
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート
市町村名 七戸町
所属名 健康福祉課
担当者名 主幹　松﨑恵美子

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成

区分 現状と課題 第７期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

多職種と連携して、自立支援・重
症化防止等に資する観点から個別
事例の検討を行い、対応策を講じ
る。

【地域ケア会議における多職
種連携】

平成29年度　講じている
令和2年度　講じる

介護支援専門員、病院相談員、薬剤師、地域包
括支援センター、健康福祉課等が参加し、個別
事例の検討（令和2年度は9事例）を行い、支援を
検討すると共に地域課題についても整理した。重
症化防止となった好事例もあり、参加者からは、
多くの事例を知ることで自分の担当者の支援に
活かすことができたとの感想あり。

○

【課題】　今後も継続して、地域のネットワーク構築、ケアマネ
ジメント支援、地域課題の把握が必要。
【対応策】　専門職に参加いただき、自立支援・重症化防止の
視点から個別事例の検討を積み重ねていく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

介護支援専門員のニーズに基づい
て、多様な関係機関・関係者との
意見交換の場を設定する。

【多職種連携】
平成29年度　行っている
令和2年度　年1回行う

身寄りがない方が亡くなり周囲が対応に困った事
例があり、介護支援専門員、病院相談員、施設
職員、生活保護ケースワーカー、役場等が参加
し、各機関の役割を共有すると共に対応を検討し
た。（令和3年1月12日開催。27名参加）

○
【課題】　介護支援専門員のニーズに沿ったテーマの設定。
【対応策】　介護支援専門員からの相談や検討事例から課題
を把握し解決に向け取り組んでいく。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

介護支援専門員から受けた相談事
例の内容を整理・分類した上で、
経年的に件数を把握する。

【相談事例の把握】
平成29年度　未実施
令和2年度　年度ごとに行う

R2年度の相談件数は実68件、延212件。内容で
は介護サービス利用に関する内容が一番多く
なっている。虐待対応や成年後見制度利用、家
族への支援等、複合的に課題を持つ事例が多
く、必要に応じ支援検討会議（実9件）を開催し、
関係機関と連携し支援した。

○
【課題】　複合的な課題を抱える相談の増加。
【対応策】　関係機関と連携した支援の実施。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

地域の医療・介護関係者等が参画
する会議において検討された在宅
医療・介護連携の対応策を具体化
する。

在宅医療・介護連携
【検討策の具体化】

平成29年度　未実施
令和2年度　具体化に努める

　各種会議や連絡会に参加し、現状と課題の把
握に努めた。医療と介護関係者がお互いの業務
を理解し連携した支援となるよう、それぞれの取
り組みの共有が必要なことから、地域ケア個別会
議、町内主任介護支援専門員連絡会の場で情報
共有を図った。

○

【課題】　現状の把握の継続。
【対応策】各種会議や連絡会に参加し現状把握に努め、医療
と介護の関係者がお互いの業務を理解し連携した支援となる
よう情報共有を図る。課題となったことについては対応策を検
討する。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

在宅医療と介護が一体的に提供さ
れる体制の構築に向けて必要とな
る具体的取組を企画・立案した上
で、具体的に実行するとともに、
実施状況の検証や取組の改善を行
う。

在宅医療・介護連携
【検証等】

平成29年度　未実施
令和2年度　実施状況の検証及び改善を行う

　一人暮らしの認知症の方が救急搬送され、主
治医より、救急搬送を解決策にしていないかとの
意見がだされる。高齢者は増えており地域の課
題であり、令和3年5月に医療機関と地域包括支
援センターで事例を振り返り、各機関の役割や認
知症の方の意思を尊重した支援を検討した。

○

【課題】　地域での、意思尊重した支援、看取りについての情
報が不足。また、住民へ何をどのように周知するのか検討が
必要。
【対応策】上記内容について現状を把握し課題整理していく。

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

認知症対策に取り組んでいます
が、認知症の人や家族を支える体
制は十分とは言えません。初期段
階での相談支援の強化、認知症と
いう病気の啓発等を総合的に進め
ていく必要があります。

・認知症総合支援事業の推進
・認知症ケアパスの作成と普
及
・認知症に関する啓発の推進

【目標】
平成29年度　計画未策定
令和2年度　計画策定及び評価し、ＨＰ等で公
表する

【認知症施策の計画的な取組】
（介護保険事業支援計画又は町が定めるその
他の計画等において、認知症施策の取組（「介
護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確
保するための基本的な指針」第二の三の1の
(二)に掲げる取組）について、各年度における
具体的な計画（事業内容、実施(配置)予定数、
受講予定人数等）を定め、毎年度その進捗状
況について評価する。）

