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（１）施策の実施状況・評価 資料：令和元年度 多治見市地域福祉計画評価委員会 

（令和２年３月１０日） 

【凡例】○：計画通り △：計画より遅れている ✕：未実施  

※【課題】については「（課）」にて表記 

基本
方針 

施策 取組み 評価 取組みの実施状況と課題 

１ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化 

1-1  
地域包括支援 
センターの運営 

(1)総合相談支援業務
の実施 

○ 
包括支援センターによるサロンや公民館等に出張相談
を実施 

(2)権利擁護業務の実施 ○ 認知症講演会に合わせて、成年後見制度の説明を実施 

(3)包括的・継続的ケア
マネジメント支援業務
の実施 

○ 
医療機関やケアマネ等による多職種での地域ケア会議
の実施 

(4)介護予防ケアマネ
ジメント業務の実施 

○ 
高齢者の保健・医療・介護の一体的な実施に向けたケア
マネジメントの実施 

1-2  
生活支援・介護 
予防サービスの
充実 

(1)生活支援サービス
の整備 

○ 
地域社会福祉協議会にて生活支援サービスの実施 
生活支援体制整備推進会議の設置及び開催 

(2)生活支援の担い手
の発掘・育成 

○ 
７地域において人財育成事業を実施 

(課)定年の延長等により、元気な高齢者の担い手発掘
が困難 

(3)介護予防・重度化防
止の推進 

○ 
集いの場等において健康づくり推進員、柔道整復師等を
派遣し、介護予防の実施 

(4)協議体の設置 ○ 第１層協議体の開催及び、第２層協議体を７ヶ所設置 

(5)生活支援コーディ
ネーターの設置 

○ 
第１層コーディネーターを１名設置 

(課)第２層コーディネーターの人材確保 

1-3  
地域ケア会議の
推進・活用 

(1)地域支援ネットワ
ークの構築 

○ 
地域ケア会議の開催により、地域固有の問題共有及び解
決に向けた検討の実施 

(2)高齢者の自立支援
に資するケアマネジメ
ント支援 

○ 
ケアマネジャーがいろいろな視点で考える機会を提供
(課)ケアプラン作成研修会の未実施 

(3)地域課題の把握 ○ 
地域ケア推進会議により地域の課題を把握し、対応策を
検討 

1-4 
地域で住み続け
られる環境整備 

(1)徒歩圏で必要な生活
行為が整うための支援 

○ 
多治見市立地適正化計画に沿った建築相談の実施 
移動販売等の情報収集 

(2)身近な地域における
健康維持の体制づくり 

○ 
８小学校区で一般介護予防講座の開催 
65 歳介護説明会において、食生活、運動、喫煙対策に
ついて周知 

(3)移動手段の確保・ 
移動支援 

○ 
コミュニティバスの路線、時刻表の改正、地域あいのり
タクシーの事業拡大 

(4)サービス付き高齢者
向け住宅の適正な配置 

○ 
建設相談件数：０件 
サービス付き高齢者向け住宅の一覧を作成し、情報提供
の実施 

1-5 
介護者に対する
支援体制の強化 

(1)家族介護者の介護
離職防止とレスパイト
ケアの実施 

○ 
介護事業所と連携し、認知症カフェ、介護家族交流会の
開催 

(2)介護に関する相談
機能の強化 

○ 公民館、サロン等への出張介護相談の実施 

(3)家族（親族）支援を
得られやすい環境整備 

○ 
おとどけセミナーや成年後見シンポジウム等により家
族支援の重要性を周知 

 

 

 

 

