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第７期介護保険事業支援計画の進捗状況報告 

（県の取組と、目標に対する自己評価まとめ） 
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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 

取組についての目標に対する自己評価（令和元年度）のまとめ 

 

≪自立支援、介護予防・重度化防止の推進≫ 

○現状と課題 

2025 年、2040 年に向けて、高齢者世帯の増加や認知症高齢者の増加という社会変化や、

地域ごとに異なる介護需要を踏まえた対応が求められていることから、住民の多様な生活支

援ニーズに応える、高齢者を含めた地域の支え合いの体制づくりを推進する必要がある。 

○取組の実施内容、実績（資料２－２から抜粋） 

 達成目標 達成目標 取組実績 評価 評価理由 

５ 
県の支援事業を活用した
市町数（累計） 

2018（4市町） 

2019（６市町） 
2020（８市町） 

８市町 ◎ 
支援を通じ、市町における環境整備に向けた地域課題の
整理や必要な支援の具体化が進んでいるため 

10 
生活支援コーディネーター

養成講座の開催回数 

2018（２回） 
2019（３回） 
2020（３回） 

２回 ○ 
目標回数は開催できなかったが、基礎研修とスキルアッ
プ研修を分けて実施したことで、横のつながりの構築や、
有益な情報提供に繋げることができたため。 

20 
かかりつけ医の認知症対
応力向上研修受講者数 

2018（2,500人） 

2019（2,600人） 
2020（2,750人） 

2,660人 × 
コロナウイルス感染症の拡大防止のため、研修を実施で
きなかったため。 

21 
認知症サポート医養成研

修受講者数（累計） 

2018（109人） 
2019（119人） 
2020（129人） 

135人 ◎ 
様々な地域から診療科も多様な先生方が認知症サポート
医養成研修を受講したことで、認知症の人への支援体制
の構築につながったため。 

22 
歯科医師の認知症対応力
向上研修受講者数（累計） 

2018（170人） 

2019（210人） 
2020（250人） 

452人 ◎ 
研修を実施したことで、認知症の人への支援体制構築の
担い手が増えたため。 

23 
薬剤師の認知症対応力向

上研修受講者数（累計） 

2018（280人） 
2019（330人） 
2020（380人） 

355人 ◎ 
研修を実施したことで、認知症の人への支援体制構築の

担い手が増えたため。 

24 
看護職員の認知症対応力
向上研修受講者数（累計） 

2018（300人） 

2019（400人） 
2020（500人） 

300人 ○ 
目標値は達成していないが、研修を実施したことで、認知
症の人への支援体制構築の担い手が増えたため。 

25 
認知症介護基礎研修受講

者数（累計） 

2018（303人） 
2019（403人） 
2020（503人） 

421人 ○ 
年間目標（100 人）に対して一定数（94 人）の人材を養成
し、認知症介護に必要な基礎的な知識や技術を習得した
職員が増えたため。 

26 
認知症介護実践者研修受
講者数（累計） 

2018（4,286人） 

2019（4,526人） 
2020（4,766人） 

4,509人 ○ 

 年間目標（240 人）に対して一定数（220 人）の人材を養

成し、認知症介護に関する実践的な技術を習得した職員
が増えたため。 

27 
認知症介護指導者研修受

講者数（累計） 

2018（29人） 
2019（32人） 
2020（35人） 

29人 ○ 
 年間目標（3人）に対して一定数（2人）の人材を養成し、
専門的知識・技術の普及に取り組む指導者が増えたた
め。 

28 
若年性認知症に関する学
習会の開催回数 

2018（３回） 

2019（５回） 
2020（７回） 

５回 ◎ 
 松山市医師会と連携した研修会を開催したことで、医師
への理解促進が図られた。 

※評価は、事業の目的に対する進捗状況を考慮して 4 段階（◎、○、△、×）で表すため、必ずしも目標の達成状況
とリンクするものではない。 

○まとめ（考察した現状・課題と対応策） 

市町の自己評価には、県の各種研修や育成を、引き続き実施してほしいと記載があり、一

定の評価をいただいている。 

生活支援コーディネーターの養成は、県も支援を充実させているが、サービスの創出に至っ

ている市町は少ないため、引き続き、研修や情報提供により、好事例の展開を図る必要がある。 

地域ケア会議は、多くの市町で実施されており、困難事例のサービスへの結び付け等につ

ながっているものの、介護予防のための個別会議は、検討中であったり、開催しているが、政

策形成に至っていない市町もあることから、現場に出向いた支援を行っていくことしている。 

認知症高齢者の支援は、各種人材の養成が順調に進んでいることから、その人材に対し、

先進事例等の情報共有を行うことで、認知症の人への支援体制の一層の構築を図り、あわせ

て住民への制度周知を進めていきたいと考えている。 
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≪介護給付適正化の推進≫ 

