の
健康増進に寄与した。

市民いきいきリフレッシュ体操
76回　1107人
やさしいフィットネス
75回　665人

3

新型コロナウイルスによる中止
はあったものの、人数制限や
事前予約等の対策を講じた上
で、教室を再開し健康体操を通
して、市民の健康増進に寄与し
た。

3

新型コロナウイルスの影響もあ
り、目標に掲げた参加者数の増
加は達成できていないが、参加
者のレベルに応じた指導の変更
など、講座内容の改善や、自宅
でできる体操動画の作成によ
り、市民の健康増進や生きがい
の高揚、交流の場を提供するこ
とができた。
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H30年度 R1年度 R2年度 第7期計画中の目標
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度
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No 取組名 担当課 事業概要 現状

R2年度
所管課
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評価理由（80字程度）

7期計画
所管課
総合評

価

評価理由（80字程度）

14-6
高齢者向けの各種教室や
講座の開催

学習支援課

本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。

各種講座等の開催 継続 継続 継続
参加者数の増加、講座内容の改
善

28講座を実施
延べ1,346人が受講

3

需用の高いICT講座（スマホ・タ
ブレット・パソコン等）の充実に努
めた。一方、参加者の増は達成
できなかった。

41講座を実施
延べ1,455人が受講

3

ICT（スマホ・パソコン等）、体操・
料理講座など、多岐にわたる講
座を開催し、参加者も前年度か
ら増加した。

23講座を実施
延べ540人が受講

2

新型コロナウイルス感染症拡
大により7講座を中止したが、6
月以降は講座を再開し、ICTや
体操講座などを開催した。

3

ICT（スマホ・パソコン等）、体操・
料理講座など、多岐にわたる講
座を継続的に開催し、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
た。

14-7
高齢者向けの各種教室や
講座の開催

中央図書館

本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。

各種講座等の開催 継続 継続 継続
参加者数の増加、講座内容の改
善

八王子千人塾
参加11人　修了10人
朗読会
来場者　121人

3

千人塾は予定参加者数に達しな
かったものの、学習の成果が全
国規模のコンクールで入賞した
ほか、受講修了後も活発な交流
が図られた。読書離れが進む傾
向にある高齢者を対象とした朗
読会も多くの参加があり、本に親
しみ教養を養う機会となった。

八王子千人塾
参加12人　修了10人
朗読会
来場者　134人

3

千人塾は予定参加者数に達しな
かったものの、学習の成果が全
国規模のコンクールで入賞した
ほか、受講修了者を中心とする
「塾生の会」での活発な交流も図
られた。高齢者を対象とした朗読
会にも多くの参加があり、読書に
親しむ新たな機会となった。

不開催 1

高齢者を対象とする事業であ
り、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、開催を見送っ
たため。

3

新型コロナウイルス感染拡大防
止のためR2年度の開催は見
送ったが、これまでの受講修了
者を中心とする「塾生の会」は、
ZOOMを利用して研究成果の発
表を行い、また、全国規模のコン
クールに多数の論文を応募する
など活発な生涯学習を継続して
いる。

15 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
会に市役所や官公署（警察署・消防署な
ど）、企業の職員等が出向き、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。出前講座が更に活用されるよう、
内容の充実とPRに努めます。

延べ参加者数　299,371人
（平成28年度）

継続 継続 継続 参加者数の増加
延べ参加者数
237,528人

2
前年に比べ、参加者数が減少し
てしまったため。

延べ参加者数
205,539人

2
前年に比べ、参加者数が減少し
てしまったため。

延べ参加者数
42,265名

2
新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、事業を一
時中止していたため。

3
目標は達成できなかったもの
の、多くの市民に生涯学習の機
会を提供できたため。

16
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　2,563人
（平成29年11月末）

拡充 拡充 拡充 会員数　2,650人 会員数　2,513人 3
事業活動を計画どおり実施し
た。

会員数　2,618人 3

目標会員数は達成できなかった
が、新規女性会員の獲得や既存
会員の退会を防ぐ等、事業計画
どおり活動を行っていたため。

会員数　2,530人 2

新型コロナウィルス感染症の
拡大により、会員登録説明会
の開催が進まず、会員数の減
少に繋がっているため。

3
目標値は達成できなかったが、
高齢者の就労、社会参加を促進
する場として、支援できたため。

17
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。

契約件数
315件（平成28年度）

拡充 拡充 拡充
契約件数
350件／年

契約件数
444件／年

4

新規契約件数（コーディネート成
立件数）が平成28年度と比較し
て129件増と大幅に増加したた
め、高齢者の社会参加を十分に
支援できた。

契約件数
573件／年

4

新規契約件数（コーディネート成
立件数）が平成30年度と比較し
て129件増と大幅に増加したた
め、高齢者の社会参加を十分に
支援できた。

契約件数
65件／年

2
新型コロナウイルス感染症の
影響もあり、令和元年度と比較
して大幅に減少したため。

3

R2年度は新型コロナウイルス感
染症の影響で件数が減ったが、
令和元年度までは増加してお
り、高齢者の社会参加を十分に
支援できたため。

18
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経営や起業を
支援する「ビジネスお助け隊」の活動を支援
します。

無料相談件数
116件（平成28年度）

継続 継続 継続 活動支援の継続
無料相談件数　70件
伴走型支援　2人

3

高齢者自らが持つ豊富な技能経
験を、市や商工会議所が実施す
る中小企業・創業希望者の支援
事業に活かすことで、生きがいを
持ち、自立した生活を支援するこ
とができた。

（商工会議所）無料相談件数　65
件
（市）伴走型支援事業　13人

3

市が実施する起業家養成・育成
事業や商工会議所が実施する
経営相談にて、企業OBや専門
家で構成される「ビジネスお助け
隊」が持つ様々な専門的な知識
や経験を活かすことができたた
め。

（商工会議所）
無料相談件数　56件
（市）
新型コロナウイルス感染症によ
り影響を受けた中小企業者向け
個別相談対応業務委託のうちビ
ジネスお助け隊対応分
286件

3

専門的な知識や豊富な経験を
活かし、新型コロナウイルス感
染症拡大により経営に影響を
受けた市内事業者の相談に対
応したため。

3

市が実施する起業家養成・育成
事業や商工会議所が実施する
経営相談にて、企業OBや専門
家で構成される「ビジネスお助け
隊」が持つ様々な専門的な知識
や経験を活かすことができたた
め。

19
特定都市施設のバリアフ
リー化推進

福祉政策課
東京都福祉のまちづくり条例に基づき、特定
都市施設の新設又は改修の際にバリアフ
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
福祉のまちづくり条例に基づく特
定都市施設の新設・改修にあた
り、届出を指導する

21件の届け出を受理 3

２１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。

22件の届け出を受理 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が図
れたため。

19件の届け出を受理 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
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が図
れたため。

20 だれでもトイレの充実 福祉政策課
高齢者や子育てをする方、障害のある方な
どに配慮し、オストメイト* 対応設備を備えた
「だれでもトイレ」の整備を進めます。

事務所等の大規模改修時等に、
東京都の補助金を活用するなど
して、だれでもトイレへの改修が
進んでいる

継続 継続 継続
市施設の新設・改修の際に、可
能な限りだれでもトイレを設置す
る

暁公園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1か所整備できたため。

対象となる施設の改修工事がな
かったが、新設・改修の際はだ
れでもトイレを設置するよう指導
している。

3
市施設の新設・改修の際に、可
能な限りだれでもトイレを設置し
ているため。

市の施設では東浅川保健福祉
センタープール1か所に設置

3
市施設の新設・改修の際に、
可能な限りだれでもトイレを設
置しているため。

3
市施設の新設・改修の際に、可
能な限りだれでもトイレを設置し
ているため。

21
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。

市施設設置　６台分
（平成28年度）

継続 継続 継続

市施設への設置を推進する

民間施設に対し補助を実施し設
置を促す

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。

2
整備実績がなかったが民間施設
向けの設置要件の見直しを行う
ことができた。

公共施設については、斎場事務
所及び長池公園2か所に整備を
行った。
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。

3
事業活動が着実に実施されてい
るため。

R2年度については、市施設の設
置、民間施設に対する補助制度
とも実績なし

2

市施設への設置については、
継続していくが、民間施設に対
する補助制度については、R2
年度をもって廃止した。

2

民間施設に対する補助制度につ
いては、働きかけを行ったものの
補助実績がなかったため廃止と
した。

22-1
高齢者等の移動手段の確
保に関する勉強会の開催

福祉政策課

運転免許証自主返納者や支援が必要な高
齢者等の移動手段の確保策について庁内
の勉強会を開催し、当事者のニーズや、
サービス提供のあり方・課題等の検討を行
い、住み慣れた地域での生活の質の維持を
めざします。

新規事業 開始 継続 継続

勉強会開催　３回／年

勉強会を踏まえたサービス提供
の検討

庁内の関連所管による勉強会を
２回実施し各所管の情報共有と
専門家による講演会を実施し
た。移動支援にかかるシンポジ
ウム等への参加。

3

勉強会を２回開催できた。
互助による「道路運送法上の許
可・登録を要しない輸送」につい
て、関係団体と調整を図りながら
推進した。

庁内の関連所管による勉強会を
2回実施し、各所管の情報共有と
専門家による勉強会を実施し
た。

3
関連所管による、移動支援の情
報共有と理解の促進がなされた
ため。

R元年度の勉強会を活かし、関
係所管の計画や予算に反映して
いる。

3
八王子市高齢者計画・第８期
介護保険事業計画への反映を
進めている。

3

八王子市高齢者計画・第８期介
護保険事業計画へ位置づけられ
ることで、今後事業実施に向け
て動くことができるため。

22-2
高齢者等の移動手段の確
保に関する勉強会の開催

高齢者福祉課

運転免許証自主返納者や支援が必要な高
齢者等の移動手段の確保策について庁内
の勉強会を開催し、当事者のニーズや、
サービス提供のあり方・課題等の検討を行
い、住み慣れた地域での生活の質の維持を
めざします。

新規事業 開始 継続 継続

勉強会開催　３回／年

勉強会を踏まえたサービス提供
の検討

庁内の関連所管による勉強会を
２回実施し各所管の情報共有と
専門家による講演会を実施し
た。移動支援にかかるシンポジ
ウム等への参加。

3

勉強会を２回開催できた。
互助による「道路運送法上の許
可・登録を要しない輸送」につい
て、関係団体と調整を図りながら
推進した。

庁内関連所管との勉強会への
参加　2回
NPO法人八王子共生社会推進
会議（通称もやい）の勉強会へ
の参加　2回

3

庁内関係所管やNPO法人などと
の勉強会に参加し、高齢者の移
動手段の確保等について検討し
た。

庁内関連所管との勉強会への
参加　1回
NPO法人八王子共生社会推進
会議（通称もやい）の勉強会へ
の参加　1回

3

庁内関係所管やNPO法人の勉
強会への参加のほか、高齢者
の移動手段の確保等の検討を
踏まえた試行実施により、本格
実施に向けた制度設計を推進
した。

3

これまでの勉強会を踏まえた検
討により、総合事業等の実施に
向けた移送支援の検討、試行実
施につなげることができた。

23
福祉有償運送の登録等支
援

高齢者いきいき課

要支援・要介護認定者や障害者手帳をお持
ちの方など、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。

登録団体
12団体（平成28年度）

継続 継続 継続 円滑な手続き支援の継続

更新登録協議団体・・・1団体
変更登録協議団体・・・1団体
特別幹事会：7月3日開催
運営協議会：8月21日開催

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…6団体
変更登録協議団体…1団体
特別幹事会：①7月2日②10月2
日③1月22日
運営協議会：①8月21日②2月13
日

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
特別幹事会：7月3日
運営協議会：8月18日

3

NPO法人等が実施する「福祉
有償運送」の更新登録協議に
関する相談手続きについて団
体への支援を行った。

3

市全体の福祉有償運送団体数
は増加していないが、運転手の
高齢化や団体の運営難から、事
業を撤退する団体が増加してい
る状況から鑑みると、登録してい
る12団体への支援が計画どおり
実施できたため。

24
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

町会・自治会、自主防災組織、民生委員・児
童委員等との連携のもと、災害時に避難行
動要支援者を支援する体制の構築（地域支
援組織の結成）を推進します。また、災害発
生時の安否確認のため、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。

地域支援組織結成数
14団体
（平成29年８月末）

拡充 拡充 拡充
地域支援組織結成数
30団体

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、5団体に説明を
行い、うち南新町町会と意見交
換会を設定し、結成を働きかけ
た。

2

地域支援組織の結成には至らな
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。

町会等の会合に出向いて、千本
木町会と意見交換会を設定し、
結成を働きかけた。
また、新たな地域支援組織の結
成を支援しグラン・コート八王子
管理組合、大船町会2団体が結
成された。

2

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
模索し、結成を働きかけ、動機づ
けを図っている。

新たに2団体結成された。 2

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
会を模索し、結成を働きかけ、
動機づけを図っている。

2

町会等の会合に出向いて、説明
会等を行い結成を働きかけた
が、目標結成数に及ばなかっ
た。

25-1
災害時における福祉避難
所の設置と運用

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
齢者等入所施設、障害者等入所施設及び特
別支援学校との協定に基づき、福祉避難所
として必要な備蓄品等の配備や、通信訓練
等を実施します。

施設長会や障害者等入所施設
連絡協議会の施設に対するIP無
線機や備蓄品の配備

拡充 拡充 拡充

通信訓練の実施
１回／年

新たな協定の必要性の
検討

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2か所にIP無
線機及び災害時備蓄品を配備。
27年度配備済みの3施設に対
し、消耗備蓄品を入替え。

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2施設
に無線機及び備蓄品を配備し
た。

H28年度配備済みの8箇所に対
し、消耗備蓄品を入替え。
また、八王子老人保健施設協議
会と協定締結。

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、計画どおりに
H28年度配備済みの8箇所へ
消耗備蓄品を配備した。

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、計画通りに無線機及
び備蓄品を配備した。また、災害
時を想定したIP無線機通信訓練
を各年度実施した。
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25-2
災害時における福祉避難
所の設置と運用

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
齢者等入所施設、障害者等入所施設及び特
別支援学校との協定に基づき、福祉避難所
として必要な備蓄品等の配備や、通信訓練
等を実施します。

施設長会や障害者等入所施設
連絡協議会の施設に対するIP無
線機や備蓄品の配備

拡充 拡充 拡充

通信訓練の実施
1回／年

新たな協定の必要性の
検討

総合防災訓練での通信訓練の
実施
障害者等入所施設連絡協議会
との会議実施（年2回）

3

毎年、協定先施設との通信訓練
の実施及び、定期的な会議を実
施することで、災害発生時にお
ける危機意識を継続することが
できた。

障害者等入所施設連絡協議会
との会議実施（1回）

2

総合防災訓練が台風19号のた
め中止となった。
また、会議のうち1回は新型コロ
ナウイルス感染防止のため中止
となったことにより、計画どおり
実施ができなかった。