基本
方針 

施策 取組み 評価 取組みの実施状況と課題 

２ 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
適
正
化 

2-1  
介護保険 
サービスの提供 

(1)居宅サービス  次頁参照 

(2)施設サービス  次頁参照 

(3)地域密着型サービス  次頁参照 

(4)介護予防・日常生活
支援総合事業 

 次頁参照 

(5)包括的支援事業  次頁参照 

(6)情報提供・相談対応 ○ 
介護事業所一覧を作成し、情報提供の実施 
相談窓口を毎月広報に掲載 

2-2  
介護保険事業の
適正な運営 

(1)ケアプラン点検に
よる介護給付の適正化 

○ 
認定調査票、主治医意見書等との記載内容点検の実施 
事業所のケアプラン点検の実施 

(2)保険者機能の強化 ○ 
ケアマネ協議会とも協力し、事業者・保険者の業務効率
化を実施 

(3)事業者への指導 ○ 
事業所へ指導監査の実施（居宅サービス、地域密着型サ
ービス） 

(4)事故防止と事故対応 ○ 
事故報告書により、各事業所への問合せ、再発防止に取
り組んだ 

2-3  
介護人材の確保・ 
育成と技術向上 

(1)介護従事者の働く
環境の向上 

△ 
ＩＣＴ、介護ロボット活用に向けた研修会の参加 
(課)市単独でなく、県や事業所と連携した取り組みが
必要 

(2)事業者間連携と多
職種連携 

○ サービスネットワーク会議、地域ケア会議の実施 

(3)介護現場の魅力発信 ○ 小中学生向けの介護体験教室の実施 

(4)ライフサポーター
（生活支援員）制度の
実施 

○ ライフサポーター（生活支援員）育成講座の実施 

３ 
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進 

3-1 
地域で住み続け
られる環境整備 

(1)医療・介護の資源の
整理 

○ 各種システムによる情報収集の実施 

(2)課題の抽出と対応
策の整理 

○ 在宅医療・介護連携推進会議による課題の抽出を実施 

3-2 
在宅医療・介護の
連携強化 

(1)医療・介護の切れ目
ない提供体制の強化 

○ 各種連携シートを作成し、情報連携の実施 

(2)在宅医療・介護関係
者に関する相談支援 

○ 医師や訪問看護師による連駅相談窓口の開設 

(3)関係市町との連携 ○ 
東濃圏域における在宅医療・介護連携推進圏域別研究会
への参加 

3-3 
普及啓発と研修
の実施 

(1)在宅医療・介護関係
者への研修の実施 

○ 
在宅歯科医療における多治見市在宅医療・介護連携推進
事業研修会の開催 

(2)市民への普及啓発 ○ 
65 歳介護説明会や住民啓発用パンフレットにて啓発活
動の実施 

  

３ 前期（第７期）計画の実施状況及び評価 
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基本
方針 

施策 取組み 評価 取組みの実施状況と課題 

４ 

認
知
症
施
策
の
推
進 

4-1  
認知症に対する
理解と啓発 

(1)認知症サポーター
養成講座の継続 

○ 地域住民、企業、中高生に対して養成講座の実施 

(2)認知症理解に関す
る取り組みの実施 

○ 認知症見守り研修会、行方不明高齢者捜索模擬訓練の実施 

4-2  
認知症相談窓口
の充実 

(1)認知症相談窓口の
周知 

○ 
認知症地域支援推進員を増員し、各種事業において推進
員、窓口を周知 

(2)東濃成年後見セン
ターによる成年後見制
度の利用促進 

○ 
東濃成年後見制度におけるシンポジュウムを開催し、 
制度を周知 

4-3  
認知症高齢者と
その家族への 
支援 

(1)認知症初期集中支
援チームの設置 

○ 認知症初期集中チームを設置し、市民に広く周知 

(2)グループホーム等
との連携 

○ グループホームと地域が連携し認知症カフェを開催 

(3)認知症カフェの開催 ○ 
包括支援センター主催による認知症カフェを市内各地
で開催 

(4)家族介護者の支援 ○ 
認知症徘徊訓練を実施。家族介護者の負担軽減のため
に、介護情報や介護支援などの情報交換会の実施 

５ 

生
き
が
い
の
あ
る
生
活
の
支
援 

5-1 
地域で住み続け
られる環境整備 

(1)地域の健康増進・介
護予防活動の支援 

○ 
サロン等で介護予防体操、健康教室、食生活改善教室、
喫煙対策等の活動実施 

(2)高齢者の就労支援 ○ 
シルバー人材センターに新たな事業の提案実施。地域の
高齢者にボランティア活動を支援。 

(3)高齢者の集いの場
への支援 

○ 
月２回以上開催しているサロンに活動費を助成。柔道整
復師等を派遣し介護予防体操の実施 

(4)高齢者支援サービ
スの提供 

○ 
高齢者の集まる集会所のバリアフリー化整備の助成実
施。緊急通報システムの設置 

5-2 
地域の支え合い
活動の支援 

(1)民生委員・児童委
員・福祉委員の活動支援 

○ 
民生委員・児童委員や福祉委員からの情報を適切な関係
機関につなげ、高齢者を支援 

(2)地域力向上推進会
議の開催 

○ 
小泉地域にて地域力推進会議の開設。根本、笠原、滝呂
地域での地域力活動を支援 

(3)ボランティア団体
等への支援 

○ 
地域福祉協議会等と協働して、地域の資源を収集し見え
る化を実施。 

(4)地域の見守り支援 ○ 
孤立死ゼロ・虐待死ゼロのまち協力隊の活動により、高
齢者の異常事態の通報体制の構築 

5-3 
高齢者の社会参
加の促進 

(1)高齢者による地域
貢献への取組み 

○ 
人財育成事業でこれからの地域のつながりの重要性、高
齢者の自身の役割を持つことの重要性の周知 

(2)高齢者の活動支援 ○ 多治見市悠光クラブへの活動費、スポーツ大会等の支援 

(3)地域共生社会の実現 ○ 
他課に跨る支援が必要な場合、適切な情報提供と検討を
行い支援の実施 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護保険サービスの提供状況 