（1）令和2年度七戸町認知症総合支援事業計画
を策定し、事業実施状況をまとめ、評価を実施。
（2）令和2年度七戸町地域包括支援センター運営
方針に基づき、認知症に関する啓発を推進。
・広報しちのへの記事掲載(通年で毎月連載)
・町ホームページへの記事掲載
・認知症予防ミニ講話(年2回)
（3）認知症地域支援推進員の配置・活動推進。
・認知症地域支援推進員を配置(3名)
・認知症ケアパス概要版を作成、来所相談者に
認知症ケアパスを配付・活用(5名)
・認知症ケアカフェ設置(1ヶ所・延38名参加)
・アルツハイマー月間普及啓発活動(早期相談の
呼びかけ4ヶ所・延115名)

○

【達成できた要因】
　認知症初期集中支援チーム検討委員会の委員より、年度
毎の事業計画・評価について、ご意見・ご助言をいただき、医
療機関・関係機関との連携により取り組みを進めることがで
きた。
　認知症ケアカフェや認知症予防ミニ講話は、生活支援コー
ディネーターと連携して取り組むことができた。
【課題】
　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策にて、認知症ケ
アカフェや認知症予防ﾐﾆ講話は昨年度より規模縮小しての
開催となった。
【対応策】
　地域の感染症発生状況を確認しながら必要な対策を講じ
て、地域の認知症への理解を深めて地域全体で対応力が向
上するよう啓発活動を継続する。

第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）
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第７期介護保険事業計画に記載の内容 R２年度（年度末実績）

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

認知症対策に取り組んでいます
が、認知症の人や家族を支える体
制は十分とは言えません。初期段
階での相談支援の強化、認知症と
いう病気の啓発等を総合的に進め
ていく必要があります。

・認知症の早期発見・早期対
応
・認知症に対応した介護サー
ビス・相談支援の充実

【目標】
平成29年度　体制を構築している
令和2年度　年度毎に検討内容をまとめる

【初期集中支援チーム】
（認知症地域支援推進員に支援事例について
情報提供し、具体的な支援方法の検討を行う
等、定期的に情報連携する体制を構築する。）

（1）初期集中支援チーム員活動：介護支援専門
員、保健師、社会福祉士等と連携、対象者2名に
早期に集中的に支援。専門医療機関の臨床心理
士を講師に長谷川式スケール学習会を開催(年2
回)。
（2）初期集中支援チーム員会議：専門医、精神保
健福祉士と町チーム員（認知症地域支援推進員
兼任者）で2ヶ月毎に支援検討等を実施（年2
回）。
（3）初期集中支援チーム検討委員会：(1)(2)の職
種に加え看護師、管理栄養士等と連携、支援検
討と情報共有を実施（年1回・書面開催）。
（4）地元の公立病院看護師(認知症ケアチーム)と
の打合せ会：現場の課題やケース支援等の情報
共有・検討を行い、連携体制を強化（年2回）。

◎

【達成できた要因】
　認知症疾患医療センターと連携し、専門医からのご助言を
いただき順調に取り組みを進めることができた。
　地元の公立病院と定期的な打合せの機会を持つことで、連
携体制を強化できた。
【課題】
　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策にて、年度当初
は各事業・活動を休止・延期としたことで、昨年度より規模縮
小しての実施となった。
【対応策】
　地域の感染症発生状況を確認しながら必要な対策を講じ
て、専門医や地元の公立病院だけでなく、様々な関係機関と
の連携体制を拡充していき、早期相談・対応につなげる。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

認知症対策に取り組んでいます
が、認知症の人や家族を支える体
制は十分とは言えません。初期段
階での相談支援の強化、認知症と
いう病気の啓発等を総合的に進め
ていく必要があります。

・認知症になっても安心して暮
らせる地域づくり

【目標】
平成29年度　未実施
令和2年度　年1回の養成講座、フォローアップ
講座の研修を行う

【ボランティアの育成】
（認知症支援に関する介護保険外サービスの
整備、認知症支援に携わるボランティアの定期
的な養成を行う。）

（1）認知症サポーター養成講座：年1回開催し、3
名の認知症サポーターを養成。
（2）七戸町キャラバン・メイト打合せ会：町キャラ
バン・メイトより認知症の本人と家族の声を集め
た。また、町の認知症事業への意見聴取を実施
（年1回・書面開催）。地域住民の理解促進と普及
啓発活動の継続を望む声が寄せられた。
（3）過去の認知症サポーター養成講座の受講者
名簿を整備し、認知症サポーターフォローアップ
講座の対象者を整理できたが、講座の開催はで
きなかった。

△

【達成できなかった要因】
　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策にて、10名以上
の集まりとなる規模の打合せ会・講座・研修会を実施しなかっ
た。認知症サポーター養成講座の開催を希望する団体がな
かった。フォローアップ講座を行うスタッフ数が不足しており、
現状で講座運営が困難な状況であった。
【対応策】
　認知症サポーターフォローアップ養成講座に携わるスタッフ
数を確保できるよう、各種研修会への参加勧奨を進め、認知
症の人や家族を支援する事業スタッフやボランティアの養成
に取り組む。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

　高齢化率が40％を超える中、高
齢者が住み慣れた地域での生活を
継続できるよう互いに支え合う仕
組みづくりや、地域の支え合い活
動が活発になるよう支援をしてい
く。