新たな施設2か所と福祉避難所
の協定締結
福祉避難所へIP無線機の配備
（5台）

3

新たな施設と福祉避難所の協
定を締結し、すべての福祉避
難所へIP無線機の配備が実施
できた。
また、コロナウイルス感染拡大
防止のため、会議や防災訓練
は中止とした。

3
新たな施設と福祉避難所の協定
締結やすべての協定先施設へ
のIP無線機が配備できた。
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26
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高齢者あんしん
相談センター、民生委員・児童委員、居宅介
護支援事業者などの各関係機関と連携して
行います。

地域防災計画に基づく要配慮者
の安否確認の実施

継続 継続 継続
安否確認とその体制づくりの継
続・改善

総合防災訓練に参加 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。

総合防災訓練を予定していた
が、台風被害により中止となっ
た。

4
台風被害が甚大だった地域では
被害翌日に高齢者あんしん相談
センターが安否確認を実施した。

総合防災訓練に参加 2

新型コロナウイルス感染症対
策のため、総合防災訓練が参
加者を限定して実施したことか
ら、訓練に参加しなかったた
め。

3

総合防災訓練で安否確認方法
などを確認したほか、R元年に発
生した台風被害では高齢者あん
しん相談センターによる安否確
認を行うなど、安否確認の体制
の確認が出来たため。

27
八王子市社会福祉協議会
への支援

福祉政策課

市民と協働して高齢者福祉をはじめ、地域福
祉を中核的に進めている社会福祉協議会の
活動を支援します。また、社会福祉協議会が
運営し、町会・自治会、NPO法人、ボランティ
アなど地域住民の主体的な福祉活動を推進
するボランティアセンターや地域福祉推進拠
点における取組を支援します。

ボランティアセンターでの登録ボ
ランティア数
団体登録数265団体
個人登録者数417人

拡充 拡充 拡充
団体登録数及び個人登録者数
の増加

ボランティアセンターでの登録ボ
ランティア数
団体登録数285団体
個人登録者数445人

3

ボランティアを希望する方に対し
て、活動紹介や相談等のコー
ディネートを実施したことで、ボラ
ンティア登録者および団体数が
増加したため。

ボランティアセンターでの登録ボ
ランティア数
団体登録数307団体
個人登録者数437人

3

ボランティアを希望する方に対し
て、活動紹介や相談等のコー
ディネートを実施したことで、団
体数が増加したため。

ボランティアセンターでの登録ボ
ランティア数
団体登録数117団体
個人登録者数286人
※団体登録数にサロン団体を含
まず

2

新型コロナウィルス感染拡大
防止及び新しい生活様式によ
り活動が停滞している。ボラン
ティア受入先も感染防止のた
め要請できない。

3

ボランティアを希望する方に対し
て機関紙による情報提供や活動
紹介を実施することで令和2年度
を除いてはボランティア登録者お
よび団体数が増加したため。

28-1 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、高齢
者等の見守りに関する協定を結ぶことによ
り、協定締結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
27事業者
（平成29年８月末）

拡充 拡充 拡充
協定締結事業者数
32事業者

新規6事業者と協定締結（計34
事業所）
通報受理件数　20件

3

6事業者と協定を締結し、計34事
業者となり、見守り体制の拡充
ができたため。平成28年度14
件、平成29年度25件、平成30年
度20件の通報受理。また、平成
30年度に救急対応により生命保
護に繋がったケースは1件あっ
た。

新規2事業者と協定締結（計36
事業所）
通報受理件数　20件

4

新たに2事業者と協定を締結し、
計36事業者となり、目標達成し
見守り体制の拡充ができている
ため。

新規2事業者と協定締結（計38
事業所）
通報受理件数　20件

4

新たに2事業者と協定を締結
し、38事業者となり、目標達成
し見守り体制の拡充ができて
いるため。

4
目標以上の協定事業者が得ら
れることで、見守り体制の強化を
図ることができる見込みのため。

28-2 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、高齢
者等の見守りに関する協定を結ぶことによ
り、協定締結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
27事業者
（平成29年８月末）

拡充 拡充 拡充
協定締結事業者数
32事業者

新規6事業者と協定締結（計34
事業所）
通報受理件数　20件

3

6事業者と協定を締結し、計34事
業者となり、見守り体制の拡充
ができたため。平成28年度14
件、平成29年度25件、平成30年
度20件の通報受理。また、平成
30年度に救急対応により生命保
護に繋がったケースは1件あっ
た。

通報受理件数　20件 3

平成29年度25件、平成30年度
20件、令和元年度20件の通報受
理。また令和元年度に救急対応
により生命保護に繋がったケー
スが３件あった。

通報受理件数
18件

3

通報を受けた高齢者について
は、全て安否確認ができた。
入院中　4件
死　亡　6件
その他　8件
そのうち、令和2年度に救急対
応により生命保護に繋がった
ケースは1件あった。

3

地域の各高齢者あんしん相談セ
ンターとの連携により、通報を受
けた高齢者については、確実に
安否確認をすることが出来た。

29
高齢者見守り相談窓口の
運営

高齢者いきいき課
高齢者福祉課

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
シルバーふらっと相談室やシルバー見守り
相談室を運営します。また、地域のつながり
が希薄で、高齢者の割合が高く、高齢者を見
守る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。

４か所運営 継続 拡充 拡充 必要に応じて増設

相談件数
館ヶ丘　775件
長房　970件
中野　3,968件
松が谷　628件

3
事業活動を計画どおり実施し
た。

相談件数
館ヶ丘　　1,001件
長房　　　1,143件
中野　　　4,553件
松が谷　　 411件

3
事業活動を計画どおり実施し
た。

相談件数
館ヶ丘　　1,200件
長房　　　1,200件
中野　　　1,600件
松が谷　　 400件

3
事業活動を計画どおり実施し
た。

3

高齢者あんしん相談センターと
連携し、高齢者に対する見守り
活動を行ったほか、高齢者あん
しん相談センターと同じシステム
を導入し、更なる連携強化を図っ
た。

30 見守りサービスの充実 高齢者福祉課
高齢者電話相談、緊急通報システムなどの
見守りサービスを充実します。

高齢者電話相談利用者数　243
人

緊急通報システム利用者数
179人
（平成28年度）

継続 拡充 継続
引き続き見守りサービスを継続
するとともに必要な方への拡大
を図る

高齢者電話訪問利用者数　191
人

緊急通報システム利用者数
185人

3

福祉電話は廃止者が新規者を
上回ったことにより利用者が減
少しているが、利用者数は一定
数を確保しており緊急事態及び
不安の解消を図ることができた。

高齢者電話訪問利用者数　99人
緊急通報システム利用者数
192人
（令和2年3月末）

3

電話訪問は、介護保険サービス
利用により不要となる人が増加
したため希望制にしたところ利用
者が半減したが、緊急通報利用
者は一定数を確保しており、見
守りサービスを継続し必要な方
への拡大を図った。

高齢者電話訪問利用者数　97人
救急（緊急）通報システム利用者
数　182人

3

電話訪問・緊急通報（R2年度よ
り救急通報）ともに利用者は一
定数を確保しており、見守り
サービスを継続し必要な方へ
の拡大を図った。

3
継続して見守りサービスを継続
し必要な方への拡大を図った。

31
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、民生委員・児童委員、町会・自治会な
ど高齢者に接する機会の多い方などを対象
とした悪質商法被害防止のための高齢者見
守り講座を充実させ、消費者被害の防止に
努めます。

延べ参加者数
265人（平成28年度）

継続 継続 継続 対象団体にあわせ毎年実施

「悪質商法被害防止のための高
齢者見守り講座」
20回実施
参加者合計　423人

3

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。

「悪質商法被害防止のための高
齢者見守り講座」
12回実施
参加者合計　273人

3

高齢者を直接見守る事業を行っ
ている方を対象にサロン学習交
流会で講座を実施した。高齢者
の消費者トラブルや詐欺への関
心が高く、架空請求については
がきを受け取っている人が昨年
度より多く、未然防止の意識が
高まっている。

「悪質商法被害防止のための高
齢者見守り講座」
6回実施
参加者合計　91人

3

新型コロナウィルスの影響で上
半期6回が中止となったがサロ
ンやシニアクラブ等をとおして、
高齢者を見守るスタッフ等に声
かけを行い実施した。定期購
入や火災保険を騙った悪質商
法が増加しており、未然防止の
意識が高まっている。

3

令和2年度は新型コロナウィルス
の影響で上半期6回が中止と
なったが他の年度は予定どお
り、サロンやシニアクラブ等をと
おして、高齢者を見守るスタッフ
等に声かけを行い実施した。定
期購入や火災保険を騙った悪質
商法が増加しており、未然防止
の意識が高まっている。

32-1 訪問ふれあい収集事業 戸吹清掃事業所

ごみ出しが困難なひとり暮らし高齢者・身体
障害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
338件
（３清掃事業所計）
（平成29年12月末）

継続 継続 継続
引き続き戸別回収時での声かけ
による在宅生活の支援

147件 4

事業の概要が社会的ニーズに
応えていること、利用者及び関
係者に安心感を与えていること、
などの理由から高評価を得てい
る。

156件 4

事業の概要が社会的ニーズに
応えていること、利用者及び関
係者に安心感を与えていること、
などの理由から高評価を得てい
る。

191件 4

収集戸数は年々増加
（R元年度実績156件）してい
る。収集時の声掛け確認の有
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。しかしながら、制
度を知らない方もいるので認知
度の向上を図っていく

4

事業の概要が社会的ニーズに
応えていること、利用者及び関
係者に安心感を与えていること、
などの理由から高評価を得てい
る。

32-2 訪問ふれあい収集事業
館清掃事業所
南大沢清掃事業所

ごみ出しが困難なひとり暮らし高齢者・身体
障害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
338件
（３清掃事業所計）
（平成29年12月末）

継続 継続 継続
引き続き戸別回収時での声かけ
による在宅生活の支援

190戸 4

収集戸数は年々増加
（平成２９年度実績１６７件）して
いる。収集時の声掛け確認の有
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。しかしながら、制度を
知らない方もいるので認知度の
向上を図っていく。

211件
※南大沢清掃事業所と合算

4

事業の概要が社会的ニーズに
応えていること、利用者及び関
係者に安心感を与えていること、
などの理由から高評価を得てい
る。

226件
※南大沢清掃事業所と合算

4

収集時の声掛け確認の有無や
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。しかしながら、制度
を知らない方もいるので認知度
の向上を図っていく。

4

事業の概要が社会的ニーズに
応えていること、利用者及び関
係者に安心感を与えていること、
などの理由から高評価を得てい
る。

32-3 訪問ふれあい収集事業 南大沢清掃事業所

ごみ出しが困難なひとり暮らし高齢者・身体
障害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
338件
（３清掃事業所計）
（平成29年12月末）

継続 継続 継続
引き続き戸別回収時での声かけ
による在宅生活の支援

62件 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。

※館清掃事業所に統合 ※館清掃事業所に統合 ※館清掃事業所に統合

33
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４か所増設し、相談体制の充
実を図ります。

17か所
（平成29年度）

継続 拡充 拡充 ４か所増設
由木東・石川の受託者選定を
行った。

3
令和元年度開設予定の由木東・
石川の受託者選定などの開設
準備を行った。

6月に由木東、10月に石川を開
設したほか、令和2年度開設予
定の大和田・元本郷の受託者選
定を行った。

3
2か所の新規開設をしたほか、令
和2年度開設予定のセンターの
開設準備を行った。

5月に大和田、10月に追分を開
設した。

3
2か所の新規開設を行い、21か
所の整備を完了した

3
4か所の整備を行い、第7期計画
で定めた21か所の整備を完了し
た。

34 地域ケア会議の開催 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、医師会、歯科医会、薬剤師会、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、警察署、消防署、
民生委員・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
２回

地域ケア個別会議
177回（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続き関連団体と連携した会
議の開催

地域ケア推進会議
１回
地域ケア会議
159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。

地域ケア推進会議
2回
地域ケア会議
129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。

地域ケア推進会議
1回
地域ケア会議
50回

2

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
を行ったが、新型コロナウイル
ス感染症の影響から、予定より
も会議開催回数が少ないた
め。

3
多職種が参加する個別ケース会
議や、地域住民と課題解決を図
る地域ケア会議を実施した。
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35
地域包括ケアシステムの
庁内推進体制の充実

高齢者福祉課
高齢者いきいき課
介護保険課

保健・医療・福祉などをはじめとする本市の
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。

「八王子市生活支援サービスの
充実にかかる研究会」を活用し、
横断的な取組の検討や情報共
有の実施

検討 拡充 継続

既存の庁内会議体の機能を拡
充し、地域包括ケアシステムに
関する横断的な検討や情報共
有を図る

第一層生活支援コーディネー
ターの活動を強化し、庁内関連
所管と地域課題やニーズにあわ
せて随時個別に連携した。

3

庁内全体での情報共有について
は高齢者計画担当所管と調整
中。地域課題やニーズから調整
が必要な所管とは、随時情報共
有を含めた連携を図っている。

庁内関連所管と地域課題やニー
ズにあわせて随時個別に連携し
た。

3
地域課題やニーズから調整が必
要な所管とは、随時情報共有を
含めた連携を図った。

庁内関連所管と地域課題やニー
ズにあわせて随時個別に連携し
た。

3
地域課題やニーズから調整が
必要な所管とは、随時情報共
有を含めた連携を図った。

3

変動する地域課題やニーズに対
応するためには、連携体制の構
築や情報共有が重要であり、対
応への体制充実を図れた。
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36
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、本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
74,414件
（平成28年度）