■ 居宅サービス 

① 訪問介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

訪問介護 

①見込み量 回数（回） 188,333 191,093 

②実績 回数（回） 179,445 187,838 

進捗率②/①×100 （％） 95 98 

 

② 訪問入浴介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防訪問入浴 

①見込み量 回数（回） 60 60 

②実績 回数（回） 145 131 

進捗率②/①×100 （％） 242 218 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

訪問入浴 

①見込み量 回数（回） 5,107 5,206 

②実績 回数（回） 3,943 4,296 

進捗率②/①×100 （％） 77 83 

 

③ 訪問看護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防訪問看護 

①見込み量 回数（回） 4,404 4,464 

②実績 回数（回） 4,663 5,547 

進捗率②/①×100 （％） 106 124 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

訪問看護 

①見込み量 回数（回） 25,086 25,488 

②実績 回数（回） 30,874 33,183 

進捗率②/①×100 （％） 123 130 
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④ 訪問リハビリテーション 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防訪問リハビリ

テーション 

①見込み量 回数（回） 422 430 

②実績 回数（回） 532 641 

進捗率②/①×100 （％） 126 149 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

訪問リハビリテー 

ション 

①見込み量 回数（回） 2,375 2,507 

②実績 回数（回） 2,699 2,198 

進捗率②/①×100 （％） 114 88 

 

⑤ 居宅療養管理指導 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防居宅療養管理

指導 

①見込み量 利用者（人） 408 396 

②実績 利用者（人） 581 694 

進捗率②/①×100 （％） 142 175 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

居宅療養管理指導 

①見込み量 利用者（人） 7,668 7,932 

②実績 利用者（人） 11,769 12,599 

進捗率②/①×100 （％） 153 159 

 

⑥ 通所介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

通所介護 

①見込み量 回数（回） 124,421 124,505 

②実績 回数（回） 126,182 133,303 

進捗率②/①×100 （％） 101 107 

 

⑦ 通所リハビリテーション 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防通所リハビリ

テーション 

①見込み量 利用者（人） 576 672 

②実績 利用者（人） 644 686 

進捗率②/①×100 （％） 112 102 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

通所リハビリテー 

ション 

①見込み量 回数（回） 15,642 15,418 

②実績 回数（回） 15,418 14,979 

進捗率②/①×100 （％） 99 97 

⑧ 短期入所生活介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防短期入所生活

介護 

①見込み量 日数（日） 528 576 

②実績 日数（日） 446 692 

進捗率②/①×100 （％） 84 120 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

短期入所生活介護 

①見込み量 日数（日） 54,276 54,384 

②実績 日数（日） 43,781 40,570 

進捗率②/①×100 （％） 81 75 

 

⑨ 短期入所療養介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

短期入所療養介護 

①見込み量 日数（日） 6,048 6,720 

②実績 日数（日） 5,169 6,553 

進捗率②/①×100 （％） 85 98 

 

⑩ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム、ケアハウス） 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防特定施設入居

者生活介護 

①見込み量 利用者（人） 492 516 

②実績 利用者（人） 349 398 

進捗率②/①×100 （％） 71 77 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

特定施設入居者生活 

介護 

①見込み量 利用者（人） 2,160 2,340 

②実績 利用者（人） 2,027 1,989 

進捗率②/①×100 （％） 94 85 

 

⑪ 福祉用具貸与 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防福祉用具貸与 

①見込み量 利用者（人） 3,348 3,420 

②実績 利用者（人） 3,945 4,532 

進捗率②/①×100 （％） 118 133 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

福祉用具貸与 

①見込み量 利用者（人） 17,280 17,376 

②実績 利用者（人） 18,102 18,397 

進捗率②/①×100 （％） 105 106 
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⑫ 特定福祉用具販売 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防福祉用具販売 