○現状と課題 

2025 年に向けて介護給付の増加が予想される中、より効率的・効果的な介護給付を行うこ

とにより、持続可能な介護保険制度の構築に資するため、介護給付適正化を推進していくこと

が重要となっている。 

○取組の実施内容、実績（資料２－２から抜粋） 

 達成目標 達成目標 取組実績 評価 評価理由 

２ 
地域分析のための研修会

の開催回数 

2018（３回） 
2019（３回） 
2020（３回） 

１回 ○ 
市町による地域分析の取組を推進するための研修会を
開催し、有益な情報提供を行うことができたが、目標の 3
回開催に至らなかったため。 

３ 
国保連介護給付適正化シ
ステム個別研修を実施す
る市町数（累計） 

2018（７市町） 
2019（14市町） 
2020（20市町） 

１４市町 ◎ 

 国保連介護給付適正化システムの効果的な活用手法
に係る個別研修を計画どおり実施し、市町による給付実

績データを活用したケアプラン点検の実施等に繋げること
ができたため。 

４ 
ケアプラン点検アドバイザ
ーを派遣する市町数（累
計） 

2018（７市町） 
2019（14市町） 
2020（20市町） 

１４市町 ◎ 

 ケアプランの効果的な点検手法等に係る個別研修を計
画どおり実施し、市町職員の点検技能を強化できた他、

当該事業を通じて１保険者が点検体制を新たに構築する
に至ったため。 

※評価は、事業の目的に対する進捗状況を考慮して 4 段階（◎、○、△、×）で表すため、必ずしも目標の達成状況
とリンクするものではない。 

○まとめ（考察した現状・課題と対応策） 

市町の目標達成率はいずれも高く、各市町の積極的な取組によるものと認識しているが、県

が実施する認定調査員研修やケアプラン点検に係るアドバイザー派遣等の市町への各種支

援が、市町の点検体制の構築等につながっており、その一助となっているものと考えられる。 

ケアプラン点検の技術向上や、知識を持った職員の更なる育成、認定調査員の研修内容の

充実を課題としている市町もあることから、県においても、講師やアドバイザー等と協議の上、

支援内容の検討を行い、引き続き保険者機能の強化に取り組む必要がある。 

また、元年度から検討会を実施している、AIを使ったケアプラン点検については、２年度には

検証事業を開始するため、その結果の分析を行い市町支援の一環としていきたい。 

また、新型コロナ感染症の影響により、一部研修について目標回数の実施ができなかったも

のがあるため、令和２年においてフォローしていきたい。 
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第７期介護保険事業支援計画の進捗状況報告 

（県の取組と、目標に対する自己評価結果） 
 



介護保険事業支援計画に記載した、市町村が行う自立支援、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の支援についての目標（令和元年度）に対する自己評価結果 

 

都道府県名：  愛媛県    

ア 取組の支援についての自己評価結果 

項目名 

「自立支援、介護予防・重度化防止」の推進 

目標を設定するに至った現状と課題 

今後、団塊世代が後期高齢者となる 2025 年、さらには団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年に

