
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する評価シート

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

〇地域包括ケアシステム
の構築を図っていく上
で、多職種の専門職がこ
れまで以上に連携する必
要がある。また、情報の
共有や適切なケア方法の
アドバイス等を行うこと
で、適切な処置やリハビ
リが受けられる環境づく
りが求められている。

〇在宅医療・介護の連携強化
・地域の医療・介護の資源の把
握
・在宅医療・介護連携の課題の
抽出と対応策の検討
・切れ目のない在宅医療と在宅
介護の提供体制の構築推進
・医療・介護関係者の情報共有
の支援
・在宅医療・介護連携に関する
相談支援
・医療・介護関係者の研修
・地域住民への普及啓発
・在宅医療・介護連携に関する
関係市区町村の連携

　　　　　　　　　　  (2016年)　 (2017年)  (2018年)  (2020年)
在宅医療・介護
連携推進会議
の開催　              実施（医師会） 　実施　 　実施　　実施
医療・介護関係者
の研修会の開催         1回　 　　4回　　 　4回　　 　4回

在宅医療・介護連携の相談窓口・連携室の設置　2018年より
設置

・在宅医療・介護連携の課題の抽出
と対応策の検討
　　 在宅医療・介護連携推進会議を
開催し、在宅医療・介護連携の課題
の抽出と対応策について検討した。
（コロナにより中止、書面）
・切れ目のない在宅医療と在宅介護
の提供体制の構築
　　多職種による研修会及び座談会
を開催した（5回）
・在宅医療・介護連携に関する相談
支援
　  在宅医療・介護連携支援ステー
ション、在宅歯科医療・
    介護連携支援室「歯ぴねす」によ
る相談支援を行った。
　　　※相談件数…ステーション　24
件
　　　　　　　　　　　　歯ぴねす　31件

◎

・平成31年度に発足したACP
ワーキンググループにて作
成した「人生の最終段階にお
ける意思決定支援ツール」の
普及啓発方法について検討
する。
・入退院時における医療機
関と介護事業者の連携がと
れていないという課題があ
る。岐阜圏域退院支援ルー
ルの利用促進に注力すると
ともに、医療ソーシャルワー
カーとケアマネージャーの意
見交換会を開催する。

①自立支
援・介護
予防・重
度化防止

〇個別ケア会議にて行う
課題分析やケアマネジメ
ント支援の積み重ねを通
じて、地域に共通する課
題や有効な支援策を明ら
かにし、地域に不足する
資源の開発や有効な支援
策の普遍化が必要。

〇地域ケア会議の充実
・地域ケア個別会議の開催
・圏域ごとの地域ケア検討会議
の開催
・地域ケア推進会議の開催

　　　　　　　   　（2016年）  (2017年)　（2018年）  (2020年)
地域ケア
個別会議
の開催　　　　　   　  ―　　　　　 3回　     　84回      84回
圏域ごと
の地域ケア
検討会議の開催　     ― 　        0回　　　　 0回　 　  14回

地域ケア推進会議
の開催　                ―  　　　　 0回          0回　　  実施
 

・地域ケア個別会議の開催　（4回）
・圏域ごとの地域ケア検討会議　（0
回）

○

令和２年度は、新型コロナ
ウィルスの影響により地域ケ
ア個別会議の開催は大幅な
減となり、地域ケア検討会議
は開催ができなかった。令和
3年度では、webを利用した
会議の開催を検討しながら
各地域包括支援センターと
の連携を図っていく。

第７期介護保険事業計画に記載の内容 令和２年度（年度末実績）



①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇認知症になっても、本
人の意思が尊重され、住
み慣れた地域で安心して
暮らせるよう、本人の状
態に応じたサービスを提
供するとともに、医療機
関や介護事業所、地域包
括支援センターなどと連
携を図りながら、認知症
に対する正しい知識の普
及と人材の育成が求めら
れている。

・認知症サポーター養成講座の
推進

　　　　　　　(2016年) 　(2017年)　　(2018年)　  (2020年)
認知症
サポー
ターの数　15,158人　　18,741人　　21,965人　　20,615人

・認知症サポーター養成講座を実施
（小中学生を対象とした認知症キッズ
サポーター養成講座は新型コロナウ
イルスの影響により中止）
（200人受講　累計25,407人）