継続 拡充 拡充
高齢者あんしん相談センター相
談件数
90,000件

高齢者あんしん相談センター相
談件数
96,274件

3
高齢者に関する相談に対応して
いる。

高齢者あんしん相談センター相
談件数
97,761件

3
高齢者に関する相談に対応して
いる。

高齢者あんしん相談センター相
談件数
90,000件

3
高齢者に関する相談に対応し
ている。

3
高齢者に関する相談に対応して
いる。

37
インターネットを活用した地
域資源マップの公開

高齢者福祉課

地域における多様な生活支援サービスや医
療・介護に関する情報を集約し、インターネッ
トを活用して情報提供する「地域資源マップ」
を公開します。

平成30年3月公開 継続 継続 継続
随時更新し、最新情報を提供す
る

平成30年８月に「地域包括ケア
情報サイト」を公開

3
公開後、生涯学習情報を追加す
る等、情報の充実を図っている。

「地域包括ケア情報サイト」で情
報を広く提供した。

3
情報に更新を常時行うことで、提
供する情報の充実を図った。

「地域包括ケア情報サイト」で情
報を広く提供した。
閲覧件数　80,000件/年

3
情報に更新を常時行うことで、
提供する情報の充実を図っ
た。

3

最新情報への更新や広報等で
の周知により利用者数は増加し
ており、市民等の利便性に寄与
した。

38
地域包括ケアシステムの
周知、進捗管理、評価

高齢者福祉課
高齢者いきいき課
介護保険課

地域包括ケアシステムの周知を実施します。
また、推進状況に関する評価方法について
検討し、その評価結果を公表します。

地域包括ケアシステムの周知の
実施

検討 開始 継続

地域包括ケアシステムの周知方
法の検討・実施

八王子版地域包括ケアシステム
の評価指標の検討・決定

・リーフレットの配布
・出前講座の実施（延べ６件、参
加者113人）、
・国「保険者機能強化推進交付
金」の創設により全国統一の評
価指標による評価

3

リーフレットを研修等、多様な機
会を捉えて配布した。
評価については国による「保険
者機能強化推進交付金」にて、
全国の統一評価指標に基づき
評価する。

リーフレットの配布
出前講座の実施
1件

3
リーフレットを研修等、多様な機
会を捉えて配布し、周知を図っ
た。

高齢三課で連携し、地域包括ケ
アシステムの周知に努めた。
リーフレットの配布
広報特集号の配布
出前講座の実施
・国の「保険者機能強化推進交
付金」及び「介護保険保険者努
力支援交付金」全国統一の評価
指標による評価

3

高齢三課で連携し、地域包括
ケアシステムを周知することが
できたため。
リーフレットや広報特集号など
で周知を図った

3

高齢三課で連携し、リーフレット
や広報特集号などで地域包括ケ
アシステムを周知することができ
たため。
また、高齢三課で連携し、「保険
者機能強化推進交付金」及び
「介護保険保険者努力支援交付
金」の評価指標の分析及び事業
を実施する中で、地域包括ケア
システムの進捗管理及び評価を
実施することができたため。

39
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。

開催数　３回
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続き関係者間の情報共有・
意見交換を実施

認知症高齢者ネットワーク会議
の開催　１回/年

3

必要に応じ開催。施策の展開や
市及び各団体の事業課題等の
情報共有を図るとともに、解決に
向けた議論、意見聴取を行うこと
ができた。

認知症高齢者ネットワーク会議
の開催（2回/年）
※令和2年3月に第3回会議を予
定していたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止と
なった。

3

各関係機関の抱える問題の情
報共有を図るとともに、課題解決
に向けた意見交換を行い、連携
体制の強化を図ることができた。

認知症高齢者ネットワーク会議
の開催（2回/年）

3
情報共有や課題解決に向けた
対応力の向上と連携体制の強
化を図ることができた。

3

進展する高齢化やそれに伴う認
知症高齢者の増加により発生す
る諸問題に対し、ネットワーク会
議は課題の共有や対策、連携の
強化につながり、各種事業の推
進に寄与した。

40
認知症の早期発見・早期
対応

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
援チームによる支援や、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
員による認知症施策を実施します。

認知症初期集中支援チームによ
る支援　５件
（平成28年度）

認知症地域支援推進員を各高
齢者あんしん相談センターに配
置

継続 継続 継続

認知症初期集中支援チームによ
る支援の継続

認知症地域支援推進員による地
域特性に応じた認知症施策の実
施

認知症初期集中支援チームによ
る支援　３件

各高齢者あんしん相談センター
に配置した認知症地域支援推進
員による活動

3

認知症地域支援推進員を中心と
した高齢者あんしん相談セン
ターの相談機能により、認知症
等により日常生活に支障が出て
いる高齢者を支援することで、必
要とする医療や介護につなぐこ
とで、当事者のＱＯＬの改善を図
ることができた。

認知症初期集中支援チームによ
る支援　3件

各高齢者あんしん相談センター
に配置した認知症地域支援推進
員による活動

3

認知症地域支援推進員を中心と
した高齢者あんしん相談セン
ターの相談機能により、認知症
等により日常生活に支障が出て
いる高齢者を支援することで、必
要とする医療や介護につなぎ、
当事者のＱＯＬの改善を図ること
ができた。

認知症初期集中支援チームによ
る支援　8件

認知症初期集中支援チームと高
齢者あんしん相談センターの連
携を強化

3

事前相談機能を付加するな
ど、高齢者あんしん相談セン
ターがより利用しやすい制度に
なるよう整理した。
また、認知症初期集中支援
チームと高齢者あんしん相談
センターの連携強化を図るた
め、事例検討会等を通し、対応
力の向上に努めた。

3

事例報告会、検討会等を通し、
対象者への支援方法の検討や
課題を把握することで、チームと
高齢者あんしん相談センターの
連携体制の強化を図った。また、
事前相談制度を追加し、より使
いやすいスキームとしたことで、
対象件数の増加につながった。

41 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、専門相談等につなげることで、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
引き続き認知症対策の充実を図
る

①認知症ケアパスに相談機関と
して掲載
②Ｄ-ｎｅｔと連携し、認知症サ
ポーターの活動継続支援の調査
研究を実施

3

専門相談窓口のみならず、Ｄ-ｎ
ｅｔ看護部会との連携により、認
知症サポーターの活動環境の充
実を図れた。

認知症ケアパスに掲載し、認知
症相談機関として連携。

3

認知症ケアパス掲載のほか、認
知症サポーター養成講座での普
及啓発により、認知症や認知症
ケアの相談先としての機能を担
い、認知症対策の充実を図っ
た。

認知症ケアパスに掲載し、認知
症相談機関として連携。

3

認知症ケアパス掲載のほか、
認知症サポーター養成講座で
の普及啓発により、認知症や
認知症ケアの相談先としての
機能を担い、認知症対策の充
実を図った。

3

在宅医療の相談窓口など、Ｄ-ｎ
ｅｔとの連携（ケアパスに掲載）に
より、認知症相談や在宅医療相
談を専門的相談員が対応するこ
とで、市民等の安心につなげる
ことができた。

42
東京都指定機関と連携し
た認知症対策

高齢者福祉課

東京都が指定した認知症疾患医療センター
や、若年性認知症総合支援センターと連携
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。

東京都の指定機関と連携し、認
知症対策の体制強化を実施

継続 継続 継続
引き続き認知症対策の体制強化
を図る

①認知症疾患医療センターとの
連携
・認知症家族サロンでの相談会
（６回/年）
・かかりつけ医研修の共催
・コーディネーター・アウトリーチ
連携会議を６回/年開催
②多摩若年性認知症総合支援
センターとの連携
・庁内連携会議に招致し、情報
共有等を実施

3

隔月のコーディネーター・アウト
リーチ会議において、各種情報
共有を図ることにより、施策の充
実につなぐことができた。また研
修等を共催することで、多職種
連携の強化が図れた。
また、庁内連携会議では、関係
部署への情報提供及び共有に
より、若年性認知症の方への支
援の強化を図ることができた。

①認知症疾患医療センターとの
連携
・認知症家族サロンでの相談会
（6回/年）
・かかりつけ医研修の共催
・コーディネーター・アウトリーチ
連携会議を6回/年開催
②多摩若年性認知症総合支援
センターとの連携
・庁内連携会議に招致し、情報
共有等を実施

3

隔月のコーディネーター・アウト
リーチ会議において、各種情報
共有を図ることにより、施策の充
実につなぐことができた。また研
修等を共催することで、多職種
連携の強化が図れた。
また、庁内連携会議では、関係
部署への情報提供及び共有に
より、若年性認知症の方への支
援の強化を図ることができた。

①認知症疾患医療センターとの
連携
・認知症家族サロンでの相談会
（4回/年）
・かかりつけ医研修の共催
・コーディネーター・アウトリーチ
連携会議を3回/年開催
②多摩若年性認知症総合支援
センターとの連携
・センター訪問により情報共有を
図ったほか、わたぼうしで若年性
認知症の当事者の講話や講演
会を開催。

3

認知症支援コーディネーター・
アウトリーチ会議において、各
種情報共有を図ることにより、
施策の充実につなぐことができ
た。また庁内連携会議により、
関係部署への情報提供及び共
有を図り、若年性認知症の方
への支援の強化を図ることが
できた。その他、感染症対策で
一部縮小したが、リモート会議
等を導入し、事業継続を図っ
た。

3

認知症疾患医療センターとの連
携では、初期集中支援事業にお
ける後方支援により、困難ケー
スでの連携やつなぎなどの連携
体制の構築につながった。
また、若年性認知症支援では、
連携により当事者の声を聞く機
会が増え、より実態に即した支
援体制や連携体制の構築につ
ながった。

43
認知症に関する普及啓発・
講座の開催

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、認知症の方を包括的に支援
するため、八王子市認知症まるごとガイド
ブック（認知症ケアパス）を活用し、認知症に
関する普及啓発を進めます。また、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。

認知症ケアパス
延べ８万部発行
（平成29年度）

継続 継続 継続
認知症ケアパス改訂
延べ11万部発行

認知症ケアパス（概要版）作成
10,000部
４図書館で認知症関連図書展示
とあわせケアパス配付。サポー
ター養成講座等での活用。

3

図書館との連携により、認知症
関連図書展示と認知症ケアパス
の配布など、さまざまな年代の
方を対象に普及啓発を実施し
た。また、期間中には当事者の
方々も参加し、効果の向上につ
なげた。

健康フェスタ、市役所及び八王
子駅南口総合事務所でのパネ
ル展示、市内4図書館での認知
症関連図書展示のほか、認知症
サポーター養成講座を実施し、
普及啓発を促進した。

3

健康フェスタでは、普及啓発対
象を子どもとその保護者にター
ゲットを当てることで、アプリの普
及啓発を図ることができた。ま
た、社会全体への普及啓発を図
るため、小中学生や大学生への
サポーター養成講座の実施な
ど、効果的な実施につなげた。

世界アルツハイマーデーを踏ま
え、南口総合事務所及び本庁舎
ロビーでパネル展と物忘れ相談
会を開催。また、同月市内4図書
館で認知症のテーマ展示を開
催。
その他、認知症サポーター養成
講座、フォローアップ研修により
普及啓発により、理解促進を
図った。

3

様々なイベント等を活用するこ
とで、理解促進の取り組みを着
実に実行した。
また、認知症支援コーディネー
ターや初期集中支援チームと
連携し、物忘れ相談会を実施
するなど、普及啓発体制の強
化も図った。

3

サポーター養成講座など、希望
者が積極的に参加するものと異
なり、関心のない人への普及啓
発は着実に継続していくことが重
要である。またアンケートなども
活用しながら反映することで、必
要とするテーマや関心を高める
内容とすることで、理解促進を
図った。

44 認知症サポーターの養成 高齢者福祉課

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、認知症に
対する正しい理解を深めます。また、フォ
ローアップ研修の実施など、地域の様々な
場面で活躍できるような取組を進めます。

延べ養成者数
30,232人
（平成28年度）

継続 継続 継続
延べ養成者数
40,000人

延べ養成者数
37,679人

3

サポーター養成講座受講者アン
ケートで、ステップアップを希望
する方には登録をしてもらい、
フォローアップ講座の受講につ
なげることができた。

延べ養成者数
40,933人

3

認知症サポーター養成及びフォ
ローアップ研修を計画どおり実
施した、また、修了者が行方不
明高齢者捜索模擬訓練に参加
するなど、モチベーションの向上
につながった。

延べ養成者数
41,500人

3

サポーター養成者数は減少し
たが、ステップアップを希望す
るサポーターへのアプローチな
どにより、模擬訓練への参加
や、活動支援の充実が図れ
た。

3

感染症対策のため、集合形式で
の開催が困難となったことから、
R2年度の実績は低迷したが、計
画の目標を上回る実績を確保し
た。

45 認知症の介護者への支援 高齢者福祉課

認知症の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、認知症の介護者の負担軽減を図りま
す。また、認知症の家族会の立ち上げを支
援し、認知症の方の家族を地域で支え、見
守る体制をつくります。

認知症家族サロンの運営　１か
所

認知症家族会の運営支援　14か
所
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充
認知症家族会を各日常生活圏
域に１か所

常設認知症家族サロンの運営
１か所

認知症家族会等の運営支援　17
か所

3
年間利用者数も増加し、講演
会、相談会の利用実績も増加し
ている。

常設認知症家族サロンの運営
1か所

認知症家族会等の運営支援　19
か所

3

家族会の立ち上げ支援により、
市内に2か所増加するほか、わ
たぼうしの一般利用者数も対前
年比1.35倍となるなど、利用実
績が向上した。
※講演会等のイベントはコロナ
対策で中止としたものが多く、減
少に転じた。

常設認知症家族サロンの運営
1か所

認知症家族会等の運営支援　21
か所

3

家族会等の立ち上げ支援によ
り、市内に2か所増加。
わたぼうし利用者数は緊急事
態宣言などの影響により利用
実績は大幅に減少したが、相
談機会の確保や多職種連携の
強化を図るため、Web会議を導
入するなど開催方法を工夫し
ながら対処した。

3

認知症家族サロンや家族会など
の機会を捉え、本人やその家族
の意見を聞いて施策推進に生か
すことができた。
また、他所管との連携により、市
内企業とのつながりができ、認
知症カフェの開催に向けた検討
に至り、介護者支援の強化が図
れた。

46
徘徊高齢者探索機器の貸
与

高齢者福祉課

認知症などによる徘徊行動のある高齢者等
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与しま
す。また、持ち運びしやすい小型機器を導入
します。

利用者数　70人
（平成28年度）

拡充 継続 継続
引き続き認知症高齢者及び介護
する家族の支援を行う

利用者数　62人 3

平成29年10月の小型器導入より
従前タイプの利用者は減少して
いるが、小型器利用者は増加し
ている。

利用者数　95人 3

利用者数は増加。小型機器は令
和元年12月より日常生活賠償特
約を附帯し、従前タイプは令和2
年3月末廃止。

利用者数　132人 3

利用者数は増加しており、日常
生活賠償特約を附帯すること
で非常時に備えることができ
る。

3

利用者数、位置情報提供回数が
増加しており必要な人への利用
促進を行うことができた。日常生
活賠償特約の附帯により認知症
高齢者及び家族の負担軽減を
行うことができた。
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47 徘徊SOSネットワーク事業 高齢者福祉課

認知症などで徘徊するおそれのある高齢者
に、見守りシールを身に着けてもらうことによ
り、早期発見・保護できるような体制を整備し
ます。行方不明になった際に発見者がシー
ルに書かれた連絡先に電話することで、発
見者も家族等もお互いに個人情報を出さず
に直接やり取りすることが可能です。

利用者数　26人
（平成29年８月末）

拡充 拡充 拡充 利用者数200人
登録者数　58人
協力者（アプリダウンロード者
数）　9,071人

3

防災無線依頼等、行方不明と
なった高齢者に利用促進を図る
ほか、認知症サポーター養成講
座や各種イベント等を通じ、協力
者となるアプリのダウンロード者
の増加を図った。