向けて、高齢単身世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想されている。このような社会

構造の変化や、都市部と中山間地域等、地域によって異なる状況や介護需要などを踏まえた、きめ細か

な対応が求められていることから、市町が中心となって、地域の実情に応じた、住民等の多様な主体に

よる多様なサービスを充実させることにより、住民の多様な生活支援ニーズに応える、高齢者を含め

た地域の支え合いの体制づくりを推進する必要がある。 

取組の実施内容、実績 

介護予防に係る取組として、介護予防従事者やリハ専門職、生活支援コーディネーターに対する研

修を実施するとともに、介護予防市町支援委員会において介護予防に関する事業を調査分析し、実施

評価を踏まえたうえで、広域的な視点から市町が行う介護予防に関する事業について支援を実施した

ほか、地域ケア会議の推進を図るための研修会を実施し、市町での立ち上げ支援を行った。 

認知症に対する取組では、認知症施策推進会議及び、認知症施策市町連携会議を実施し、市町にお

ける認知症施策の取組状況の把握や課題の分析、情報共有等を行うほか、医師等の専門職に対する認

知症対応力向上研修や、介護職員に対する体系的、計画的な認知症介護研修を実施するなど、認知症

ケアに携わる人材の育成を図った。 

また、地域包括ケアシステムの構築に不可欠な介護人材を確保するために、地域医療介護総合確保

基金等を活用した研修事業やイメージアップ事業を実施した。さらに、2023 年に自県開催する「ねん

りんピック」を控え、高齢者大学校の開校等、高齢者スポーツ活動や文化活動の普及啓発に努めた。 

自己評価 

 コロナウイルス感染症の影響により目標の実施回数に至らなかったものもあるが、概ね計画通りに

研修等を実施し、受講者数等の目標を達成している。 

 30 年度の課題等を踏まえ、実施方法や内容の見直しを行っている事業もあり、自立支援・重度化防

止に資する人材育成や体制の構築につながっていると考えられるため、今後も計画に沿って継続的に

事業に取り組んでいくとともに、目標が未達成の事項については、個々の状況を踏まえた事業内容の

改善を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 



イ 管内保険者の自己評価結果の概要 

 管内保険者が掲げる目標として多かった項目を「介護予防・生活支援体制整備の推進」、「地域ケア会

議の推進」、「認知症高齢者への支援」に分類し、自己評価結果の概要をまとめた。 

≪介護予防・生活支援体制整備の推進≫ 

通いの場やサロン、介護予防教室等への参加促進への取組について目標を設定している市町は、概

ね総合評価においてよい結果となっているが、関心層以外に対する啓発や、サロン等の活動維持が難

しい地域への支援等に課題を抱えている市町があるほか、拠点活動の効果測定方法について運動機能

評価以外の評価を検討する必要があるとしている市町もあった。 

また、生活支援コーディネーターの配置・活性化への取組についても、概ね目標を達成している。地

域住民との連携により地域食堂をプレオープンする市町もある等、わずかな進展があるものの、依然

として、サービスや自主グループ等の創設に至っていないことを課題としている市町も多い。 

≪地域ケア会議の推進≫ 

多く市町で地域ケア会議が実施されており、目標回数を設定している市町においては、ほぼ達成で

きているほか、参加者の意識向上やガイドライン作成等の取組につながったとする市町もある一方、

会議の目的が「困難事例の検討」に終始し、抽出された課題の具体的な施策化にまでは至らず、会議の

質的な改善を課題とする市町もある。 

≪認知症高齢者への支援≫ 

認知症サポーターの養成（養成講座参加者数等）を目標とする市町については、概ね目標を達成して

おり、サポーター数は順調に増加している。認知症初期集中支援チームの相談について目標に掲げる

市町においては、相談件数が少ないことから、住民への周知を課題としている。 

 

ウ まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策） 

市町の自己評価結果の中にも、県の実施する各種研修や育成について、引き続き実施して欲しいと

の記載があり、一定の評価があるものと考えている。 

生活支援コーディネーターの養成については、市町も順調に目標達成しており、県の養成講座では、

新たに基礎研修とスキルアップ研修を分けて実施する等、支援を充実させているところだが、活動を

通してサービスの創出に至っている市町は少ないため、引き続き県による育成研修や情報提供を行い、

好事例の横断的な展開等を図っていく必要がある。 

地域ケア会議については、多くの市町で実施されており、困難事例のサービスへの結びつけや参加

者の意識向上等につながっているが、介護予防のための地域ケア個別会議の開催について検討中であ

る市町があるほか、具体的な政策形成には至っていない市町もあることから、今後も引き続き、研修会

や連絡会の実施に加え、現場に出向くことにより、質的な向上を支援する必要がある。 

認知症高齢者の支援においても、認知症地域支援推進員や医療・介護の専門職、認知症サポーター等

の養成が順調に進んでいることから、認知症施策推進会議や市町連携会議を活用し、先進事例の収集

と普及、情報共有等を行うことで、推進員の効果的な活動を通じたサポーターの活用や、かかりつけ医

やサポート医との連携など、認知症の人への支援体制の構築を図る必要があるほか、住民への制度周

知を進める必要がある。 

今後も、各市町において、地域の実情に応じた具体的な自立支援・介護予防・重度化防止の取組が進

められるよう、支援に取り組む必要がある。 

 



介護保険事業支援計画に記載した、市町村が行う自立支援、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の支援についての目標（令和元年度）に対する自己評価結果 

 

都道府県名：  愛媛県    

ア 取組の支援についての自己評価結果 

項目名 

「介護給付適正化」の推進 

目標を設定するに至った現状と課題 

 今後、全ての団塊の世代が後期高齢者となる 2025年に向けて介護給付の増加が予想される中、より

効率的・効果的な介護給付を行うことにより、持続可能な介護保険制度の構築に資するため、介護給付

適正化を推進していくことが重要となっている。 

取組の実施内容、実績 

 地域包括ケア「見える化」システムの効果的な活用手段や地域課題分析に係る研修会を開催したほ

か、国保連介護給付適正化システムに係る専門知識を有するアドバイザーを市町に派遣し、ケアプラ

ン点検や事業所指導等への給付実績データの効果的な活用手法に関する個別研修を実施した。また、

県介護支援専門員協会に所属する主任介護支援専門員を市町に派遣し、市町が有する課題に応じたケ

アプラン点検に係る助言を実施した。 

自己評価 

 新型コロナウイルス感染症の影響により一部研修会等が実施できなかったが、その他は、概ね計画

通りに研修会やアドバイザー派遣を実施できており、市町に対して有益な情報提供を行うことにより、

新たな点検体制の構築につながる等、市町職員の技能を強化できたため、介護給付費の適正化に係る

保険者機能の強化につながっていると考えられる。 

※複数項目に分ける場合には、項目ごとに様式を分けて記入する。 

 

イ 管内保険者の自己評価結果の概要 

 介護給付の適正化に係る主要な事業（「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」）の観点から管内

保険者の自己評価結果の概要をまとめた。 

≪要介護認定の適正化≫ 

 達成目標を掲げる全ての市町で、目標達成している。件数が多いため、点検に時間がかかることを課

題としている市町があるほか、調査員研修の内容の充実を図りたいとする市町もあった。 

≪ケアプランの点検≫ 

 概ね目標を達成しており、県のアドバイザー派遣事業を踏まえ、事務職員のみで点検を実施した市

町もある等、着実にスキルを向上させているが、ケアプラン数に対して、知識を持った職員が不足して

いることから、更なる職員の育成を課題としている市町もあることから、より一層の点検技術の向上

を図ることが求められていると考えられる。 

≪その他≫ 

 医療情報との突合・縦覧点検や介護給付費通知、住宅改修点検については、順調に目標達成してお

り、市町において特に課題と感じていることは無いようである。 



 

