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大野城市第７期介護保険事業計画に記載した「自立支援、介護予防又

は重度化防止及び介護給付の適正化に関する取組と目標」の評価結果

の公表について（平成３１年度実績分）  

 

      令和２年５月  

      大野城市長寿社会部  長 寿 支 援 課 

                          〃    すこやか長寿課  

 

１ 高齢者の自立支援・重度化防止に関する事業量等の指標及び目標、実績 

 

①介護予防・日常生活支援総合事業における評価指標及び目標、実績  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

一般介護予防事業参加者数  7,800 人  5,748 人  × 

通所型サービスＣ参加者数  120 人  47 人  × 

介護予防ボランティア登録者数  140 人  173 人  ○  

 

②地域ケア会議推進事業における評価指標及び目標、実績  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

ケアマネジメント調整会議におい

て事例提供した事業所数  
15 事業所  29 事業所  ○  

 

③生活支援体制整備事業における評価指標及び目標、実績  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

把握した地域資源の数  250 ヵ所  831 ヵ所  ○  

 

④認知症総合支援事業における評価指標及び目標、実績  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

認知症初期集中支援チームによる

支援者数  
40 人  29 人（※）  ○  

※支援すべきケースについては全て支援を行っているため、「○」とした。  
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２ 高齢者の自立支援・重度化防止に関する効果・成果指標及び目標、実績 

 

①要介護・要支援認定率（第１号被保険者）  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

要介護・要支援認定率（第１号被

保険者）  
15.1％  14.8％  ○  

（指標根拠）各年９月末現在の要介護等認定者数の割合  

※目標値を下回っている（認定者が少ない）ことから、「○」とした。  

 

②主体的健康感が良好な高齢者の割合  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

主体的健康感が良好な高齢者の割

合  
80％  76.8％  × 

（指標根拠）ニーズ調査から「現在あなたの健康状態はいかがですか」という

問いに「とてもよい」と「まあよい」と回答した人の割合  

 

③地域での活動（社会参加）の割合  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

地域での活動（社会参加）の割合  60％  57.3％  × 

（指標根拠）ニーズ調査から「ボランティア、スポーツ関係及び趣味関係のグ

ループ、学習・教養サークル、シニアクラブ、町内会・区、収入のある仕事」の

いずれかに月１回以上参加したと回答した人の割合  

 

④認知症リスク高齢者の割合  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

認知症リスク高齢者の割合  30％  33.9％  × 

（指標根拠）ニーズ調査から「物忘れが多いと感じますか」という問いに「は

い」と回答した人の割合  
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⑤ＩＡＤＬ低下者の割合  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）

低下者の割合  
13％  11.2％  ○  

（指標根拠）ニーズ調査から「バスや電車を使って１人で外出していますか」

等の問いにＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）低下者として評価した人の割合  

※目標値を下回っている（ＩＡＤＬ低下者が少ない）ため、「○」とした。  

 

⑥閉じこもりリスクのある高齢者の割合  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

閉じこもりリスクのある高齢者の

割合  
11％  11.5％  × 

（指標根拠）ニーズ調査から「週に１回以上は外出していますか」という問い

に「ほとんど外出していない」又は「週１回」と回答した人の割合  
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３ 介護給付等に要する費用の適正化への取組と目標設定、実績 

 

①要介護認定の適正化  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

訪問調査同行件数  10 件  10 件  ○  

 

②ケアプラン（介護サービス計画）の点検  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

ケアプランチェック点検件数  120 件  92 件（※）  ○  

ケアマネジャーへの研修会実施回

数  
1 回  1 回  ○  

※点検すべきケースを抽出し、その全てについて点検を行っているため、「○」

とした。  

 

③住宅改修等の点検  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

住宅改修の事前または竣工時点検

件数  
5 件  ５件  ○  

福祉用具利用状況訪問調査件数  10 件  10 件  ○  

 

④医療情報との突合・縦覧点検  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

縦覧点検回数  12 回  12 回  ○  

医療情報との突合回数  12 回  12 回  ○  

 

⑤介護給付費通知  

指標  
目標値  実績値  達成

状況  平成 31 年度  平成 31 年度  

給付費通知送付回数  1 回  1 回  ○  

 