・登録者数　68人
・協力者（アプリダウンロード者
数）　13,675人

3

認知症高齢者ネットワーク会議
を活用し、ネットワーク機能の連
携強化を図るほか、行方不明高
齢者捜索模擬訓練を実施するこ
とで、普及啓発及び地域力の向
上につながった。

・登録者数　68人
・協力者（アプリダウンロード者
数）　14,299人

3

認知症サポーター養成講座、
フォローアップ研修による普及
啓発及び行方不明高齢者捜索
模擬訓練を実施することで、協
力者（アプリダウンロード者数）
の増加及び地域力の向上につ
ながった。

2

目標値には到達しなかったが、
ＧＰＳ端末機器の貸与事業と併
用することで、高齢者やその家
族の安全・安心確保に寄与する
ほか、地域の対応力向上につな
げることができた。

48 認知症徘徊模擬訓練 高齢者福祉課

認知症の方が行方不明になったことを想定
し、徘徊探索機器や見守りシールを活用し
た、地域での捜索模擬訓練を実施すること
で、認知症に対する理解・周知の促進と地域
での見守り体制の構築を進めます。

新規事業 検討 開始 継続 訓練の実施　２回／年

模擬訓練実施回数　４回
実施圏域：高尾、もとはち南、大
横、長沼・片倉
延べ参加人数　187人

3

ＧＰＳ端末機器及び見守りシー
ル事業の周知と制度の検証を兼
ね実施。市民や他職種の参加に
より、機器等の使い方の普及や
精度の検証ができた。

模擬訓練実施回数　2回
実施圏域：川口、子安
延べ参加人数　71人

3

平成30年度に前倒しして実施（4
回開催）。平成31年度は計画ど
おり2回開催。
見守りシール事業及びＧＰＳ端
末機器の貸与事業の普及啓発
と協力者の拡充・育成につな
がった。

模擬訓練の実施回数　1回
実施圏域：川口
延べ参加人数　10人

認知症サポーターフォローアップ
研修にて、普及啓発及び想定訓
練を実施
実施圏域：中野
延べ参加人数　10人

3

コロナ禍のため、外出自粛など
の影響もあり、見守りシールの
利用者数は伸びていないが、
訓練の継続実施は地域力の向
上につながり、困った人への気
づきや声掛けなど協力者の育
成に着実につながっている。

4

H30年度は事業検討としていた
が、計画の前倒しにより、模擬訓
練を実施。以降、計画に沿って
期間中の目標を達成することが
できた。
H30年度　4回/年
R元年度　2回/年
R2年度　2回/年

49-1
医療と介護の関係者会議
の開催・参加

高齢者福祉課

医師会、歯科医会、薬剤師会、介護保険
サービス事業者など医療と介護の関係者が
参加する会議で、医療と介護の連携に関す
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
論を行い、各事業に反映させて
いる

継続 継続 継続
引き続き情報共有・課題解決に
向けた議論を行い、各事業に反
映する

認知症高齢者ネットワーク会議
の開催（1回/年）及び八王子高
齢者救急医療体制広域連絡会
（2回/年）等により医療と介護の
関係機関を含む多職種と意見交
換を実施

3

八王子高齢者救急医療体制広
域連絡会での議論により、ス
ムーズな救急搬送のため「救急
医療情報」を作成。シンポジウム
開催で周知を図るとともに、より
効果的な活用について議論して
いる。

認知症高齢者ネットワーク会議
の開催（3回/年）及び八王子高
齢者救急医療体制広域連絡会
（2回/年）等により医療と介護の
関係機関を含む多職種と意見交
換を実施

3
認知症高齢者に関する各関係
機関の課題の共有と解決に向け
た意見交換等を実施。

認知症高齢者ネットワーク会議
の開催（2回/年）及び八王子市
高齢者救急医療体制広域連絡
会（2回/年）等により、医療と介
護の関係機関を含む多職種と意
見交換を実施した。

3
認知症高齢者に関する各関係
機関の課題の共有と解決に向
けた意見交換等を実施。

3

高齢化の進展や制度改正など。
さまざまな課題に向けた解決・対
応力の強化と連携体制の構築を
図ることができ、認知症高齢者を
初めとする高齢者等への施策推
進に資するものとなった。

49-2
医療と介護の関係者会議
の開催・参加

地域医療政策課

医師会、歯科医会、薬剤師会、介護保険
サービス事業者など医療と介護の関係者が
参加する会議で、医療と介護の連携に関す
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
論を行い、各事業に反映させて
いる

継続 継続 継続
引き続き情報共有・課題解決に
向けた議論を行い、各事業に反
映する

「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

「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

「在宅療養IT連携委員会」に参
加

3
「在宅療養IT委員会」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

「八王子市高齢者救急医療体制
広域連絡会」、「在宅療養IT委員
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。

50 在宅医療全夜間対応事業 地域医療政策課

訪問診療が必要とされる方で、かかりつけ医
が不在・急病等で夜間の対応ができない場
合、かかりつけ医に代わって医師会の当番
医療機関が診療を実施し、在宅医療の24時
間診療体制を確保します。

在宅診療当番医による在宅療養
救急患者数
305件（平成28年度）

継続 継続 継続
在宅診療当番医による在宅療養
救急患者数
350件／年

在宅診療当番医による在宅療養
救急患者数
415件／年

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。

在宅診療当番医による在宅療養
救急患者数
468件／年

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。

在宅診療当番医による在宅療養
救急患者数
495件／年

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。

51
在宅医療支援システムの
運用

地域医療政策課
医師会が運用する在宅医療支援システムを
活用し、在宅療養患者に関わる多様な職種
の連携を図ります。

参加機関数　96か所
（平成29年7月）

継続 継続 継続
在宅医療支援システムが安定的
に稼働するよう支援する

参加機関数　120か所 3

ログイン方法簡略化のシステム
改修を補助し、在宅療養に関わ
る多職種の利便性を向上させた
ことで、多職種の連携を図った。

参加機関数　146か所 3

スマートフォン対応改修及び文
書管理機能の追加改修を補助
し、在宅療養に関わる多職種の
利便性を向上させたことで、多職
種の連携を図った。

参加機関数　190か所 3

R2年度は八王子市内のショー
トステイ対応可能施設の空床
情報管理機能を追加した。
リアルタイムで施設の受け入
れ可能状況が確認できるた
め、緊急対応の際に、役立って
いる。

3


在宅医療支援システムの各改修
を補助し、在宅療養に関わる多
職種連携の利便性を向上させた
ことで、多職種連携の円滑化を
図ったため。

52-1 看取りに関する情報提供 高齢者いきいき課

在宅療養生活を送るうえで重要となる人生
の最期について、東京都のホームページや、
救急医療情報を活用し、各種相談窓口と連
携することで、市民に分かりやすく情報提供
します。

看取りに関する情報の提供、医
療機関との連携

継続 継続 継続
医療と福祉が連携し、市民に分
かりやすく情報を提供する

ホームページの更新 3
事業活動を計画どおり実施し
た。

ホームページでの周知 3
事業活動を計画どおり実施し
た。

ホームページでの周知 3
事業活動を計画どおり実施し
た。

3

事業活動を計画どおり実施した
が、引き続き8期計画中もより市
民に分かりやすい情報提供を行
う。

52-2 看取りに関する情報提供 地域医療政策課

在宅療養生活を送るうえで重要となる人生
の最期について、東京都のホームページや、
救急医療情報を活用し、各種相談窓口と連
携することで、市民に分かりやすく情報提供
します。

看取りに関する情報の提供、医
療機関との連携

継続 継続 継続
医療と福祉が連携し、市民に分
かりやすく情報を提供する

窓口での救急医療情報シートの
配布のほか、「長寿を祝う会」や
広報平成31年３月１日号の掲載
により周知・啓発活動を実施し
た。

3

市民への周知・啓発活動の実施
場所について、医療・福祉が連
携し、活動することができたた
め。

窓口での救急医療情報シートの
配布のほか、「長寿を祝う会」で
の周知・啓発活動を実施した。

3

市民への周知・啓発活動の実施
場所について、医療・福祉が連
携し、活動することができたた
め。

映画による周知啓発活動に代わ
り、「医療機関ガイド」に救急医
療情報シートのページを追加し、
転入者及び希望者へ配布した。

3

「医療機関ガイド」に救急医療
情報シートのページを追加し、
転入者及び希望者へ配布した
ことにより、65歳以上の市民に
かかわらず、幅広い年齢層に
「救急医療情報シート」の周知
ができた。

3


映画による周知啓発活動に代わ
り、「医療機関ガイド」に救急医
療情報シートのページを追加し、
転入者及び希望者へ配布した。

52-3 看取りに関する情報提供 高齢者福祉課

在宅療養生活を送るうえで重要となる人生
の最期について、東京都のホームページや、
救急医療情報を活用し、各種相談窓口と連
携することで、市民に分かりやすく情報提供
します。

看取りに関する情報の提供、医
療機関との連携

継続 継続 継続
医療と福祉が連携し、市民に分
かりやすく情報を提供する

高齢者あんしん相談センターや
市の窓口にて「在宅医療相談窓
口」や医療機関を紹介

3

市民からの問い合わせに対し、
必要に応じて「在宅医療相談窓
口」や医療機関を紹介する等、
情報提供を行った。

高齢者あんしん相談センターや
市の窓口にて「在宅医療相談窓
口」や医療機関を紹介

3

市民からの問い合わせに対し、
必要に応じて「在宅医療相談窓
口」や医療機関を紹介する等、
情報提供を行った。

高齢者あんしん相談センターや
市の窓口にて「在宅医療相談窓
口」や医療機関を紹介

3

市民からの問い合わせに対
し、必要に応じて「在宅医療相
談窓口」や医療機関を紹介す
る等、情報提供を行った。

3

市民からの問い合わせに対し、
必要に応じて「在宅医療相談窓
口」や医療機関を紹介する等、
情報提供を行った。

53 在宅療養患者搬送事業 地域医療政策課
かかりつけ医からの要請で在宅療養患者を
医療機関に搬送する事業を支援し、安心し
て在宅療養を送れる環境整備を進めます。

稼動時間
年末年始を除く平日、土曜 午前
９時～午後５時

継続 継続 継続
在宅療養患者を医療機関に搬
送するしくみづくりを支援する

稼働時間
年末年始を除く平日、土曜　午
前９時～午後５時
（平成30年度　296日）

出動件数　109件

3

医師会により、かかりつけ医から
の要請で在宅療養患者を医療
機関に搬送する仕組みを構築
し、在宅療養患者が安心して療
養を送れるようにすることができ
たため。

稼働時間
366日24時間

出動件数　148件

3

医師会により、かかりつけ医から
の要請で在宅療養患者を医療
機関に搬送する仕組みを構築
し、在宅療養患者が安心して療
養を送れるようにすることができ
たため。

稼働時間
365日24時間

出動件数　117件

3

医師会により、かかりつけ医か
らの要請で在宅療養患者を医
療機関に搬送する仕組みを構
築し、在宅療養患者が安心し
て療養を送れるようにすること
ができたため。

3


医師会により、かかりつけ医から
の要請で在宅療養患者を医療
機関に搬送する仕組みを構築
し、在宅療養患者が安心して療
養を送れるようにすることができ
たため。

54
八王子市在宅医療相談窓
口の周知

地域医療政策課
在宅医療に関する相談を受ける八王子市在
宅医療相談窓口について、市民への周知を
図ります。

相談件数　56件
（平成29年１～３月）

継続 継続 継続 相談件数　250件／年
在宅医療相談窓口
相談件数　298件

3

在宅療養を希望する方や家族か
らの相談を受け付けた。
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。
広報平成30年11月１日号在宅
医療特集において、相談窓口の
周知を行った。

在宅医療相談窓口
相談件数　300件

3

在宅療養を希望する方や家族か
らの相談を受け付けた。
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。

在宅医療相談窓口
相談件数　327件

3

在宅療養を希望する方や家族
からの相談を受け付けた。
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て
おり、連携を図ったため。

3


在宅療養を希望する方や家族か
らの相談を受け付けた。
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
図ったため。

55
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。

延べ利用者数
49,011人
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続きおむつを必要とする高
齢者の衛生の確保及び経済的
負担の軽減を図る

延べ利用者数
51,026人

3
利用者が増加し、衛生の確保及
び経済的負担の軽減を図ること
ができた。

延べ利用者数
53,001人

3
利用者数が増加し、衛生の確保
及び経済的負担の軽減を図るこ
とができた。

延利用者数
56,523人

3

所得制限を導入し、継続できな
い方にも希望があれば自費で
の配達を行うことで衛生の確保
及び経済的負担の軽減を図る
ことができた。

3
衛生の確保及び経済的負担の
軽減を図ることができた。

56 入院高齢者おむつ代助成 高齢者福祉課

おむつの現物給付をしている在宅高齢者だ
けでなく、入院している高齢者に対しても経
済的負担の軽減を図るため、要介護４以上
かつ介護保険料が基準額未満で入院30日
以上の高齢者に対し現金給付を行います。

延べ申請者数　441人
（平成28年度）

継続 継続 継続
おむつ代の助成により入院して
いる高齢者の経済的負担の軽
減を図る

延べ利用者数　475人 3
利用者が増加し、入院している
高齢者の経済的負担の軽減を
図ることができた。

延べ利用者数　389人 3

助成により入院している高齢者
の経済的負担の軽減を図ること
ができた。利用者減の理由とし
て、おまとめ申請の案内による
申請繰延が考えられ、今後申請
者増が予想される。

延申請者数
369人

3
助成により入院している高齢者
の経済的負担の軽減を図るこ
とができた。

3
助成により入院している高齢者
の経済的負担の軽減を図ること
ができた。

57 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、介護保険サービ
スを使わずに在宅で１年以上介護している
家族に慰労金を支給することで経済的負担
の軽減や、要介護者の在宅生活の継続・向
上を図ります。

申請者数　２人
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続き家族の経済的負担の軽
減や要介護者の在宅生活の継
続・向上を図る

支給数　３人 3

支給することで家族の経済的負
担の軽減や要介護者の在宅生
活の継続・向上を図ることができ
た。

支給数　3人 3

支給することで家族の経済的負
担の軽減や要介護者の在宅生
活の継続・向上を図ることができ
た。

受給者数3人 3

支給することで家族の経済的
負担の軽減や要介護者の在宅
生活の継続・向上を図ることが
できた。

3

支給することで家族の経済的負
担の軽減や要介護者の在宅生
活の継続・向上を図ることができ
た
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価

評価理由（80字程度）

58-1
男性のための介護講座の
開催

男女共同参画課

介護しながら働き続けるためのコツを学び、
介護に対する不安を解消することを目的に、
男性を対象とした介護の基本についての講
座を行います。また、男性が介護を抱え込ん
で孤立してしまうことを防ぐため、地域で同じ
立場の仲間づくりを支援します。