ウ まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策） 

市町の目標達成率はいずれも高く、各市町の積極的な取組によるものと認識しているが、県が実施

する認定調査員研修やケアプラン点検に係るアドバイザー派遣等の市町への各種支援が、市町の点検

体制の構築等につながっており、その一助となっているものと考えられる。 

ケアプラン点検の技術向上や、知識を持った職員の更なる育成、認定調査員の研修内容の充実を課

題としている市町もあることから、県においても、講師やアドバイザー等と協議の上、支援内容の検討

を行い、引き続き保険者機能の強化に取り組む必要がある。 

また、元年度から検討会を実施している、AI を使ったケアプラン点検については、２年度には検証

事業を開始するため、その結果の分析を行い市町支援の一環としていきたい。 

また、新型コロナ感染症の影響により、一部研修について目標回数の実施ができなかったものがあ

るため、令和 2年においてフォローしていきたい。 
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【第７期県介護保険事業支援計画の令和元年度評価】
１．取組実績は評価時点の達成目標の実績を記入する。
２．年度評価欄には、令和元年度の数値目標の達成状況（◎：75％以上、○：50％以上、△：25％以上、×：25％未満）を記入する。
　　年度評価を行うことができない（適当でない）目標は、達成状況欄に「－」を記入する。
３．総合評価には、数値目標の達成状況をベースに“施策の目指す方向性”への進捗状況を踏まえ、４段階評価（◎、○、△、×）を記入する。
　　４段階評価を付した上で、評価理由等を記入する。
　　※取組状況に応じて、評価理由のほか“取組内容”、“課題”及び“対策”を整理し、適宜、取組の軌道修正を行う。

１　高齢者がいきいきと暮らせる社会づくり

年間 期末 ４段階評価 評価理由　等

1

◆2022年度の全国健康福
祉祭えひめ大会（仮称）
参加者数
　2017年度（125人）⇒
　2022年度（700人）

2019年度（138
人）

－

・ねんりんピックへの本県選手団の派遣等を
通じて、高齢者スポーツ活動や文化活動につ
いての普及啓発に努め、裾野の拡大と社会参
加、生きがいづくりの推進を図る

◎

【評価理由】
　2022年度の目標値に向け、昨年度よりも若干、参加者
数が減少したものの、高齢者スポーツ活動や文化活動の
裾野の拡大と社会参加、生きがいづくりの推進を図るこ
とができたため。
【取組内容】
　高齢者大学校の開校等、高齢者スポーツ活動や文化活
動の普及啓発に努めるとともに、愛媛県選手団の派遣事
業を実施した。
【課題及び対策】
　2022年度の目標値に向け、より一層の機運の醸成を図
る必要がある。

達成目標
数値目標の達成状況

取組実績
総合評価

施策の目指す方向性

1



２　高齢者の自立に向け、地域で共に支え合う社会づくり（地域包括ケアシステムの深化・推進）

年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

2

◆市町職員を対象とした
地域分析のための研修会
の開催回数
　2018年度（３回）
　2019年度（３回）
　2020年度（３回）

2019年度（１回） △ ○

【評価理由】
　市町による地域分析の取組を推進するための研修会を
開催し、有益な情報提供を行うことができたが、目標の3
回開催に至らなかったため。
【取組内容】
　地域包括ケア「見える化」システムの効果的な活用手
法や計画策定に向けた地域課題分析に係る研修会を実施
した。
【課題及び対策】
　地域課題分析を一層深化させるため、研修内容を検討
の上、引き続き取り組む必要がある。

3

◆国保連介護給付適正化
システム個別研修を実施
する市町数（累計）
　2018年度（７市町）
　2019年度（14市町）
　2020年度（20市町）

14市町実施 ◎ ◎

【評価理由】
　国保連介護給付適正化システムの効果的な活用手法に
係る個別研修を計画どおり実施し、市町による給付実績
データを活用したケアプラン点検の実施等に繋げること
ができたため。
【取組内容】
　国保連介護給付適正化システムに係る専門知識を有す
るアドバイザーを市町に派遣し、ケアプラン点検や事業
所指導等への給付実績データの効果的な活用手法に係る
個別研修を実施した。
【課題及び対策】
　研修内容についてアドバイザーと協議検討の上、引き
続き取り組む必要がある。

4

◆ケアプラン点検アドバ
イザーを派遣する市町数
（累計）
　2018年度（７市町）
　2019年度（14市町）
　2020年度（20市町）

14市町実施 ◎ ◎

【評価理由】
　ケアプランの効果的な点検手法等に係る個別研修を計
画どおり実施し、市町職員の点検技能を強化できた他、
当該事業を通じて１保険者が点検体制を新たに構築する
に至ったため。
【取組内容】
　県介護支援専門員協会に所属する主任介護支援専門員
を市町に派遣し、市町が有する課題に応じたケアプラン
点検に係る助言を実施した。
【課題及び対策】
　市町職員によるケアプランの効率的な点検手法につい
て、アドバイザーと協議検討の上、引き続き取り組む必
要がある。