○

新型コロナウイルスの影響
により、認知症サポーター養
成講座や認知症カフェなど
の集いの場等が開催できな
かったため、感染防止対策を
考慮した開催方法等の再検
討が必要。
認知症サポーターが地域に
貢献できる仕組みづくりや認
知症者対応模擬訓練など、
認知症になっても住み慣れ
た地域で暮らし続けられる支
援策が今後さらに必要であ
る。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇認知機能の低下が原因
とみられる事故の発生
や、徘徊・行方不明など
が社会問題となってお
り、認知症高齢者の対策
が喫緊の課題となってい
る。

・脳の活性化、認知機能の低下
を予防する取り組みの推進

　　　　　　　　（2016年） 　(2017年)　（2018年）  (2020年)
脳の活性化
に向けた取
り組みの
参加者数      1,909人　　1,793人　　2,347人　　2,000人

脳のパワーアップ教室　参加者数　0
人

△

新型コロナウイルス感染症
の影響により教室を開催す
ることができなかったため、
自宅で手軽に実施できる体
操の動画を制作しYouTube
にて配信した。
教室への参加を楽しみにし
ている高齢者は多く、教室の
認知度も高まってきているこ
とから、令和3年度は感染防
止対策を徹底し、教室を開催
する予定。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇加齢による疾病だけで
なく、不規則な食生活・
運動不足から生活習慣病
を発症し、治療する人が
多い。

運動や食事などの生活習慣を基
本として、健康的な生活習慣に
向けた改善を促すなど、健康づく
りを実践することの必要性や介
護予防の重要性について、普及
啓発を行う。

　　　　　　　　  　 (2016年)　(2017年) （2018年）　(2020年)
健康検査の
受診率向上        32.7％　　35.3％　 　37.6％　　 40％

特定保健指
導の実施率の向上 19.8％　　22.8％ 　　23.7%  　　30％

・特定健診の対象者のうち未受診者
に受診勧奨や生活習慣病予防の啓
発を行った。
・特定健診の受診者のうち、特定保
健指導の対象とされた者に対し、生
活習慣病の重症化防止に努めた。 ◎

あらゆる機会を通じて、特定
健診と特定保健指導の受診
勧奨に努める。
 ※令和2年度の受診率、実
施率が出るのは令和3年10
月頃



①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇元気な高齢者と支援が
必要な高齢者を分け隔て
ることなく、参加者や通
いの場が継続的に拡大し
ていくような介護予防事
業を推進し、要介護状態
になることを可能な限り
予防するとともに、重度
化防止の推進、健康の維
持や改善に取り組む必要
がある。

介護予防事業（運動・口腔）
・筋力アップ運動など簡単にでき
る運動を楽しく行うことで、運動
機能の向上を図る
・生活習慣として正しい口腔清掃
の必要性と口の機能の重要性に
ついて理解を深めることで、口腔
機能の低下を予防する。
・口腔清掃の指導、摂食、嚥下
機能に関する機能訓練の指導
等を実施する。

　　　　　　　　（2016年）　（2017年） 　（2018年） 　（2020年）
介護予防
事業への
参加率        26％　 　　 　 -％ 　　　 　 -％         35％

地域にお
ける介護
予防教室
の開催        72回　　　　 44回         67回 　　　150回

地域における介護予防教室の開催
26回
　【内訳】
　　・体から始まる健康教室　13回
　　・お口から始まる健康教室　4回
　　・ハツラツシニアの栄養教室　9回

△

新型コロナウイルス感染症
の影響により年度の半分以
上は教室の開催を断念した
ため、自宅で手軽に実施で
きる体操の動画を制作し
YouTubeにて配信した。
講師派遣型の介護予防教室
の需要は高いため、令和3年
度は、新たに追加で「リハビ
リテーション専門職による運
動教室」も開催する予定。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇高齢者の健康長寿を祝
福する市民意識を高め、
すべての市民の連帯と協
力により、高齢者にやさ
しいまちづくりを推進し
ている。また、小中学校
において、社会福祉協議
会による福祉推進校の指
定や、総合的な学習の時
間、道徳の時間等を通じ
て、学校教育の中で福祉
の心を育てるための取り
組みを行っている。
これからも継続的に高齢
者福祉や介護についての
理解の促進を図り、高齢
者が安心して暮らすため
の環境づくりが求められ
ている。