参加者数　13人
（平成29年度）

拡充 拡充 拡充
参加者数の増加や内容の充実
を図る

男性のための介護講座　2月2日
（全1回）
受講生　10人

3
現状及び将来の介護に対する
不安を解消するため、講義や参
加者同士の交流を行った。

男性のための介護講座
12月21日（全1回）
受講生　25人

3
現状及び将来の介護に対する
不安を解消するため、講義や参
加者同士の交流を行った。

男性の家庭参画に関する知識
習得のため介護講座を実施して
いたが、令和2年度は「片付け」
をテーマにワーク・ライフ・バラン
スの改善を目指した。

1

令和2年度は「片付け」をテー
マとしたため、介護の基本につ
いて学ぶ講座の実施はできな
かった。

2

男性を対象とした介護の基本に
ついての講座を通じて、介護を
抱え込んで孤立してしまうことを
防ぐため、地域で同じ立場の仲
間づくりの交流を行うことで、介
護に対する不安を解消する一助
とすることができた。また、R2年
度は講座のテーマを変更して実
施したため、介護講座は中止と
なった。

58-2
男性のための介護講座の
開催

高齢者福祉課

介護しながら働き続けるためのコツを学び、
介護に対する不安を解消することを目的に、
男性を対象とした介護の基本についての講
座を行います。また、男性が介護を抱え込ん
で孤立してしまうことを防ぐため、地域で同じ
立場の仲間づくりを支援します。

参加者数　13人
（平成29年度）

拡充 拡充 拡充
参加者数の増加や内容の充実
を図る

参加者　79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。

参加者　134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。

参加者　0人 1

新型コロナウイルス感染症拡
大防止により教室等の開催に
ついて、回数や参加者を制限
しつつ実施しているため、男性
のみを対象とした教室等の開
催を控えたため

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。

59
成年後見制度の適切な活
用の推進

福祉政策課

認知症高齢者等が判断能力の低下などによ
り、財産管理や日常生活を営むことが困難と
なった場合に、地域で安心して生活を継続で
きるように、成年後見制度等の適切な活用を
推進します。また、福祉サービスの利用にあ
たっての苦情対応、判断能力が不十分な方
の権利擁護相談、福祉サービス利用につい
ての相談対応を行います。

成年後見制度相談件数　678件
（平成29年12月末）

継続 継続 継続
引き続き成年後見制度の適切な
活用を推進

成年後見制度相談件数　1153件
福祉サービス利用相談等　37件
講演会　3回　参加人数　67人
学習会　6回　参加人数183人
学習会や講演会や出前講座で
パンフレット「成年後見制度を活
用しよう」を配布した。

3

成年後見制度の利用相談は増
加しており、適切な制度利用の
支援を行うことができた。パンフ
レットの利用により、制度の周知
も講演会や学習会の場で提供で
きた。

成年後見制度相談件数　1167件
福祉サービス利用相談等　82件
講演会　3回　参加人数　77人
学習会　7回　参加人数117人
学習会や講演会や出前講座で
パンフレット「成年後見制度を活
用しよう」を配布した。

3

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、学習会1回が中止
となったが、前年度より学習会を
1回多く開催することができ、講
演会や学習会を通じて制度周知
を図ることができた。

成年後見制度相談件数
1460件
福祉サービス利用相談等
198件
講演会1回、学習会4回開催。
学習会や講演会や出前講座で
パンフレット「成年後見制度を活
用しよう」を配布する。

3

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、講演会や学習会
の開催ができず、市民への制
度周知が計画よりも減少した。
また訪問による相談も制限さ
れたため、相談対応ができな
い時期もあったが、その後相談
件数も増加し、R元年度を超え
る相談が寄せられている。

3

パンフレットの配布や学習会の
開催回数の増加等により、市民
及び福祉関係者への成年後見
制度等の周知が進んだ。
また、成年後見制度と福祉サー
ビス利用相談の相談件数が
年々増加しており、成年後見制
度の適切な活用を推進した。

60 権利擁護の推進 高齢者福祉課

本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
擁護が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、
本市及び高齢者あんしん相談センターが適
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などの
実施

継続 継続 継続

緊急保護の実施

施設等への立ち入り調査などの
実施

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　5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
使し、事実確認のため立入調査
等を実施した。

高齢者虐待による緊急保護人数
9人
要介護施設従事者による高齢者
虐待調査　5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
使し、事実確認のため立入調査
等を実施した。

高齢者虐待による緊急保護人数
（やむを得ない事由による措置
者一覧）　8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
ケースについて、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
を行使し、事実確認のため立
入調査等を実施した。

3

虐待において、緊急性の高い
ケースについて、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
使し、事実確認のため立入調査
等を実施した。

61
民生委員・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委員・
児童委員に対してメンタルヘルスなどの各種
研修や情報提供を行い、相談活動の充実を
図ります。

本市及び民生委員・児童委員協
議会による研修実施

継続 継続 継続
研修内容の充実や多方面から
の情報提供

各種研修や会長会等での情報
提供を図った。「委員の相談・支
援活動の対応の指針」という相
談活動の対応マニュアルを作成
し、民生委員・児童委員全員に
配布を行った。

3

「委員の相談・支援活動の対応
の指針」は民生委員・児童委員
から参考になるとの声が多く寄
せられ、相談活動の充実を図る
ことができた。

各種研修や会長会等での情報
提供を図った。
また、一斉改選があり、新任委
員が増えたため、地区会長や民
生委員・児童委員のOBによるサ
ポートを行った。

3

会長会を通じて、パンフレットや
チラシを配り、各委員に情報提
供を行った。コロナウイルス感染
拡大防止のため活動自粛中も、
自宅で資料を読み知識を深める
など各々で学習を行った。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、研修が中止になっ
てしまったが、会長会等で情報
提供を図った。

3

対面での相談活動は行うこと
ができなかったが、電話やメッ
セージをポストに入れる等し
て、何時でも相談ができるよう
努めた。

3

研修を行い、相談業務について
民生委員・児童委員のスキル
アップに努めた。
また、地区で事例共有し、様々な
相談に対応できるよう工夫した。

62
高齢者虐待防止に向けた
普及啓発と人材育成

高齢者福祉課

高齢者虐待防止についての啓発及び養護者
の支援にあたる人材育成のため、介護支援
専門員（ケアマネジャー）や介護従事者等に
対する研修を実施します。

介護支援専門員や介護従事者
等に対する研修
８回／年

継続 継続 継続 研修実施　８回／年 ８回（747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・保護を適切に行
うことができた。

8回（695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・保護を適切に行
うことができた。

0回 1

新型コロナウィルス感染症拡
大防止の観点から、12月まで
研修の実施を控えたため、計
画通りの実施が出来なかった。

3

令和2年度は新型コロナウィルス
の影響で講座が中止となった
が、他の年度は予定どおり実施
することにより、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・保護
を適切に行うことができた。

63
高齢者等への消費生活講
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。

消費生活講座　３回
出前講座　14回
（平成28年度）

継続 継続 継続

消費生活講座
３回／年

出前講座は依頼に基づき随時
実施

消費生活講座
「生命保険の基礎知識」参加者
数　20人
「失敗しないリフォームのため
に」参加者数　21人
「やりくり上手になるための家計
管理術」参加者数　17人

出前講座　14回実施
参加者数　合計301人

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。

消費生活講座
「自然災害と損害保険」参加者
数11名
「初心者のための金融商品を選
ぶポイント」参加者数16人
「親子で学ぼうお金の使い方」参
加者数15名
出前講座　9回実施
参加者数　合計331名

3

新型コロナウィルスの影響で2回
出前講座が中止となったが、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。

消費生活教育講座
「キャッシュレス決済見えないお
金のお話」　32人

出前講座　2回　25人

2

新型コロナウィルスの影響で上
半期は講座が中止となった
が、地域包括支援センターや
社会福祉協議会からの出前講
座の依頼により消費者被害の
未然防止、対処法などについ
て周知できた。また、新たな生
活様式に応じた講座を実施し、
自立した消費者の育成が図れ
た。

3

令和2年度は新型コロナウィルス
の影響で上半期は講座が中止と
なったが、他の年度は予定どお
り地域包括支援センターや民生
委員等からの出前講座の依頼
により消費者被害の未然防止、
対処法などについて周知でき
た。また、新たな生活様式に応じ
た講座を実施し自立した消費者
の育成が図れた。

64
介護サービス相談支援事
業の充実

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を受
け、利用者の日常生活の支援及びサービス
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派
遣数
受入協力施設　60施設
在宅利用者　94人
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続きサービスの質の向上等
を図り、利用者の支援を行う

介護サービス訪問ふれあい員派
遣数
受入協力施設　61施設
在宅利用者　46人

3

平成29年11月にふれあい員の
要件設定による減及び在宅利用
者の精査による利用者の減によ
り在宅の活動が減少した。施設
の活動は微減に留まっている。

介護サービス訪問ふれあい員派
遣数
受入協力施設　61施設
在宅利用者　25人

3

利用辞退等により在宅利用者は
減少したが、施設の活動は計画
どおり実施した。新型コロナウイ
ルス感染防止対策のため、訪問
ふれあい員の派遣を令和2年2
月27日から休止。

介護サービス訪問ふれあい員派
遣数
受入協力施設　61施設
在宅利用者　21人

2

訪問ふれあい員の派につい
て、在宅・施設の一部で再開し
たが大多数の施設で再開の見
込みが立たず、活動が停滞し
た。

3

R2年度は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため多数活動を
休止しているが、相談を受け対
応することでサービスの質の向
上に寄与した。

65
高齢者向け交通安全啓発
事業

交通事業課

高齢者サロン、保健福祉センターなどでの交
通安全教室や、小学生が書いた交通安全
メッセージを市内のひとり暮らしの高齢者に
送付する交通安全レター作戦を実施し、交通
安全の啓発を図ります。

交通安全教室参加者数　1,226
人（平成28年度）

交通安全レター作戦
送付数　5,032通
（平成29年度）

拡充 拡充 拡充

交通安全教室参加者数
1,500人／年

交通安全レター作戦
送付数　6,000通／年

交通安全教室参加者数
1,143人

交通安全レター作戦
送付数　5,911通

3

シニアクラブ等での交通安全講
話に加え、新たに実技講習も含
めた自転車安全利用教室を実
施した他、レター作戦ではメッ
セージを複写しより多くの高齢者
に送付することで、交通安全意
識を高めることができた。

交通安全教室参加者数
1,128人

交通安全レター作戦
送付数　5,871通

3

シニアクラブ等での交通安全講
話、高齢者向け自転車安全利用
実技講習を実施した他、レター
作戦ではメッセージを複写し多く
の高齢者に送付することで、交
通安全意識を高めることができ
た。

交通安全教室参加者
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止

交通安全レター作戦
送付数　5,849通（実績）

2

新型コロナウイルス感染防止
のため、交通安全教室等の開
催に代え車両による広報活動
を行った。また、休校により児
童のハガキ作成が少なかった
ため、小学生交通安全絵画コ
ンクールの作品も使用し、交通
安全メッセージを高齢者に送付
することで交通安全意識を高
めることができた。

3

シニアクラブ等での交通安全講
話に加え、身体能力の変化を自
覚してもらう参加体験型の交通
安全教室や自転車安全利用実
技講習を開催したほか、児童の
描いた交通安全メッセージを送
付するなど高齢者の交通安全意
識を高め、事故防止を図った。

66
高齢者住居賃貸代行保証
料補助

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。

申請者数　１人
（平成28年度）

継続 継続 継続 費用の補助の継続 申請者なし 2

八王子市居住支援協議会が設
立され、入居に関するサポート
制度が整ってきたことによりニー
ズが減少しているため。

申請者なし 2
都営・市営住宅への入居条件か
ら保証人の必要がなくなり、ニー
ズが減少しているため。

申請者なし 2
都営・市営住宅への入居条件
から保証人の必要がなくなり、
ニーズが減少しているため。

2
経済的な負担軽減のため費用
の補助を継続したが申請が無
かった。

67
未届有料老人ホームの実
態把握・指導

高齢者いきいき課
届出を行わずに有料老人ホームの運営をし
ている事業者の実態把握及び適正な指導を
行います。

未届有料老人ホームがあった場
合に随時対応

拡充 継続 継続
未届有料老人ホームの実態把
握及び適正な指導

事業者の実態把握のため、集団
指導等で情報提供を呼びかけて
いる。情報提供があれば、適正
な指導を行う。

3
事業活動を計画どおり実施し
た。

未届有料老人ホームの実態は
ない。集団指導等で情報提供を
呼びかけ実態があれば把握する
よう努めている。情報提供があ
れば、適正な指導を行う。

3
事業活動を計画どおり実施し
た。

現時点では、未届け有料老人
ホームの実態はない。また新型
コロナウイルスの影響で集団指
導は例年に比べ開催数
が少なかったが、開催された集
団指導等において、情報提供を
呼びかけ実態把握に努めた。情
報提供があれば適正に指導を
行う。

3
事業活動を計画どおり実施し
た。

3
未届け有料老人ホームの情報
提供を呼びかけ実態把握に努め
た。

68
高齢者自立支援住宅改修
給付

介護保険課
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。

予防給付２件、浴槽85件、流し
洗面台４件、洋式便器５件
（平成28年度）

継続 継続 継続
住宅改修給付を行い、在宅生活
での自立を支援する

予防給付１件、浴槽64件、流し
洗面台６件、洋式便器２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75件、流し洗
面台0件、洋式便器　3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0件、浴槽34件、流し洗
面台3件、洋式便器　2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。
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69 公営住宅優遇抽選制度 住宅政策課

東京都及び東京都住宅供給公社とともに、
市営住宅や都営住宅の入居者募集の際、入
居制限を受ける可能性がある高齢者世帯で
一定の要件を備えている場合に、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 拡充 継続 継続 優遇措置の充実
一定要件を備えた高齢者世帯へ
優遇措置を行った。

4

市営住宅の入居者募集におい
て、高齢者世帯で一定の要件を
備えている場合に、これまでの
「優遇抽選制度」に加え「ポイント
方式」を導入し、加点を実施し
た。

・7月、10月
優遇抽選方式による入居者募集
・1月
ポイント方式による入居者募集

3

市営住宅の入居者募集におい
て、高齢者世帯で一定の要件を
備えている場合、抽選方式にお
ける当選確率の優遇やポイント
方式における加点を実施した。

・令和2年7.10月市営住宅入居
者募集にて、高齢者世帯49世帯
（7月　22世帯、10月　27世帯）に
優遇抽選を実施
・令和3年1月市営住宅入居者募
集【ポイント方式】にて、高齢者
世帯の応募数22世帯への加点
を実施

3

市営住宅の入居者募集におい
て、高齢者世帯で一定の要件
を備えている場合、抽選方式
における当選確率の優遇やポ
イント方式における加点を実施
した。

3

市営住宅の入居者募集におい
て、高齢者世帯で一定の要件を
備えている場合、抽選方式にお
ける当選確率の優遇やポイント
方式における加点を実施し、高
齢者世帯の優先入居を図った。