　市町の保険者機能の強化に向け、国が提供
する地域包括ケア「見える化」システム等の
データを活用し、市町に対する地域の実態把
握や多角的な課題分析を行うための研修を行
うとともに、県内外の先進事例を収集し市町
へ情報を提供するなど、市町の地域分析を支
援する
　また、提供された介護サービスが真に要介
護者の自立支援につながっているか、過不足
のないサービス提供となっているか等の視点
から、市町と連携して積極的に介護給付の適
正化を推進するため、市町職員等に対し保険
者機能を発揮するための研修を実施するとと
もに、ケアプラン点検等の介護給付適正化事
業に取り組む市町への実地支援を行う

総合評価
達成目標 取組実績

数値目標の達成状況
施策の目指す方向性

2



年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

5

◆県の支援事業を活用し
た市町数（累計）
　2018年度（４市町）
　2019年度（６市町）
　2020年度（８市町）

８市町 ◎

　高齢者が、可能な限り住み慣れた自宅や地
域で安心して暮らせるための環境整備とし
て、関係機関等との連携の下、市町による
「地域包括ケアシステム」の構築を支援

◎

【評価理由】
　支援を通じ、市町における環境整備に向けた地域課題
の整理や必要な支援の具体化が進んでいるため
【取組内容】
　市町に出向き「介護予防のための地域ケア個別会議」
の立ち上げ・充実支援を実施した。
【課題及び対策】
　今後も、市町の課題やニーズに合わせた支援が必要で
ある。

6

◆介護予防従事者研修会
に開催回数
　2018年度（６回）
　2019年度（６回）
　2020年度（６回）

６回 ◎ ◎

【評価理由】
　研修会の開催により、支援の質の向上や関係機関の連
携強化に繋がっているため。
【取組内容】
　県単位及び保健所単位で、地域課題に合わせた介護予
防従事者研修会を開催。
【課題及び対策】
　今後も、地域課題やニーズに合わせた研修を引き続き
実施する必要がある。

7

◆リハ専門職対象の研修
会の受講者数（累計）
　2018年度（50名）
　2019年度（70名）
　2020年度（90名）

９２名 ◎ ◎

【評価理由】
　研修を実施したことで、地域ケア個別会議や住民主体
の通いの場等の自立支援の取組みに参画できる人材が増
えたため。
【取組内容】
　リハ専門職に対し、内容別の研修（地域ケア会議・介
護予防等）を委託して実施した。
【課題及び対策】
　今後も研修を引き続き実施する必要がある。

8

◆地域リハビリテーショ
ン活動支援事業実施市町
数（累計）
　2018年度（７市町）
　2019年度（10市町）
　2020年度（15市町）

－ － 実績取りまとめ中

数値目標の達成状況

　介護予防は、高齢者が要介護状態又は要支
援状態となることの予防又は要介護状態等の
軽減若しくは悪化の防止を目的として行われ
ています。また、リハビリテーションの理念
を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」
のそれぞれの要素にバランスよく働きかける
ことが重要であり、機能回復訓練等の高齢者
本人へのアプローチだけではなく、生活機能
全体を向上させ、活動的で生きがいを持てる
生活を営むことのできる生活環境の調整及び
地域づくりなど、高齢者を取り巻く環境への
アプローチも含めた、バランスのとれたアプ
ローチを行う。

施策の目指す方向性
総合評価

達成目標 取組実績

3



年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

9

◆介護予防に資する住民
主体の通いの場の参加者
実人数
　2018年度（18,000人）
　2019年度（20,000人）
　2020年度（22,000人）

－

　高齢者が活動的で生きがいを持った生活を
営む環境の調整が重要であり、年齢や心身の
状況等によって分け隔てられることなく参加
できる住民主体の通いの場が充実していくよ
うな地域づくりを推進

－ 実績取りまとめ中

10

◆生活支援コーディネー
ター養成講座の開催回数
　2018年度（２回）
　2019年度（３回）
　2020年度（３回）

２回 ◎

　市町や地域包括支援センター、生活支援
コーディネーター（地域支え合い推進員）等
を対象とした研修を開催し、地域での多様な
サービスの創出や、サービスをコーディネー
トする人材の育成を支援

○

【評価理由】
　目標回数は開催できなかったが、全体研修（基礎研
修）と生活支援コーディネーターを対象とした研修（ス
キルアップ研修）を分けて実施したことで、各市町コー
ディネーターの横のつながりの構築や、有益な情報提供
に繋げることができたため。
【取組内容】
　県内外から講師を招き、事業の目的等を分かりやすく
講義いただくとともに、県内の事例紹介や、生活支援
コーディネーターが各自の取組みを報告、共有するグ
ループワークを実施した。
【課題及び対策】
　生活支援コーディネーターの取組を推進するため、課
題やニースに合わせた研修内容を検討し、引き続き取り
組む必要がある。