近隣ケアグループの活動の推
進・支援
・一人暮らしの高齢者や高齢者
世帯など、さまざまな不安や不
自由を感じながら生活している
人が、地域の中で安心して暮ら
していけるよう、誰でも無理
なくできる「見守り・声かけ活動」
を行う。
・活動経費の助成やボランティア
保険加入、グループ員への研修
により、近隣ケアグループ活動
が活発になるよう支援していく。

　　　　 　（2016年） 　（2017年）　　（2018年）　　（2020年）
福祉体験
学習の参加者57人　  　  　79人 　　    　68人      　100人

近隣ケア
グループ
の登録者     2,164人　  　2,156人　   　2,310人     　2,500人

ふれあい
バス・ふれ
あいタクシ
ーの利用者 198,632人　213,930人　 230,427人　延べ200,000
人

福祉体験学習の参加者　　0人
近隣ケアグループの登録者数　2,024
人
ふれあいバス・ふれあいタクシー利
用者数　187,040人

◎

近隣ケアグループについて
は、活動経費の助成やボラ
ンティア保険加入などを支援
している。近隣ケアグループ
のメンバーは、自治会の役
員が変わるたびに大きく変わ
るため、活動を継続していた
だく方が少ないこともあり、登
録者数が減少傾向にある。
ボランティアの確保が課題で
ある。



①自立支
援・介護
予防・重
度化防止

〇高齢者が趣味や特技、
サークル活動等を通じて
地域住民と触れ合う場が
作られている。この活動
などで得た技能や経験を
活かしてボランティア活
動を行うなど、生活支援
サービスの担い手となる
ことで、高齢者の日常生
活上の支援体制の充実と
高齢者の社会参加を一体
的に図り、要介護状態に
なることをできる限り予
防していく取組みが求め
られている。

高齢者趣味のクラブ活動の支援
として、シニア文化祭においての
参加、発表の場を設けている。

高齢者趣味のクラブに登録した人の数

   (2016年) 　(2017年)　（2018年）　(2020年)
    1,034人  　 1,034人　  1,094人　　1,100人

高齢者趣味のクラブに登録した人の
数　登録人数　　　1,134人

◎

登録者数は減少傾向である
が、目標値に近い数値で登
録している。今後、より高齢
化率が高まる中、登録者数
の減少が進むと予想される
ため、広報紙やウェブサイト
などを利用し、登録者数の増
加に向け広報していく。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇高齢者の就業機会の増
大と福祉の増進を図る事
を目的とし、補助金の交
付を行っているが、近年
では徐々に登録者数が減
少している。就労により
生活支援サービスの担い
手となることで、高齢者
の日常生活上の支援体制
の充実と高齢者の社会参
加を一体的に図り、要介
護状態になることをでき
る限り予防していく取組
みが求められている。

シルバー人材センター運営への
支援として、補助金を交付し高齢
者の就労の機会を増やす為の
支援を行っている。

シルバー人材センターに登録した会員数

   (2016年) 　(2017年)　　(2018年)　　(2020年)
      715人  　　 684人　   　670人　 　　850人

シルバー人材センター登録人数
625人

○

新型コロナウィルスの影響な
どにより、登録会員数の減少
が進んでいる。令和3年度か
らは福祉センターや大型
ショッピングセンターへのチ
ラシの設置等による広報活
動や、就業に必要な講習会
を開催確するなど、登録者数
の増加を図っていく。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇ハイカレッジ・ライフ
カレッジは、60歳以上の
方なら、誰でも参加で
き、仲間と共に教養を高
め、生き甲斐作りや社会
参加にも役立っている。
引き続き参加者数の確保
や増加に取り組む。

ハイカレッジ・ライフカレッジを受
講の促進

ハイカレッジ・ライフカレッジを受講した人の数

   (2016年) 　　(2017年)　　(2018年)　　(2020年)
　    575人 　  　 609人   　　　589人  　　600人

ハイカレッジ・ライフカレッジを受講し
た人の数　387人

△

新型コロナウィルスの影響に
より、中止となったメニューが
あり受講者が減少した。引き
続き目標受講者数の確保の
ため、より一層興味のある内
容の精査や、広報活動を
行っていく。