70
居住支援協議会による住
宅確保要配慮者への入居
支援

住宅政策課

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円
滑な入居の促進を図るため、地方公共団
体、不動産関係団体及び居住支援団体が連
携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅
の賃貸人の双方に対し、情報提供等の支援
を実施します。

あんしん住宅登録数
２戸

居住支援協力店登録数
14店
（平成29年11月末）

継続 継続 継続
引き続き情報提供等の支援を実
施

居住支援協力店登録件数　16店
居住支援相談受付件数　20件
（入居決定者　３件）
住宅確保相談会の開催　１回開
催

3

住宅部局、福祉部局、市内協力
不動産関係団体の連携により住
宅確保要配慮者の入居相談に
対し、支援を行った。また、住宅
相談会を開催した。

居住支援協力店登録件数　30店
居住支援相談受付件数　40件
（入居決定者12件）
住宅確保相談会の開催　2回開
催（相談件数12件）

3

住宅部局、福祉部局、市内不動
産関係団体の連携により住宅確
保要配慮者の入居相談に対し、
支援を行った。また、住宅相談会
を開催した。

居住支援協力店登録件数　30店
居住支援相談受付件数　51件
住宅確保相談会の開催　2回

3

住宅部局、福祉部局、市内不
動産関係団体の連携により住
宅確保要配慮者の入居相談に
対し、支援を行った。また、住
宅相談会を12月と2月の2回実
施した。

3

福祉部局、不動産団体と連携
し、住宅確保要配慮者の入居相
談に対応する不動産店（居住支
援協力店）の普及拡大や住宅相
談会を実施し、高齢者世帯等の
民間住宅への入居を支援した。

71 生活支援ショートステイ 高齢者福祉課

高齢者の体調管理や、家族が病気・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、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。

利用者数　34人
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続きショートステイの提供を
行う

利用者数　35人 3

本人又は家族が必要とする機会
に、サービスを提供することによ
り、本人の体調維持と家族のレ
スパイトケアに資することができ
た。

利用者　17人 3

本人又は家族が必要とする機会
に、サービスを提供することによ
り、本人の体調維持と家族のレ
スパイトケアに資することができ
た。

利用者数　16人（生活支援ショー
トステイ14件、緊急一時保護事
業2件）

3

本人又は家族が必要とする機
会に、サービスを提供すること
により、本人の体調維持と家族
のレスパイトケアに資すること
ができた。

3

本人又は家族が必要とする機会
に、サービスを提供することによ
り、本人の体調維持と家族のレ
スパイトケアに資することができ
た。

72
シルバーサポーターの派
遣

高齢者福祉課

ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯
へ、八王子市シルバー人材センターからシ
ルバーサポーターを派遣し、日常生活の支
援を行います。

利用者数　115人
軽度作業コース
133件
ホームヘルパーコース
2,019件
（平成28年度）

継続 継続 継続 引き続き日常生活の支援を行う

利用者数　72人
軽度作業コース
101件
ホームヘルパーコース
1,656件

2 新規申請の減少による実績減。

利用者数　68人
軽度作業コース
117件
ホームヘルパーコース
1,323件

2
新規申請の減少による実績減。
令和2年3月末廃止。

事業廃止 3

高齢者のみの世帯へ家事の支
援を行い、サポーターの就労を
支援することにより、健康の維
持、生きがいづくり及び就業の確
保を図った

73
在宅高齢者訪問理容・美
容サービス

高齢者福祉課
要介護３以上の高齢者で外出が困難な方を
対象に、在宅高齢者訪問理容・美容サービ
スを行います。

延べ利用回数
1,988人
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充 引き続き日常生活の支援を行う
延べ派遣回数
2,009回（人）

3
利用者が増加し、衛生の確保及
び経済的負担の軽減を図ること
ができた。

延べ派遣回数
2,000回（人）

3

利用者数・派遣回数ともに微減
したが、在宅高齢者の衛生の確
保及び経済的負担の軽減を図る
ことができた。

延べ派遣回数
1,885回（人）

3

新型コロナウイルス感染症拡
大防止により派遣休止を行っ
たことによる減少はあったが、
在宅高齢者の衛生の確保及び
経済的負担の軽減を図ること
ができた。

3

在宅高齢者に対し理容、美容の
業務を提供することにより、衛生
の確保及び経済的負担の軽減
を図った。

74
食事提供サービス活動支
援

高齢者福祉課

地域で食事提供や見守りなどの活動を行っ
ている事業者等の情報を集約・提供します。
あわせて、食事提供を行うNPO法人等に対
し補助金を交付し、活動が活発になるよう支
援します。

補助団体数　５団体
（平成28年度）

継続 継続 継続

地域資源マップを活用し、情報
提供を行う

補助金を交付し、NPO法人等の
活動を支援する

補助団体数　４団体 3
継続して団体に補助金を交付す
ることで、活動が活発になるよう
支援することができた。

補助団体数　3団体 3

活動終了1団体を除き、継続して
団体に補助金を交付すること
で、活動を支援することができ
た。

補助団体数　3団体 3
継続して団体に補助金を交付
することで、活動を支援するこ
とができた。

3

利用者数が増加することで高齢
者に対する健康維持及び見守り
、 呼びかけが行われ、住み慣れ
た地域で健康かつ安全に生活き
る社会の実現を図った

75
高齢者のこころの健康相
談

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行いま
す。また、精神科医による相談も実施しま
す。

医師　６回／年
保健師　随時

継続 継続 継続
医師　６回／年
保健師　随時

専門医による相談６回/年
延相談数　18件
保健師による相談　延べ257件

3
相談内容に応じて、専門医や保
健師で相談対応を行った。

専門医による相談4回/年
延相談数　11件
保健師による相談　延べ167件

3
相談内容に応じて、専門医や保
健師で相談対応を行った。

専門医による相談5回/年
延相談数　10件
保健師による相談　延べ167件

3 予定通り実施 3 予定どおり相談対応していく

76 電磁調理器の給付 高齢者福祉課

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
齢者の安全・安心な生活環境の確保を図り
ます。

新規設置（購入）数
３件
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充 引き続き日常生活の支援を行う
新規設置（購入）数
１件

2 新規設置数が減少したため。
新規設置（購入）数
3件

3 新規設置数が増加したため。
新規設置（購入）数
4件

3
火災の緊急事態などの高齢者
が抱える不安の解消を図るこ
とができた。

3
火災の緊急事態などの高齢者
が抱える不安の解消を図ること
ができた

77
介護のしごと魅力発見講
座の開催

高齢者いきいき課
介護保険課

未就労者を対象とした介護の仕事内容を紹
介する講座を開催することで、介護人材の確
保を促進します。

受講者数　20人
（平成28年度）

拡充 拡充 拡充 受講者数　30人／年 ８名 2
未就労者を対象に講座の周知を
行ったが、受講者数が目標を下
回ったため。

事業廃止 事業廃止 2

受講者数が大幅に目標を下回っ
たこともあり、需要が少なく効果
が低いと判断したため、H30年度
限りで事業を廃止した。

78
介護スタッフ入門講座の開
催

高齢者いきいき課
介護保険課

介護サービス事業所へ就労を希望する者を
対象に、介護職に必要な基礎的な研修を実
施し、介護サービス事業所との就職相談会
を開催することで、介護人材の確保を促進し
ます。

受講者数　87人
就職者数　8人
（平成30年１月）

拡充 継続 継続
受講者数　100人／年

就職者数　25人／年

ゼロから学ぶ、介護のしごと入
門研修
受講者数　64名
就職者数　5名

3

アンケートから研修内容の受講
生の満足度も高く、今後就労を
考えていると回答した者は72％
と高い数値となっているため、今
後も就職者が増加することが見
込まれるため。

ゼロから学ぶ、介護のしごと入
門研修
（入門的研修と生活支援ヘル
パー研修を合体）
※受講者数
93名（生活支援×2回分）
82名（入門的研修×2回分）
※就職者数
14名（生活支援）
16名（入門的研修）
※79と合算

3

アンケートから研修内容の受講
生の満足度も高く、加えて就職
者数も前年度よりも増加したこと
から、介護人材確保の促進につ
ながった。

新型コロナウイルス感染拡大防
止により未実施のため実績な
し。

1
新型コロナウイルス感染拡大
防止により未実施のため実績
なし。

3

アンケートから研修内容の受講
生の満足度も高く、加えて就職
者数も年々増加していることか
ら、介護人材確保の促進につな
がった。今後は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策案を検
討し、実施予定。

79
生活支援ヘルパー養成研
修の開催

介護保険課

介護予防・日常生活支援総合事業における
緩和された基準サービスである、訪問型
サービスＡの従事者となる人材を育成するた
め、必要な知識・技術を習得する研修を実施
します。

受講者数　91人
（平成29年11月）

継続 継続 継続 受講者数　200人／年 受講者数　100人 2
概ね計画通りに事業を実施した
が、応募定員に満たなかったた
め。

※78に統合 ※78に統合 ※78に統合

80 再就職者向け研修の開催 介護保険課
現在就労していない有資格者を対象に、介
護知識や技術の再確認を実施することで、
介護職への復職を支援します。

新規事業 開始 継続 継続 復職者数　５人

介護従事者再就職支援
研修業務委託の実施
受講生　１日目　13人
　　　　　　２日目　11人
研修修了者　10人
復職者１名

2

介護を支える人材の確保は喫緊
の課題となっているため、介護
従事者再就職研修を実施し、研
修修了者10人、復職者１人を出
すことができたが、需要が少なく
効果が低かったため、平成30年
度を持って、事業を終了した。

事業廃止 事業廃止 2

介護を支える人材の確保は喫緊
の課題となっているため、介護
従事者再就職研修を実施し、研
修修了者10人、復職者１人を出
すことができたが、需要が少なく
効果が低かったため、平成30年
度をもって、事業を終了した。

81 就職相談会の開催 高齢者いきいき課
就労希望者と介護サービス事業所等との就
職相談会を開催することで、介護人材の確
保を促進します。

新規事業 開始 継続 継続 来場者数　140人／年 来場者数　84人／年 3

当日の天候が悪かったこともあ
り、計画当初に設定した目標に
は届かなかったが、アンケートで
「とてもよかった」「よかった」と回
答した出展法人が74%おり、出展
法人の満足度は高かった。

来場者数　156人／年 3

今年度は３回実施したことで、昨
年に比べ来場者数が多かった。
出展法人のアンケート結果では
「とてもよかった」「よかった」と回
答した出展法人が60%と満足度
は半数を超えた。

来場者数　84人/年
就職者数　5名/年

3

新型コロナウイルス感染拡大
防止対策として、新たにZOOM
による就職面談を実施。「密を
避けながら面談が出来てよ
かった。」という声もあった。

3

新型コロナウイルス感染拡大防
止対策として、新たにZOOMによ
る就職面談を実施。また、参加
事業所のPR動画を紹介する
ブースも設け、「3密を避けること
ができた。」と好評だった。

82-1
介護サービス事業者向け
研修の開催

高齢者いきいき課

介護職員の知識・技術の向上や、キャリアパ
ス・人事評価、マネジメントに関する研修を実
施し、働きやすい職場環境をつくります。ま
た、質の高い介護サービスを安定的に提供
できるよう、介護保険サービス事業者連絡協
議会等と連携し、人材の定着・育成を図りま
す。

介護スタッフリーダー
研修の開催

拡充 継続 継続

管理職向け研修の開催
人事担当者向け研修の
開催
研修満足度　70％

研修参加者満足度
87.6％

3

介護事業所向けに、知識・技術
の向上や、キャリアパス・人事評
価、マネジメントに関する研修を
実施し、介護人材の定着・育成
を支援した。

研修参加者満足度　87.9％ 4

介護事業所向けに、知識・技術
の向上や、キャリアパス・人事評
価、マネジメントに関する研修を
実施した。参加者満足度の目標
値を大きく超え、計画以上に実
施することができた。

新型コロナウイルス感染拡大防
止により未実施のため実績な
し。

1
新型コロナウイルス感染拡大
防止により未実施のため実績
なし。

3

研修参加者からの満足度も高
く、出席者から講座内容の希望
もあることから、事業所への効果
が期待できる。次年度からは新
型コロナウィルス感染症拡大防
止対策として、オンライン形式で
の実施を予定している。

82-2
介護サービス事業者向け
研修の開催

高齢者福祉課

介護職員の知識・技術の向上や、キャリアパ
ス・人事評価、マネジメントに関する研修を実
施し、働きやすい職場環境をつくります。ま
た、質の高い介護サービスを安定的に提供
できるよう、介護保険サービス事業者連絡協
議会等と連携し、人材の定着・育成を図りま
す。

介護スタッフリーダー
研修の開催

拡充 継続 継続

管理職向け研修の開催
人事担当者向け研修の
開催
研修満足度　70％

認知症BPSDケアプログラム推
進事業
参加事業所　11社
アドミニストレーター養成　19人

3

認知症ケアに充実を図る新規事
業であるが、説明会参加人数も
多く、参加した事業所はモチベー
ションも高い。また、モデル事業
参加自治体以外では初めての
本格導入で、先駆的取組となっ
た。

認知症BPSDケアプログラム推
進事業
新規参加事業所　44社
アドミニストレーター養成　61人

3

認知症ケアに充実を図る新規事
業であり、２年目を迎えさらに事
業者の関心も高まっている。説
明会参加人数も多く、参加した
事業所のモチベーションも高い。

新規参加事業所　23社
アドミニストレーター養成　34人

※3年間の実績
参加事業所　78社
アドミニストレータ―　114人

3

公益財団法人東京都医学総合
研究所と連携を密にし、コロナ
禍においても事業継続を図る
べき方策について調整し、説明
会や研修をリモート化すること
で、他市に先駆け事業を推進
することができた。

3

参加事業所数はモデル事業とし
て先行していた自治体（足立区、
世田谷区）と同レベルに達し、ま
た、コロナ禍における事業推進
については他区市に先駆け、
Web研修等を導入実施するな
ど、創意工夫による取組により
推進することで、認知症ケアの
充実を図った。
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H30年度 R1年度 R2年度 第7期計画中の目標

評価理由（80字程度）
R2年度
実績

H30年度
実績

H30年
度

所管課
評価

評価理由（80字程度）
R1年度
実績

R1年度
所管課
評価

計画当初目標

No 取組名 担当課 事業概要 現状

R2年度
所管課
評価

評価理由（80字程度）

7期計画
所管課
総合評

価

評価理由（80字程度）

83 資格取得の支援 高齢者いきいき課
介護サービス事業所に勤務する介護従事者
に対し、資格取得のための費用を補助する
ことで、人材の育成を支援します。

新規事業 開始 継続 継続
補助金交付者数
30人／年

補助金交付者数
延べ71人

4
事業活動を計画以上に実施する
ことができた

補助金交付者数
延べ 72人

4
事業活動を計画以上に実施する
ことができた

補助金交付者数
延べ56人

4
事業活動を計画以上に実施す
ることができた。

4
予算の範囲を超える申請があ
り、事業活動を計画以上に実施
することができたため。

84-1
介護予防・生活支援サー
ビス事業における訪問型
サービス

高齢者福祉課

訪問型サービスでは、従来の介護予防訪問
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）を実施するとともに事業
所の指定基準を緩和したサービスや住民主
体によるサービス（多様なサービス主体によ
る生活援助等）を実施します。