11

◆Ｂ型（住民主体による
訪問・通所型）サービス
を実施している市町数
（累計）
　2018年度（２市町）
　2019年度（３市町）
　2020年度（５市町）

２市町 ◎

　地域の実情に応じた多様なサービスを提供
するため、既存の介護サービス事業者による
サービス提供だけでなく、元気な高齢者等が
介護の担い手として積極的に参加できるよ
う、研修等を通じて市町の取組を支援

○

【評価理由】
　実施している自治体では実施団体が増加し、担い手と
して積極的に参加できる場所が広がり、定着してきたた
め。
【取組内容】
　県内の実施状況を把握して情報提供するとともに、生
活支援コーディネーター養成講座を開催して住民主体の
取組などを紹介した。
【課題及び対策】
　今後も取組を広げていくために県内の実施状況を把握
し、情報提供するなど引き続き支援する必要がある。

12

◆自立支援に資する地域
ケア会議の開催支援を実
施している市町数（累
計）
　2018年度（４市町）
　2019年度（５市町）
　2020年度（６市町）

１３市町 ◎

　個別事例の検討におい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
策の普及等について検討し、さらに介護保険
事業計画への反映により、具体的な行政施策
につなげることを目指す

◎

【評価理由】
　会議を通して、地域課題の抽出や具体的な支援の検討
を行い、今後の施策化に繋げることができたため。
【取組内容】
　圏域毎の担当者会議を実施するとともに、希望のあっ
た市町に出向き検討会議・事業所報告会等への直接支援
を行う等、会議の立ち上げ・充実支援を実施した。
【課題及び対策】
　取組みを県下に広げるため、今後も引き続き支援して
いく必要がある。

達成目標 取組実績
数値目標の達成状況

施策の目指す方向性
総合評価

4



年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

13

◆訪問診療を実施してい
る診療所・病院数
　2020年度
　宇摩：15、新居浜・西
条：49、今治：33、松
山：191、八幡浜・大洲：
61、宇和島：42

2017年度
宇摩：12、新居
浜・西条：44、今
治：37、松山：
171、八幡浜・大
洲：57、宇和島：
38

－ ×

【評価理由】
　今治、八幡浜・大洲圏域以外、前年度（2016年度）か
ら減少しているため。ただし、診療報酬で算定した診療
所・病院数を計上しており、年度によって状況が変動す
るため、今後の推移を注視する必要がある。
【取組内容】
　在宅医療の多職種連携や普及啓発等の補助事業、在宅
医療連携拠点の運営支援を実施した。
【課題及び対策】
　引き続き、在宅医療の普及啓発・支援に努め、医療従
事者、住民の在宅医療への理解を深めていきたい。

14

◆24時間対応体制加算の
届出をしている訪問看護
ステーション数
　2020年度
　宇摩：８、新居浜・西
条：13、今治：７、松
山：68、八幡浜・大洲：
８、宇和島：19

2020年2月
宇摩：9、新居
浜・西条：20、今
治：9、松山：
91、八幡浜・大
洲：13、宇和島：
19

－ ◎

【評価理由】
　全圏域で目標数値を達成しているため。ただし、新居
浜・西条、松山、八幡浜・大洲圏域は前年度（2018年
度）から増加しているものの、今治、宇和島圏域では減
少しており、年度によって状況が変動するため、今後の
推移を注視する必要がある。
【取組内容】
　在宅医療の多職種連携や普及啓発等の補助事業、在宅
医療連携拠点の運営支援を実施した。
【課題及び対策】
　引き続き、在宅医療の普及啓発・支援に努め、医療従
事者、住民の在宅医療への理解を深めていきたい。

15

◆退院支援を実施してい
る診療所・病院数（人口
10万人当たり）
　2020年度
　各圏域５以上

2017年度
宇摩：3.5、新居
浜・西条：4.9、
今治：3.7、松
山：5.1、八幡
浜・大洲：4.3、
宇和島：4.6

－ ×

【評価理由】
　宇摩、松山、八幡浜・大洲圏域で前年度（2016年度）
から減少しているため。ただし、診療報酬で算定した診
療所・病院数を計上しており、患者の状況によって変動
するため、今後の推移を注視する必要がある。
【取組内容】
　在宅医療の多職種連携や普及啓発等の補助事業、在宅
医療連携拠点の運営支援を実施した。
【課題及び対策】
　引き続き、在宅医療の普及啓発・支援に努め、医療従
事者、住民の在宅医療への理解を深めていきたい。

達成目標 取組実績
数値目標の達成状況

施策の目指す方向性
総合評価

　慢性疾患や複数の疾病を抱える高齢者の増
加が見込まれる中、高度急性期から在宅医
療・介護までの一連のサービスを総合的に確
保し、患者の早期の社会復帰を進めるととも
に、高齢者が重度の要介護状態となっても、
可能な限り住み慣れた地域で安心して日常生
活を継続できる社会を実現する

5



年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

16

◆在宅医療・介護連携推
進事業への支援実施市町
数（累計）
　2018年度（２市町）
　2019年度（３市町）
　2020年度（５市町）

３市 ◎

　医療と介護サービスを必要とする高齢者
が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるよう、在宅
医療・介護サービスを一体的に提供し、医療
機関と介護サービス事業者などの関係者の連
携を推進する