【活動方針の提示・支援】
生活支援コーディネータ―に
対して町としての活動方針を
提示し、支援を行う。

平成29年度　未実施
令和2年度　把握し検証する

・生活支援コーディネーターに対する活動方針の
提示。
・高齢者の集いの場を町広報誌で紹介し、住民
へ周知することで、生活支援コーディネーターの
活動環境を支える支援を実施。

◎

【課題】
　地域のニーズと資源の状況の見える化
【対応策】
　地域住民に対する生活支援コーディネーターの周知、活動
に対する助言の継続

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

高齢者の地域活動への参加のきっ
かけづくりや地域活動の受け皿づ
くり等を進めていく必要がある。

【通いの場への参加促進】
住民が自ら積極的に通いの場
等に参加する等、介護予防活
動への参加を促進する取組を
推進する。

平成29年度　未実施
令和2年度　把握し検証する

感染症対策で自粛中は、自宅でできる運動の資
料を担い手に配布。担い手から参加者へ配布。
コロナ禍において通いの場再開時、利用中の感
染症対策の情報提供。通いの場新規開設1か
所、継続は7か所。つどいの場は増やせず、参加
者も増えない状況にある。

○

【課題】コロナ禍において新規開設、継続できるよう支援が必
要である。介護予防活動の質の向上のためフレイル予防に
関する知識の提供が必要。
　【対応策】
集まりの場の世話役や介護予防担当、医療・保健・介護一体
化事業担当と連携し支援する。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

　高齢者に対する運転免許証返納
が勧められているが、返納後の代
替策の不備や、返納に対する不安
が解消されない。

【地域資源の開発】
生活支援コーディネーターが
地域資源の開発に向けた具体
的取組（地域ニーズ、地域資
源の把握、問題提起等）を行
う。

平成29年度　未実施
令和2年度　定期的に活動状況の打合せ・報告
を行う

・生活支援コーディネーターが地域ケア個別会議
に参加し、支援者側からの地域ニーズの掘り起こ
しを行う。
・地域住民が町コミュニティバスを利用することで
運転免許証返納後の生活を疑似体験する支援を
実施。

◎

【課題】
　活動から見えてきた地域資源の開発
【対応策】
　生活支援コーディネーターの会議・会合への参加の継続、
地域資源の開発に向けた担当課との協議

①自立支援・介
護予防・重度化

防止

　高齢化率が40％を超える中、高
齢者が住み慣れた地域での生活を
継続できるよう互いに支え合う仕
組みづくりや、地域の支え合い活
動が活発になるよう支援をしてい
く。

【地域資源の開発】
生活支援コーディネーターが
地域資源の開発に向けた具体
的取組（地域ニーズ、地域資
源の把握、問題提起等）を行
う。

平成29年度　未実施
令和2年度　定期的に活動状況の打合せ・報告
を行う

町内会長や民生委員の協力で、地区の1人暮ら
し高齢者、高齢夫婦世帯に対し、地域資源や
ニーズ等のアンケート調査を実施(1地区）。

◎

【課題】
アンケートから見えてきた地域資源の共有、ニーズに対し解
決に向けた支援が必要。
【対応策】
地域での話し合いに向けた支援、社協と連携し、支援する。
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①自立支援・介
護予防・重度化

防止

地域リハビリテーション活動支援
事業（リハビリテーション専門職
等が技術的助言等を行う事業）等
により、介護予防の場等にリハビ
リテーション専門職の関与する仕
組みを設ける。

介護予防事業へのリハビリ
テーション専門職による指導・
助言

平成29年度　未実施
平成30年度　年1回実施
令和元年度　年1回実施
令和2年度　年2回実施

青森県リハビリテーション専門職等派遣調整業
務を活用し、年2回リハビリテーション専門職によ
る講習会を開催。地域で介護予防教室を実施し
ている指導員、世話役に対し、運動プログラムの
充実、自主的に取り組めるよう指導・助言を行
なった。

◎

【課題】介護予防事業を支援できるリハビリテーション専門職
の人材確保が難しい（現在、県事業を活用し広域的に専門職
の派遣調整ができるが、県事業が終了した場合の対応を検
討していく必要がある）

②給付適正化

ケアプラン点検の実施により、自
立支援に資する適切なケアプラン
となっているか、介護支援専門員
の気づきを促す。限度額の高いプ
ランを重点的に確認をし適切な給
付につなげる。

【ケアプラン点検の実施】
平成29年度　要支援のケアプランのみ実施
令和2年度　要支援・介護ともに実施する。年1
回の評価を実施する

要介護の限度額に対する計画率の高いプランを
選定する。計画作成した介護支援専門員から資
料の提出、面談を行い、プランの内容を確認、自
立支援に向けた長期、短期の目標設定等のアド
バイスをした。
ケアプラン点検は2件と件数が少なく、総評価の
実施は行わなかった。

△

【課題】
　職員のケアプラン点検実施スキルが不足。
【対応策】
　県や他市町村の研修会等へ参加する。また、ケアプラン点
検の実施手順マニュアルを作成する。

行は必要に応じて適宜追加してください

3