①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇高齢者の日常生活上の
支援体制の充実と高齢者
の社会参加を一体的に図
り、とじこもりなどをで
きる限り予防して生きが
いづくりなどの取り組み
が求められている。地域
における支え合いの活動
拠点づくりとしてボラン
タリーハウス等の運営を
推進している。より活発
な活動を推進していくこ
とが求められている。

ボランタリーハウス等の活動支
援

地域における支え合いの活動拠点の数

　(2016年)　　 (2017年)　　（2018年）　　(2020年)
　　97拠点　 　103拠点　　　106拠点　　120拠点

地域における支え合いの活動拠点
の数　　100拠点

◎

新型コロナウイルスによる外
出自粛等の影響で、ボランタ
リーハウスの運営が困難に
なる等で、昨年度実績から5
拠点減少した。
ボランタリーハウス等の存在
（目的や活動内容など）を周
知することで、新たに地域で
活動を起こしていく必要があ
る。広報紙やウェブサイトな
どを利用して、活動目的や内
容を周知していく。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇高齢者が生活支援サー
ビスの担い手となること
で、高齢者の日常生活上
の支援体制の充実と高齢
者の社会参加を一体的に
図り、要介護状態になる
ことをできる限り予防し
ていく取組みが求められ
ている。ボランティア等
の生活支援の担い手の発
掘、養成が課題である。

生活支援の担い手を養成する
「生活支援サポーター養成研修」

の開催

生活支援の担い手を養成する「生活支援サポーター養成研
修」の修了者数

　(2016年)　   (2017年)　　　（2018年）　　　 　(2020年)
　　　－　　　　 　56人　　29人（累計85人）　 累計200人

生活支援の担い手を養成する「生活
支援サポーター養成研修」の修了者
数   40人（累計125人）

△

生活支援サービスの担い手
は、今後一層必要とされてい
く。また、高齢者の社会参加
が求められていることから、
「自らが、生活支援サービス
の担い手である」ことを認識
してもらい、登録者数を増や
していくことが課題である。
広報紙やウェブサイトを利用
した周知を行うことに加え、
地域の高齢者などの集まり
（例えば「わがまち茶話会」
や、ボランタリーハウスなど）
に顔を出して、研修への参加
を促していく。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇高齢者の介助、介護者
が、介護が原因で離職す
ることのないような環境
づくりが求められてい

る。介護保険制度や介護
休業制度の利用や手続き
について周知を図る必要

がある。

介護離職者を無くすための支援
　

「主な介護者が仕事を辞めた」と答えた人の割合

  (2016年) 　(2017年)　(2018年)　(2020年)
      7％      　 －  　      －        　0％

介護保険制度を活用することで、介
護離職の防止に努めたが、「主な介
護者が仕事を辞めた」と答えた人の
割合 が10.9％との調査結果であっ
た。

○

介護休業制度の利用や手続
きにおける周知が不十分。
今後効果的な周知方法を、
関係機関と協議を重ね検討
していく。



①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇地域共生社会の実現に
向けて、住民と行政など
が協働し、住民主体の生
活支援及び介護予防のた
めの活動を行っている
が、活動団体が減少して
いる。

ミニデイサービスの設立の支援 住民主体の生活支援及び介護予防のためのミニデイサービ
スを行った団体数
  （2016年）　（2017年）　（2018年）　（2020年）
 　　－　 　　　10団体　　　8団体　　　9団体

※2017・2018年は実績値、2020年は目標値

住民主体の生活支援及び介護予防
のためのミニデイサービスを行った
団体数 　　 4団体

※新型コロナウイルスの影響により、
5団体は活動自粛

△

新型コロナウイルスの影響
により活動自粛した団体は
あったが、住民主体の介護
予防のためのミニデイサービ
スは、各団体で主体的に実
施されており、介護予防につ
いては地域共生が進んでい
る。一方で、生活支援サービ
スについては、現在のところ
未実施であるため、具体的
な生活支援方法を提案し、
実施が見込めそうな団体を
把握していくことが課題であ
る。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇一人暮らし高齢者な
ど、日常生活を営むうえ
で何らかの支援を必要と
する高齢者が、地域にお
いてできるだけ安心して
暮らすためのサービス提
供が課題となっており、
日常生活のゴミ出しな
ど、内容に見合った対価
を支払うことでサービス
の提供受けられる体制の
充実を図る必要がある。