◎

【評価理由】
　各保健所において、市町の実情に応じた支援により、
医療と介護の連携が進んでいるため。
【取組内容】
　各圏域内での連携が必要な退院支援ルールの整備や多
職種の研修会を行った。
【課題及び対策】
　市町の実情に応じた支援が必要なため、各保健所にお
いて、引き続き支援する必要がある。

17

◆キャラバンメイト・サ
ポーターの養成（累計）
 2018年度（140,532人）
 2019年度（154,585人）
 2020年度（168,639人）

150,895人 ◎ ○

【評価理由】
　目標は達成しなかったが、多くの方が研修を受講して
おり、認知症に対する理解促進が図られたため。
【取組内容】
　市町が、学校や職域などにおいて認知症サポーターを
養成する取り組みを支援した。
【課題及び対策】
　養成したサポーターの活用が推進するよう、会議を通
じた情報交換等を、引き続き実施する必要がある。

18

◆認知症フォーラムの参
加者数
　2018年度（100人）
  2019年度（110人）
  2020年度（120人）

224人 ◎ ◎

【評価理由】
　四国厚生支局と共催で追加実施したことで、参加者数
が増加し、また、認知症の人やその家族の悩みや苦労な
どを直接お話いただくことで、認知症の理解促進が図ら
れたため。
【取組内容】
　認知症当事者、その家族、医療・介護の支援者からの
発表及び意見交換を実施した。
【課題及び対策】
　認知症の人やその家族等に対する地域における支援を
普及・定着するため、引き続き実施する必要がある。

19

◆認知症地域支援推進員
の設置人数
　2018年度（60人）
  2019年度（65人）
  2020年度（70人）

172人 ◎

　認知症の人が認知症とともによりよく生き
ていくことができるような環境を整備するた
めに、初期段階の認知症の人のニーズ把握や
生きがい支援など、認知症の人やその家族の
視点を重視した取組みを推進

◎

【評価理由】
　認知症地域支援推進員研修の受講者が各市町におい
て、認知症カフェの支援や講演会の開催など様々な取組
みを行っているため。
【取組内容】
　研修に必要な受講料の一部を県が負担した。
【課題及び対策】
　今後も認知症の人やその家族を支援する事業の推進役
を養成するために、引き続き支援する必要がある。

達成目標 取組実績
数値目標の達成状況

施策の目指す方向性
総合評価

　認知症の人の意思が尊重され、できる限り
住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるこ
とができる社会の実現に向け、認知症高齢者
等にやさしい地域づくりを推進

6



年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

20

◆かかりつけ医の認知症
対応力向上研修受講者数
（累計）
　2018年度（2,500人）
  2019年度（2,600人）
  2020年度（2,750人）

2,660人 ◎

　認知症の人への日常的な診療や家族への助
言等を担うことができるよう、かかりつけ医
に対して、適切な認知症診断の知識・技術や
家族からの話や悩みを聞く姿勢を習得するた
めの研修（かかりつけ医認知症対応力向上研
修）を実施

×

【評価理由】
　コロナウイルス感染症の拡大防止のため、研修を実施
できなかったため。
【取組内容】
　国が定める標準的なカリキュラムに基づき、認知症診
療の知識・技術等の修得に資する研修を実施予定であっ
たが、コロナウイルス感染症の拡大拡大を防止する観点
から中止した。
【課題及び対策】
　今後も適切な認知症診断の知識等を習得する研修を引
き続き実施する必要がある。

21

◆認知症サポート医養成
研修受講者数（累計）
　2018年度（109人）
　2019年度（119人）
　2020年度（129人）

135人 ◎

　認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医
等への助言その他の支援を行い、専門医療機
関や地域包括支援センター等との連携の推進
役となる認知症サポート医を養成し、認知症
の発症初期から状況に応じて、医療と介護が
一体となって認知症の人への支援体制の構築
を図る

◎

【評価理由】
　様々な地域から診療科も多様な先生方が認知症サポー
ト医養成研修を受講したことで、認知症の人への支援体
制の構築につながったため。
【取組内容】
　研修を受講するための費用（受講料と旅費）を県で一
部負担した。
【課題及び対策】
　今後も連携の推進役となるサポート医を養成するため
に引き続き支援する必要がある。

達成目標 取組実績
数値目標の達成状況

施策の目指す方向性
総合評価
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年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

22

◆歯科医師の認知症対応
力向上研修受講者数（累
計）
　2018年度（170人）
  2019年度（210人）
  2020年度（250人）

452人 ◎ ◎

【評価理由】
　研修を実施したことで、認知症の人への支援体制構築
の担い手が増えたため。
【取組内容】
　国が定める標準的なカリキュラムに基づき、認知症の
人に係る基礎知識・連携等の習得に資する研修を委託し
て実施した。
【課題及び対策】
　今後も認知症の人の状況に応じた対応ができるよう知
識等を習得する研修を引き続き実施する必要がある。