訪問Ａ 平成29年２月
開始

訪問Ｂ 平成29年４月
開始

訪問Ｃ 平成30年１月
モデル実施

訪問Ｄ 検討中

訪問Ａ、
Ｂ：本格
実施

訪問Ｃ：
モデル
実施

訪問Ａ、
Ｂ：継続

訪問Ｃ：
モデル
実施を
踏まえ
検討・実
施

訪問Ａ、
Ｂ：継続

訪問Ｃ：
検討を
踏まえ
実施

訪問Ａ、Ｂ、Ｃについては、モデ
ル実施等を踏まえ、全体として
本格実施

訪問Ｄについては、事業
番号22「高齢者等の移
動手段の確保に関する
勉強会の開催【新規】」
で事業のあり方などを検討

訪問Ｂ：継続実施
登録団体数：18団体

訪問Ｃ：試行実施
平成31年度（2019年度）からの
実施に向けた試行実施
提供件数：20件

3

訪問Ｂは、平成29年度当初の6
団体から18団体に増加し、移動
支援をあわせて行う等、活動も
充実している。
訪問Ｃは試行実施の結果から課
題や効果を整理し、平成31年4
月から本格実施。

訪問Ｂ：継続実施
登録団体数：26団体

訪問Ｃ：継続実施
新規提供件数：20件

3

訪問Ｂは、26団体に増加し、移
動支援をあわせて行う等、活動
も充実している。
訪問Ｃは、平成31年4月から本
格実施に移行し、利用人数は20
人となっている。

訪問Ｂ：継続実施
登録団体数：29団体

訪問Ｃ：継続実施
新規提供件数：20件

3

訪問Bは29団体に増加し、移動
支援を合わせて行うなど、活動
も充実している。
訪問Cは年間20件と安定した
件数のサービス利用がある。

3

訪問B登録団体が開始時から倍
以上増加し、地域住民による自
主的な活動が広がっている。ま
た、訪問Cも試行実施から本格
実施に移行し、利用人数が20件
と安定した利用者数で推移して
いる。

84-2
介護予防・生活支援サー
ビス事業における訪問型
サービス

介護保険課

訪問型サービスでは、従来の介護予防訪問
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）を実施するとともに事業
所の指定基準を緩和したサービスや住民主
体によるサービス（多様なサービス主体によ
る生活援助等）を実施します。

訪問Ａ 平成29年２月
開始

訪問Ｂ 平成29年４月
開始

訪問Ｃ 平成30年１月
モデル実施

訪問Ｄ 検討中

訪問Ａ、
Ｂ：本格
実施

訪問Ｃ：
モデル
実施

訪問Ａ、
Ｂ：継続

訪問Ｃ：
モデル
実施を
踏まえ
検討・実
施

訪問Ａ、
Ｂ：継続

訪問Ｃ：
検討を
踏まえ
実施

訪問Ａ、Ｂ、Ｃについては、モデ
ル実施等を踏まえ、全体として
本格実施

訪問Ｄについては、事業
番号22「高齢者等の移
動手段の確保に関する
勉強会の開催【新規】」
で事業のあり方などを検討

訪問Ａ：継続実施
措定事業所数　72社

3
訪問Aは、指定数70社を超え安
定的な事業を実施している。
適切に給付費の支給を行った。

訪問Ａ：継続実施
措定事業所数　72社

3
訪問Aは、指定数70社を超え安
定的な事業を実施している。

訪問Ａ：継続実施
措定事業所数　74社

3
訪問Aは、指定数70社を超え
安定的な事業を実施している。

3
訪問Aは、指定数70社を超え安
定的な事業を実施している。

85-1
介護予防・生活支援サー
ビス事業における通所型
サービス

高齢者いきいき課

通所型サービスでは、従来の介護予防通所
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）を実施するとともに、事業
所の指定基準を緩和したサービスや住民主
体によるサービス（多様なサービス主体によ
る生活援助等）を実施します。

通所Ａ 検討中

通所Ｂ モデル実施

通所Ｃ モデル実施

通所Ａ：
検討・モ
デル実
施

通所Ｂ、
Ｃ：
モデル
実施

通所Ａ、
Ｂ、Ｃ：
モデル
実施を
踏まえ
検討・実
施

通所Ａ、
Ｂ、Ｃ：
検討を
踏まえ
実施

モデル実施等を踏まえ、全体とし
て本格実施

通所Ｃ：モデル実施
9会場　要支援者延べ432人参加

2

2年間試行実施し、利用者の運
動継続性や生活機能の向上等
を図ることができたが、利用者数
が少なく、事業構造の再構築が
必要と考えられたため。

前年度までの取り組みを評価
し、再構築に向けた高齢者あん
しん相談センターとの検討会開
催（5回）
令和２年度からの実施に向け、
リハビリ専門職の職能団体と連
携し、意識共有を目的とした勉
強会を開催（４回）

2

前年度までの評価を行い、本格
実施の予定だったが、より効果
的な事業実施に向けた検討を行
うため、当該事業の実施を見
送った。（令和２年度本格実施予
定）

10月から試行実施を再開
適宜検証を行いながら、令和3年
4月の本格実施を予定している。

3

新型コロナウイルスの影響で
試行実施の開始は遅れたもの
の、当初の計画通り試行実施
の再開から検証まで年度内に
行う予定のため。

3

関係機関と再構築に向けた検討
会を複数回実施し、新型コロナ
ウイルスの影響で試行実施の開
始は半年遅れたものの、順調に
実施できているため。

85-2
介護予防・生活支援サー
ビス事業における通所型
サービス

高齢者福祉課

通所型サービスでは、従来の介護予防通所
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）を実施するとともに、事業
所の指定基準を緩和したサービスや住民主
体によるサービス（多様なサービス主体によ
る生活援助等）を実施します。

通所Ａ 検討中

通所Ｂ モデル実施

通所Ｃ モデル実施

通所Ａ：
検討・モ
デル実
施

通所Ｂ、
Ｃ：
モデル
実施

通所Ａ、
Ｂ、Ｃ：
モデル
実施を
踏まえ
検討・実
施

通所Ａ、
Ｂ、Ｃ：
検討を
踏まえ
実施

モデル実施等を踏まえ、全体とし
て本格実施

訪問型サービスとの一体的な実
施について検討

3
住民ニーズや費用対効果等を踏
まえ、訪問型と通所型の一体的
な実施に向けた検討を開始。

訪問型サービスとの一体的な実
施について検討

3
訪問型と通所型の一体的な運用
について庁内関係所管と検討を
行った。

訪問型サービスとの一体的な実
施について検討

3
訪問型と通所型の一体的な運
用について庁内関係所管と検
討を行った。

3
訪問型と通所型の一体的な運用
について庁内関係所管と検討を
行った。

85-3
介護予防・生活支援サー
ビス事業における通所型
サービス

介護保険課

通所型サービスでは、従来の介護予防通所
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）を実施するとともに、事業
所の指定基準を緩和したサービスや住民主
体によるサービス（多様なサービス主体によ
る生活援助等）を実施します。

通所Ａ 検討中

通所Ｂ モデル実施

通所Ｃ モデル実施

通所Ａ：
検討・モ
デル実
施

通所Ｂ、
Ｃ：
モデル
実施

通所Ａ、
Ｂ、Ｃ：
モデル
実施を
踏まえ
検討・実
施

通所Ａ、
Ｂ、Ｃ：
検討を
踏まえ
実施

モデル実施等を踏まえ、全体とし
て本格実施

従前相当サービス　継続実施
通所Aについて検討した結果、実
施しないこととした

3
従前相当サービスの報酬単価
の見直し等で適正化を図る方向
で検討した。

従前相当サービス　継続実施 3
従前相当サービスの報酬単価
の見直し等で適正化を図る方向
で検討した。

従前相当サービス　継続実施 3
従前相当サービスの報酬単価
の見直し等で適正化を図る方
向で検討した。

3
従前相当サービスの報酬単価
の見直し等で適正化を図る方向
で検討した。

86-1
介護予防ケアマネジメント
の支援

高齢者福祉課

介護支援専門員（ケアマネジャー）が必要な
サービスの種類、内容等を定めた計画（ケア
プラン）を作成する際に使用する『八王子市
介護予防ケアマネジメントガイドライン』の改
訂を行い、介護予防ケアマネジメントの支援
を行います。

八王子市介護予防ケアマネジメ
ントガイドラインの作成
基本チェックリストを活用した事
業対象者の認定（更新対象者）

継続 検討 実施

八王子市介護予防ケアマネジメ
ントガイドラインの改訂
チェックリストの活用について、
モデル実施を踏まえ検討・実施

介護予防ケアマネジメント提供
件数
延べ30,692件/年

3

八王子市介護予防ケアマネジメ
ントガイドラインに基づき高齢者
あんしん相談センターにて実施。
基本チェックリストの活用（新規
申請の導入）について検討。

介護予防ケアマネジメント提供
件数
延べ30,366件/年

3

八王子市介護予防ケアマネジメ
ントガイドラインに基づき高齢者
あんしん相談センターにて実施。
基本チェックリストの活用（新規
申請の導入）について検討。

介護予防ケアマネジメント提供
件数
延べ29,000件/年

3

八王子市介護予防ケアマネジ
メントガイドラインに基づき高齢
者あんしん相談センターにて実
施。

3
八王子市介護予防ケアマネジメ
ントガイドラインに基づき高齢者
あんしん相談センターにて実施。

86-2
介護予防ケアマネジメント
の支援

介護保険課

介護支援専門員（ケアマネジャー）が必要な
サービスの種類、内容等を定めた計画（ケア
プラン）を作成する際に使用する『八王子市
介護予防ケアマネジメントガイドライン』の改
訂を行い、介護予防ケアマネジメントの支援
を行います。

八王子市介護予防ケアマネジメ
ントガイドラインの作成
基本チェックリストを活用した事
業対象者の認定（更新対象者）

継続 検討 実施

八王子市介護予防ケアマネジメ
ントガイドラインの改訂
チェックリストの活用について、
モデル実施を踏まえ検討・実施

2018改訂版を発行 3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
実現に繋がっている。

2018改訂版を配布 3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
実現に繋がっている。

2018改訂版を配布 3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
の実現に繋がっている。

3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
実現に繋がっている。

87
介護予防・日常生活支援
総合事業の周知

高齢者福祉課

介護予防・日常生活支援総合事業の主旨や
今後に向けた考え方などを、広報紙やホー
ムページを活用し広く周知しつつ、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。

リーフレットの作成・配布

地域向け説明会の開催
延べ参加者数1,230人
（平成29年８月末）

継続 継続 継続

シンポジウム開催
１回／年

広報紙の発行
１回／年

市民向けリーフレットを改定・配
布
介護の日や健康フェスタ・食育
フェスタでの周知

3
より市民に事業の目的や内容が
伝わるようリーフレットを全面改
訂した。

市民向けリーフレットの配布
介護の日や健康フェスタ・食育
フェスタでの周知

3
イベント等でリーフレットを配布
するなど周知に努めた。

市民向けリーフレットの配布
広報特別号の配布

2

広報特別号は発行したが、新
型コロナウイルス感染症拡大
防止のため予定してたイベント
が中止となったため

3
イベント等でリーフレットを配布
するなど周知に努めた。

88
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
介護保険制度や介護サービス事業者の情
報を市民に分かりやすく提供するため、冊子
を作成し、配布します。

14,100部発行
（平成29年度）

拡充 拡充 拡充 15,000部発行／年 15,000部発行 3
介護保険制度や介護サービス
事業者の情報を提供する冊子を
作成・配布した。

15,000部発行 3
介護保険制度や介護サービス
事業者の情報を提供する冊子を
作成・配布した。

14,000部発行 2

新型コロナウイルス感染拡大
防止の為、研修や会議等中止
となり、配布する機会等が著し
く減少したため。

3

介護保険制度や介護サービス
事業者の情報を提供する冊子を
作成・配布し、介護保険制度や
市の施策について、市民や事業
所へ周知することができた。

89
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介護サービス
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われる環境
を整備します。

義務付け対象施設の受審率
100％
（平成28年度）

継続 継続 継続
義務付け対象施設の受審率
100％

認知症対応型共同生活介護　15
事業所
小規模多機能型居宅介護　１事
業所
計16事業所が受審

3
30年度義務付け対象の事業所
は全て受審した。

認知症対応型共同生活介護　12
事業所が受審

3
元年度義務付け対象の事業所
は全て受審した。

認知症対応型共同生活介護　11
事業所が受審の見込み

3
R2年度義務付け対象の事業
所は全て受審する見込みであ
る。

3
目標である義務付け対象施設の
受審率100％を達成の見込みで
ある。

90
介護サービス事業者に対
する実地検査

指導監査課

指定介護事業者に対して、各種法令等の規
定に基づき、指定基準の遵守、保険給付の
請求等が適正になされているか、また、社会
福祉法人が運営する老人福祉施設について
は、これらに加え適正な会計処理がなされて
いるかを実地検査します。

在宅サービス事業所等454事業
所
介護老人福祉施設
12施設
介護老人保健施設
３施設
（平成28年度）

継続 継続 継続

在宅サービス事業所等
３年に１回
施設サービス（介護老人福祉施
設、介護老人保健施設、介護療
養型医療施設）
２年に１回

在宅サービス事業所等
342事業所
介護老人福祉施設
11施設
介護老人保健施設
３施設
介護療養型医療施設
２施設

3

市内の介護保険サービス事業
所について、在宅サービス事業
所等939事業所のうち342事業所
に対して実地検査を実施した。ま
た、市内の介護老人福祉施設25
施設のうち11施設、介護老人保
健施設８施設のうち３施設、介護
療養型医療施設４施設のうち２
施設の実地検査を実施した。

H31.4.23～R1.9.2：監査(１事業者
７事業所すべて指定取消、返還
額21,124,200円(八王子市分の
み、加算額含む))
R1.9.24～R2.2.28：実地検査(在
宅サービス事業所等148/939、
介護老人福祉施設14/25、介護
老人保健施設5/8、介護療養型
医療施設0/4）

3

監査(対象期間：H29.7.1～
H31.4.30)に要した5か月間及び
新型コロナウィルス感染拡大防
止による中止期間を除き、実地
検査を実施した5か月間の実績
は、在宅サービス事業所等
15.8％(≧33％×5/12か月)、施
設51.4％(≧50％×5/12か月)
で、計画通り実施した。