高齢者いきいき生活サポート事
業に対し補助金を交付し日常生
活に不便を感じている高齢者の
サポートを行っている。

高齢者いきいき生活サポート事業に登録するサポーターの数

  (2016年) 　　(2017年)　（2018年）　(2020年)
      88人　　     90人 　    100人　　　120人

高齢者いきいき生活サポート事業に
登録するサポーターの数 　109人

○

サポーターの登録者数は増
えているものの、支援を必要
としている高齢者に対し不足
傾向が続いているため、事
業の周知を強化するととも
に、社会参加と介護予防に
資する活動であることを市民
に啓発すると共に、新たな取
り組みを検討していく。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇一人暮らし高齢者な
ど、日常生活を営むうえ
で食料品等の日常の買い
物に不便や苦労を感じる
人が、地域においてでき
るだけ安心して暮らすた
めのサービス提供が課題
となっており、買い物困
難者支援事業を推進して
いく必要がある。

買い物困難者支援事業の支援 買い物困難者支援事業の実施

  (2016年) 　　(2017年)　　(2018年)　　(2020年)
      －   　　　 　 実施　    　実施　　　 　実施

買い物困難者の移動支援の実施

◎

住民が主体となって取り組む
移動支援の活動を補助し、
介護予防、社会参加、生活
支援を一体的に推進した。今
後は利用促進のための広報
や、継続性のある体制整備
等の検討が必要。
また、公共交通による公共
施設や商業施設等への移動
支援を推進した。今後は、運
行エリアの拡大等により利便
性の向上を図るなど、利用
者のニーズに合った支援を
推進していく。



①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇地域包括支援センター
の現状と課題を適切に把
握するとともに、円滑な
運営、適切な事業実施の
評価を行う必要がある。

地域包括支援センターにおける
ＰＤＣＡの充実と運営協議会にお

ける評価・検証

地域包括支援センターにおけるＰＤＣＡの充実と運営協議会
における評価・検証
 
 (2016年) 　　(2017年)　　(2018年)　　(2020年)
      －      　　 実施      　実施　　　　　実施

地域包括支援センターにおけるＰＤＣ
Ａの充実と運営協議会における評
価・検証の実施

◎

地域包括支援センターの現
状と課題を適切に把握すると
ともに、円滑な運営、適切な
事業実施のための人員配置
の検討や個別事業の評価を
行った。今後もより一層の適
切な評価を行うため、医師
会、歯科医師会、薬剤師会
などの医療関係者を交えた
意見交換の場として、充実に
努めていく必要があるが、令
和２年度は新型コロナウィル
スの影響により書面評決と
なったため細やかな協議を
心がけていく。

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇高齢者が地域の中で互
いに支え合い、安心して
生活が続けられるよう、
地域住民や関係機関にお
ける見守りネットワーク
の構築が求められてい
る。高齢者がかかえる課
題の解消を図るための相
談できる体制が必要であ
る。

高齢者および家族が生活の困り
ごとについて相談できる体制の
構築

家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手が
いる人の割合

 (2016年) 　　(2017年)　　(2018年)　　(2020年)
     48％         　－ 　      　　－　 　　　58％

家族や友人・知人以外で、何かあっ
たときに相談する相手がいる人の割
合では、59.1％の一般高齢者は配偶
者と回答した。

○

地域包括支援センターや民
生委員・児童委員などを中心
に、高齢者や家族からの多
様な相談や要望に応じ、必
要とする支援の提供、課題
の解決に努めた。今後はより
一層の利用促進のための広
報を行っていく。また、独居
高齢者などの家族へ相談で
きない環境の者への相談窓
口として包括支援センターな
どの周知を図っていく。



①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

〇地域包括支援センター
は、地域包括ケアの中心
拠点として重要な役割を
担っている。現状では認
知度が低く、高齢者の自
立支援のため、存在や役
割を広く周知する必要が
ある。

地域包括支援センターの周知 地域包括支援センターを「知っている」と回答した人の割

  (2016年) 　　(2017年)　　(2018年)　　(2020年)
      46％　         －　  　　　－　　　  　　50％

地域包括支援センターを「知ってい
る」と回答した人の割合では一般高
齢者が45.6％となった。

○

地域包括支援センターの役
割は高齢者の自立支援のた
めに非常に重要である。引き
続き民生委員・児童委員へ
の案内や広報誌やウェブサ
イト等を通じ、広く周知してい
く必要がある。