①見込み量 利用者（人） 84 84 

②実績 利用者（人） 89 66 

進捗率②/①×100 （％） 106 79 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

福祉用具販売 

①見込み量 利用者（人） 264 276 

②実績 利用者（人） 266 177 

進捗率②/①×100 （％） 101 64 

 

⑬ 住宅改修 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防住宅改修 

①見込み量 利用者（人） 132 132 

②実績 利用者（人） 113 103 

進捗率②/①×100 （％） 86 78 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

住宅改修 

①見込み量 利用者（人） 264 264 

②実績 利用者（人） 205 176 

進捗率②/①×100 （％） 78 67 

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防居宅介護支援（ケアマネジメント） 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防居宅介護支援 

①見込み量 利用者（人） 4,080 3,120 

②実績 利用者（人） 4,992 5,702 

進捗率②/①×100 （％） 122 183 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

居宅介護支援 

①見込み量 利用者（人） 26,748 26,496 

②実績 利用者（人） 28,078 28,552 

進捗率②/①×100 （％） 105 108 

 

 

 

 

 

 

■ 施設サービス 

① 介護老人福祉施設 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護老人福祉施設 

①見込み量 利用者（人） 5,856 6,000 

②実績 利用者（人） 5,796 5,657 

進捗率②/①×100 （％） 99 94 

 

② 介護老人保健施設 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護老人保健施設 

①見込み量 利用者（人） 3,252 3,624 

②実績 利用者（人） 3,104 2,897 

進捗率②/①×100 （％） 95 80 

 

③ 介護療養型医療施設 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護療養型医療施設 

①見込み量 利用者（人） 132 132 

②実績 利用者（人） 78 94 

進捗率②/①×100 （％） 59 71 

 

④ 介護医療院 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護医療院 

①見込み量 利用者（人） 0 0 

②実績 利用者（人） 5 23 

進捗率②/①×100 （％） － － 

 

■ 地域密着型サービス 

① 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

定期巡回・臨時対応型

訪問介護看護 

①見込み量 利用者（人） 0 0 

②実績 利用者（人） 0 0 

進捗率②/①×100 （％） － － 

 

② 認知症対応型通所介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

認知症対応型通所介護 

①見込み量 利用者（人） 36 36 

②実績 利用者（人） 10 9 

進捗率②/①×100 （％） 28 25 
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③ 小規模多機能型居宅介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防小規模多機能

型居宅介護 

①見込み量 利用者（人） 60 60 

②実績 利用者（人） 88 64 

進捗率②/①×100 （％） 147 107 

 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

小規模多機能型居宅 

介護 

①見込み量 利用者（人） 588 612 

②実績 利用者（人） 516 486 

進捗率②/①×100 （％） 88 79 

 

④ 認知症対応型共同生活介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

認知症対応型通所介護 

①見込み量 利用者（人） 2,340 2,376 

②実績 利用者（人） 2,320 2,244 

進捗率②/①×100 （％） 99 94 

 

⑤ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム） 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

①見込み量 利用者（人） 696 696 

②実績 利用者（人） 710 707 

進捗率②/①×100 （％） 102 102 

 

⑥ 地域密着型通所介護 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

地域密着型通所介護 

①見込み量 回数（回） 98,388 99,216 

②実績 回数（回） 66,795 67,182 

進捗率②/①×100 （％） 68 68 

 

■ 介護予防・日常生活支援総合事業 

① 訪問型サービスＡ 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

訪問型サービスＡ 

①見込み量 回数（回） 3,106 3,168 

②実績 回数（回） 3,199 3,208 

進捗率②/①×100 （％） 103 101 

 

 

 

② 訪問型サービスＢ 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

訪問型サービスＢ 

①見込み量  0 0 

②実績  75 62 

進捗率②/①×100 （％） － － 

 

③ 通所型サービスＡ 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

通所型サービスＡ 

①見込み量  5,726 5,840 

②実績  5,717 6,068 

進捗率②/①×100 （％） 100 104 

 

④ 通所型サービスＢ 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

通所型サービスＢ 

①見込み量  163 166 

②実績  587 601 

進捗率②/①×100 （％） 360 362 

 

⑤ 介護予防居宅介護支援 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

介護予防居宅介護支援 

①見込み量  5,430 5,538 

②実績  4,979 5,709 

進捗率②/①×100 （％） 92 103 

 

⑥ 包括的支援事業 

 平成 30（2018）年 令和元（2019）年 

包括的支援事業 

①見込み量  7,800 8,500 

②実績  8,689 8,993 

進捗率②/①×100 （％） 111 106 

 

 