①R2.10.8～R2.12.25実地検査
(在宅サービス事業所等13事業
所)

②不正請求の疑いがあり、事実
確認が必要と判断された事業所
にR2.7.21～ R2.9.30監査を実施
(1事業者3事業所のうち、1事業
所に勧告)

2

新型コロナウイルス感染症へ
の対策として、より市民生活に
直結する業務を確実に継続す
るための業務継続体制を確保
するため、業務継続計画に基
づき、検査業務を休止した。そ
の後、新規の事業所を優先し
て実地検査を再開したが、緊
急事態宣言が再度発出された
ことにより、指導監督の延期等
の検討を求める厚生労働省事
務連絡等を踏まえて、再度検
査業務を休止した。このため検
査件数は計画を下回ることと
なった。

2

H30年度は当初目標を達成し、
R1年度は監査等による実地検
査の休止期間を除いて達成と
なった。また、R 2年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響によ
る休止期間が長期にわたり、計
画期間全体を通じて、実地検査
を継続して行うことができなかっ
た。

91
事業者の適切な許認可・
指定

高齢者いきいき課

制度改正により、新たに創設された介護医
療院や共生型サービスを含め、各種法令等
の指定基準に基づき、介護サービス事業所
及び介護保険施設の事業者指定を行いま
す。

新規指定　112件
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続き適切な許認可・指定を
行う

新規指定　69件 3

各種法令等の指定基準に基づ
き、介護サービス事業所及び介
護保険施設の事業者指定につ
いて適切な許認可・指定を行っ
た。（共生型サービスは１件の実
績、介護医療院はH31年度開設
に向け、指定基準に適合するよ
う指導）

新規指定　53件 3

各種法令等の指定基準に基づ
き、介護サービス事業所及び介
護保険施設の事業者指定につ
いて適切な許認可・指定を行っ
た。

新規指定　　24件 3

各種法令等の指定基準に基づ
き、介護サービス事業所及び
介護保険施設の事業者指定に
ついて適切な許認可・指定を
行った。（介護医療院はR2年度
開設時に、指定基準に適合す
るよう指導）

3

各種法令等の指定基準に基づ
き、介護サービス事業所及び介
護保険施設の事業者指定につ
いて適切な許認可・指定を行っ
た。
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92
国保データベース（KDB）
の活用

介護保険課
高齢者いきいき課
高齢者福祉課

地域の健康課題を把握するため、東京都国
民健康保険団体連合会の提供する国保
データベース（KDB）を導入し、適切な介護保
険サービスの提供や介護予防に活用しま
す。

国保データベースの導入に向け
て調査研究

検討 検討 開始 国保データベースの活用
個人情報保護審議会において
データの活用が承認され、今後
データの活用を進めていく

3

国保データベース（KDB）を導入
し、適切な介護保険サービスの
提供や介護予防に活用できるよ
う保険年金課と調整を進める事
ができた。

本市、東京都国民健康保険団体
連合会及び日本老年学的評価
研究機構で三者協定を締結し、
保健・医療・介護データの一体的
な分析を行った。

3

分析結果を現在策定作業中の
高齢者計画・第8期介護保険事
業計画（令和3年度～令和5年
度）の基礎資料とするなど、KDB
システムの活用を行った。

介護保険課では、高齢者いきい
き課へ介護データを提供し、保
健・医療・介護データの一体的な
分析をサポートした。

JAGESやIHEPのデータ分析プロ
ジェクトに参加し、本市の現状分
析や事業評価等を行った。（高
齢者いきいき課）

3

高齢者計画・第8期介護保険事
業計画（令和3年度～令和5年
度）の基礎資料とするなど、
KDBシステムの活用をサポート
することができたため。また、
KDBシステムを活用した保健・
医療・介護データの一体的な
分析を行うことができたため。

3

高齢者計画・第8期介護保険事
業計画（令和3年度～令和5年
度）の基礎資料とするなど、KDB
システムの活用をサポートするこ
とができたため。また、KDBシス
テムを活用した保健・医療・介護
データの一体的な分析を行うこと
ができたため。

93 要介護認定の適正化 介護保険課
要介護認定を適正に行うため、公平・公正な
認定調査を実施するとともに、認定調査票等
介護認定審査会資料の点検を実施します。

要介護認定申請件数26,193件
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続き適正な要介護認定を行
う

要介護認定申請件数
27,254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き
続き行った。

要介護認定申請件数
25,167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き
続き行った。

要介護認定申請件数
22,150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
引き続き行った。

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き
続き行った。

94 ケアプラン点検 介護保険課

事業所訪問を継続して実施し、介護支援専
門員（ケアマネジャー）との面談を通して「自
立支援に資するケアマネジメント」の普及啓
発を推進し、ケアプランの質の向上を図りま
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介護支
援専門員と意見交換

継続 継続 継続
介護支援専門員による自己点検
の実施及び啓発

訪問件数
35事業所66名の介護支援専門
員と点検を実施

3

介護支援専門員との面談を通し
て「自立支援に資するケアマネ
ジメント」についての気づきを促
し、ケアプランの質の向上に努
めた。

訪問件数
24事業所48名の介護支援専門
員と点検を実施

3

介護支援専門員との面談をい通
して「自立支援に資するケアマネ
ジメント」についての気づきを促
し、ケアプランの質の向上に努
めた。

点検件数
26事業所26名の介護支援専門
員と点検を実施

3

コロナ過で面談ができない中、
リモートを利用し「自立支援に
資するケアマネジメント」につい
ての気づきを促し、ケアプラン
の質の向上に努めた。

3

コロナ過で面談ができない中、リ
モートを利用し「自立支援に資す
るケアマネジメント」についての
気づきを促し、ケアプランの質の
向上に努めた。

95 住宅改修・福祉用具点検 介護保険課

住宅改修・福祉用具購入の給付適正化のた
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。また、軽度
者（要支援１・２、要介護１）への福祉用具貸
与についても届出確認を行います。

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
福祉用具購入2,466件
福祉用具貸与159件
（平成28年度）

継続 継続 継続
給付の適正化とともに、申請に
対する迅速な審査を行う

点検件数　1,792件
実地調査件数　1件

3

住み慣れた自宅で、いきいきと
暮らしていくため、自分に合った
生活環境を整えるために広く制
度の利用がされること、また、真
に必要な住宅改修や、福祉用具
貸与・購入が利用者にとって適
切に行われた。

点検件数　1,851件
実地調査件数　10件

3

住み慣れた自宅で、いきいきと
暮らしていくため、自分に合った
生活環境を整えるために広く制
度の利用がされること、また、真
に必要な住宅改修や、福祉用具
貸与・購入が利用者にとって適
切に行われた。

点検件数　817件
実地調査件数　0件

3

住み慣れた自宅で、いきいきと
暮らしていくため、自分に合っ
た生活環境を整えるために広く
制度の利用がされること、ま
た、真に必要な住宅改修や、
福祉用具貸与・購入が利用者
にとって適切に行われた。

3

住み慣れた自宅で、いきいきと
暮らしていくため、自分に合った
生活環境を整えるために広く制
度の利用がされること、また、真
に必要な住宅改修や、福祉用具
貸与・購入が利用者にとって適
切に行われた。

96
縦覧点検・医療情報との突
合

介護保険課
東京都国民健康保険団体連合会から提供さ
れるデータ等を活用し、給付の適正化を図り
ます。

医療情報との突合
縦覧審査対象外調査

継続 継続 継続
事業所への確認を徹底し、過給
付の減少につなげ給付費の適
正に努める

医療情報　150件　効果額
115,088円
縦覧審査　1,615件　効果額
685,670円

3

給付実績の内容に誤りの判明し
た事案について、国保連に対し
過誤申立を行うことにより、給付
適正化に結びつけた。

医療情報　100件　効果額20,120
円
縦覧審査　845件　効果額
237,748円

3

給付実績の内容に誤りの判明し
た事案について、国保連に対し
過誤申立を行うことにより、給付
適正化に結びつけた。

医療情報　20件、効果額　5,000
円
縦覧審査　150件、果額13,000円

3

給付実績の内容に誤りの判明
した事案について、国保連に対
し過誤申立を行うことにより、
給付適正化に結びつけた。

3

給付実績の内容に誤りの判明し
た事案について、国保連に対し
過誤申立を行うことにより、給付
適正化に結びつけた。

97 介護給付費通知 介護保険課

介護給付費を介護サービス利用者に通知す
ることにより、支払った利用者自己負担分と
の相違がないか等の確認をしてもらい、架空
請求等の不正発見の契機とします。

介護給付費通知
２回／年

継続 継続 継続
介護給付費通知
２回／年

年２回　対象者26,441件 3
介護サービス利用者に、計画通
り年２回対象者に通知した。

年2回　対象者28,415件 3
介護サービス利用者に、計画通
り年２回対象者に通知した。

年1回　対象者14,357件 2

被保険者の問合せは、通知の
意味については若干あるもの
の、サービス内容や支払った
自己負担分の相違についての
問合せがほぼないことから、回
数を減らした。

3
R2年度は、通知回数を1回減ら
したが、介護サービス利用者に
通知することができた。

98 給付実績の活用 介護保険課

給付実績を用いて、サービスの利用回数・種
類に偏りが見られるケース等を抽出し、ケア
プランの内容等を調査します。調査の結果、
不適切な給付が判明した場合には介護サー
ビス事業所への指導を行い、給付の適正化
を図ります。

給付実績を用いて、サービスの
利用回数・種類に偏りが見られ
るケース等を抽出し、ケアプラン
の内容を調査する

継続 継続 継続
必要に応じ、指導内容を庁内関
連所管と情報共有することで給
付の適正化を図る

福祉用具貸与届出状況
対象者　412人
届出件数　792件

3

給付実績の内容に誤りの判明し
た事案について、担当の介護支
援専門員に連絡を取り、適正な
申請をすることで給付適正化を
図った。

福祉用具貸与届出状況
対象者　487人
届出件数　975件

3

給付実績の内容に誤りの判明し
た事案について、担当の介護支
援専門員に連絡を取り、適正な
申請をすることで給付適正化を
図った。

福祉用具貸与届出状況
対象者　80人
届出件数　200件

3

給付実績の内容に誤りの判明
した事案について、担当の介
護支援専門員に連絡を取り、
適正な申請をすることで給付適
正化を図った。

3

給付実績の内容に誤りの判明し
た事案について、担当の介護支
援専門員に連絡を取り、適正な
申請をすることで給付適正化を
図った。

99
不適切なサービス利用の
調査

介護保険課

認定調査事項とサービス内容を比較して、不
適切なサービス利用が疑われる場合は、介
護支援専門員（ケアマネジャー）への聞き取
り調査を行い、適正な給付を指導します。

認定調査事項とサービス内容を
比較して、不適切なサービス利
用が疑われる場合、介護支援専
門員（ケアマネジャー）への聞き
取り調査を行う

継続 継続 継続
不適切なサービス利用が疑われ
るケースの調査及び必要に応じ
た過誤申立の依頼

認定調査員に調査事項（指針）
の周知を図る

3
指針を作成し認定調査員への周
知を図った。

認定調査員に調査事項（指針）
の周知を図る

3 認定調査員への周知を図った。
認定調査員に調査事項（指針）
の周知を図る

3
認定調査員への周知を図っ
た。

3 認定調査員への周知を図った。

100 介護支援専門員研修 介護保険課

八王子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
ターと共に、介護保険制度の要である介護
支援専門員（ケアマネジャー）への研修を体
系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ます。

研修実施回数　20回
（平成28年度）

継続 継続 継続
引き続き介護支援専門員が行う
ケアマネジメントの質の向上を図
る

研修実施回数　18回
述べ参加者数　1,494人

3

介護支援専門員等がケアマネジ
メントを実施するうえで必要とな
る知識及び技術を継続的に受講
することができた

研修実施回数　17回
述べ参加者数　1,165人

3

介護支援専門員等がケアマネジ
メントを実施するうえで必要とな
る知識及び技術を継続的に受講
することができた

研修実施回数　9回
述べ参加者数　1,300人

3

介護支援専門員等がケアマネ
ジメントを実施するうえで必要
となる知識及び技術を継続的
に受講することができた

3

介護支援専門員等がケアマネジ
メントを実施するうえで必要とな
る知識及び技術を継続的に受講
することができた。

101
ケアマネジャーガイドライン
改訂

介護保険課

平成27年度に発行した介護支援専門員（ケ
アマネジャー）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
あわせ改訂し、八王子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を通じ
て配布・周知することで、給付の適正化を図
ります。

1,000部発行済み 継続 継続 継続
平成30年度に改訂を行い、普
及・周知を図る

2018ガイドラインの改訂版を
1,000部発行

3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
実現に繋がっている。

2018ガイドラインの改訂版の配
布

3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
実現に繋がっている。

2018ガイドラインの改訂版の配
布

3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
の実現に繋がっている。

3

市内在勤の介護支援専門員に
配布。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
実現に繋がっている。

102
適正な介護保険施設など
の配置と運営

高齢者いきいき課

本市が実施した、「要支援・要介護認定者調
査」の結果によると、在宅での生活を希望す
る方が53.1％と最も高い割合となっていま
す。この在宅生活を望む市民ニーズに加え、
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができることをめざす「地域包括ケ
アシステム」を強化するため、小規模多機能
型居宅介護をはじめとした、在宅介護を支え
る地域密着型サービスの整備を中心に進め
ていきます。

- - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護　２か所
小規模多機能型居宅介護（サテ
ライト型を含む）及び看護小規模
多機能型居宅介護　６か所
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）　３
か所

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護１か所及び認知症高齢者グ
ループホーム１か所の整備希望
事業者の申込みに対し審査を行
い、整備を進める。

2

第７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11か所に対し、２か所
の整備希望事業者を決定するに
至った。
未決定である９か所のサービス
については、令和元・２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か所が開設。ほかに認知
症高齢者グループホーム1か所
が整備決定されたが、決定事業
者の辞退があった。

2

第７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11か所に対し、1か所開
設、1か所整備中、1か所決定辞
退（次年度再公募）となってい
る。未決定となっている9か所の
サービスについては、令和2年度
での整備事業者決定を目指す。

認知症高齢者グループホーム１
か所が12月に開設されるほか、
認知症高齢者グループホーム2
か所及び小規模多機能型居宅
介護1か所が整備決定。

2

第7期計画で掲げた整備目標
数である地域密着型サービス
11か所に対し、1か所開設、4
か所整備中となっている。未決
定となっている6か所のサービ
スについては、今年度の募集
期間を延長して整備事業者決
定を目指す。

2

第7期計画で掲げた整備目標数
である地域密着型サービスのう
ち、認知症高齢者グループホー
ムに関しては、整備目標数に到
達した。しかし、小規模多機能型
居宅介護・看護小規模多機能型
居宅介護5か所及び定期巡回・
随時対応型訪問介護看護1か所
については、未決定となってい
る。
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