②給付適
正化

国は、地域実情にあわせ
た地域包括ケアシステム
を深化・推進していくため
には、必要な給付を適切
に提供するための適正化
事業が重要であるとしてお
り、本市では介護保険適
正化計画として、５つの事
業に取り組んでいる。
今後も保険者機能の一環
として、介護保険事業の適
正な運営をさらに目指す必
要がある。

（１）介護給付適正化計画の推進
１．縦覧点検・医療情報との突合
２．ケアプランの点検
３．要介護認定の適正化
４．住宅改修等の点検
５．介護給付費通知

（２）介護サービスの基盤整備
2019年度に市東エリアに地域密
着型特定施設を整備

（1）介護給付適正化計画の推進
1.縦覧点検・医療情報との突合について
　国保連合会から、提供されたサービスの整合性、算定回
数・算定日数等の点検を行うため、、縦覧点検の情報を年２
回もらい点検。また受給者の後期高齢者医療や国民健康保
険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や
提供されたサービスの整合性の点検を行う医療情報との突
合情報を毎月受けとり点検。これにより、不適切な保険給付
を減らし、健全な介護保険運営を行っていく。2016年実施率
100％　2020年目標　継続
2.ケアプランの点検
　訪問や抽出等によるケアプランの確認。介護支援専門員の
「気づき」を促すとともに「自立支援に資するケアマネジメント」
の実践に向けた取り組みの支援を目指す。 2016年67件
2020年目標件数　年間80件
3.要介護認定の適正化
　委託調査に対する事後点検を実施。2016年実施率100％
2020年目標　継続
　調査員を対象に研修を行うとともに、認定審査委員に対して
要介護認定審査会連絡会を定期的に開催。適正かつ公正な
調査を行い、適正な認定を行えるよう、平準化を図る。研修及
び連絡会の開催　2016年合計4回　2020年目標　合計5回
4.住宅改修等の点検
　住宅改修の全件点検により、内容が自立支援に繋がるもの
であるか、適切な内容となっているかを確認。
　福祉用具利用者等に調査等を行い、必要性や利用状況等
を確認。
 5.介護給付費通知
　受給者本人に対して、事業者からの介護報酬の請求及び
費用の給付状況等について通知。
（2）介護サービスの基盤整備
2019年度に市東エリアに地域密着型特定施設を整備。

（１）介護給付適正化計画の推進
1.縦覧点検・医療情報との突合　　確
認の実施率100％
2.ケアプランの点検
　抽出訪問　0件（新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため延期）
　抽出による書面確認　173件
  合計　173件
3.要介護認定の適正化
　委託調査に対する事後点検実施
率100％。
　認定審査委員連絡会  （新型コロナ
ウイルス感染拡大防
　止のため書面での研修会）1回開催
　調査員研修　0回（新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止）
　調査票の書面チェック　4,391件（全
件）
　認定調査の訪問チェック　2件（抽
出）
4.住宅改修等の点検　　100％実施
　住宅改修の点検　565件実施（全
件）
　福祉用具購入・貸与調査　593件実
施（貸与については
  抽出）
5.介護給付費通知
　20,816件発送
　・6月、9月、12月、3月に発送（3か
月ごと）
（２）介護サービスの基盤整備
令和2年3月に地域密着型特定施設
を計画通り開設済

◎

(1)介護給付適正化計画の推
進
１．次年度も継続して実施率
１００％とする
２．ケアプラン点検について
は、平成30年度の制度改正
で変更となった
    加算について重点的に点
検を行い、平成31年度、令和
2年度は、違う
　項目で点検を行った。事業
所作成のケアプランの質の
向上のため、
　今後も毎月さまざまな項目
で点検を行っていく。
３．認定の適正化について
は、よりさらに質の向上を高
めるため内容の
　充実を一層図っていく。
    調査票の書面による全件
チェックを行っているため、訪
問チェックに
　ついては現状の件数で問
題ないと判断する。
４．住宅改修の点検について
は、介護支援専門員等が提
出する書類等が
    正確に作成できるよう指
導点検し、効果的でかつ適
正な改修が行わ
    れるよう行っていく。
５．介護給付費通知について
は、定期的に滞ることなく通
知する。