23

◆薬剤師の認知症対応力
向上研修受講者数（累
計）
　2018年度（280人）
  2019年度（330人）
  2020年度（380人）

355人 ◎ ◎

【評価理由】
　研修を実施したことで、認知症の人への支援体制構築
の担い手が増えたため。
【取組内容】
　国が定める標準的なカリキュラムに基づき、認知症の
人に係る基礎知識・連携等の習得に資する研修を委託し
て実施した。
【課題及び対策】
　今後も認知症の人の状況に応じた対応ができるよう知
識等を習得する研修を引き続き実施する必要がある。

24

◆看護職員の認知症対応
力向上研修受講者数（累
計）
　2018年度（300人）
  2019年度（400人）
  2020年度（500人）

300人 ◎ ○

【評価理由】
　目標値は達成していないが、研修を実施したことで、
認知症の人への支援体制構築の担い手が増えたため。
【取組内容】
　国が定める標準的なカリキュラムに基づき、認知症の
人に係る基礎知識・連携等の習得に資する研修を委託し
て実施した。
【課題及び対策】
　今後も個々の認知症の特徴等に対する実践的な対応力
を習得する研修を引き続き実施する必要がある。

達成目標 取組実績
数値目標の達成状況

　歯科医師等による口腔機能の管理や、薬剤
師による服薬指導等を通じて、専門職が高齢
者等と接する中で、認知症の疑いのある方に
早期に気づき、かかりつけ医等と連携して対
応していく知識や技術を習得する研修（歯科
医師の認知症対応力向上研修、薬剤師の認知
症対応力向上研修）を実施
　また、急性期病院をはじめとして、入院、
外来、訪問等を通じて認知症の人と関わる看
護職員は、医療における認知症への対応力の
鍵となるため、広く看護職員が認知症への対
応に必要な知識・技術を習得する研修（看護
職員の認知症対応力向上研修及びフォロー
アップ研修）を実施

施策の目指す方向性
総合評価
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年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

25

◆認知症介護基礎研修受
講者数（累計）
　2018年度（303人）
  2019年度（403人）
  2020年度（503人）

2019年度（421
人）

◎ ○

【評価理由】
　年間目標（100人）に対して一定数（94人）の人材を養
成し、認知症介護に必要な基礎的な知識や技術を習得し
た職員が増えたため。
【取組内容】
　国が定める標準的なカリキュラムに基づき、東・中・
南予の各地区において計3回研修を実施した。
【課題及び対策】
　引き続き、計画的に研修を実施し、介護職員に対し
て、専門的知識・技術の普及に取り組みたい。

26

◆認知症介護実践者研修
受講者数（累計）
　2018年度（4,286人）
  2019年度（4,526人）
  2020年度（4,766人）

2019年度（4,509
人）

◎ ○

【評価理由】
　年間目標（240人）に対して一定数（220人）の人材を
養成し、認知症介護に関する実践的な技術を習得した職
員が増えたため。
【取組内容】
　国が定める標準的なカリキュラムに基づき、年４回の
研修を実施した。
【課題及び対策】
　引き続き、計画的に研修を実施し、介護職員に対し
て、専門的知識・技術の普及に取り組みたい。

27

◆認知症介護指導者研修
受講者数（累計）
　2018年度（29人）
  2019年度（32人）
  2020年度（35人）

2019年度（29人） ◎ ○

【評価理由】
　年間目標（3人）に対して一定数（2人）の人材を養成
し、専門的知識・技術の普及に取り組む指導者が増えた
ため。
【取組内容】
　認知症介護研究・研修センターが実施する研修につい
て、受講にかかる費用を補助した。
【課題及び対策】
　2020年度の目標値に向け、より一層受講者の募集に努
め、養成していく必要がある。

28

◆若年性認知症に関する
学習会の開催回数
　2018年度（３回）
  2019年度（５回）
  2020年度（７回）

５回 ◎

　若年性認知症に対する理解の促進や早期診
断、医療、介護の充実はもとより、雇用継続
や就労の支援、障害者手帳の早期取得や障害
基礎年金の受給などに対する支援を行い、こ
れらの施策の中から若年性認知症の一人ひと
りの状態に応じた支援を図る体制を構築する

◎

【評価理由】
　松山市医師会と連携した研修会を開催したことで、医
師への理解促進が図られた。
【取組内容】
　東・中・南予ごとに医療・介護従事者を中心とした研
修会を開催した。
【課題及び対策】
　理解促進のため、引き続き学習会を実施する必要があ
る。

達成目標 取組実績
数値目標の達成状況

施策の目指す方向性
総合評価

　認知症介護をサービスの標準とするため、
認知症介護技術の質的な向上や専門職の養成
が重要。このために認知症介護研修を体系
的、計画的に実施することにより、介護職員
に対して、専門的知識・技術の普及に取り組
む
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３　高齢者が安心・安全に暮らせる社会づくり

年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

29

◆権利擁護支援のための
中核機関の設置市町数
（累計）
　2018年度（２市町）
  2019年度（５市町）
  2020年度（10市町）

０市町 ×

　成年後見制度の利用が必要な本人及びその
家族が円滑に制度を利用できるようにするた
めの相談機能や、認知症高齢者等を後見して
いる成年後見人等を支援するための機能等を
担う中核機関の設置、医療・福祉、法律の専
門職や地域の関係者等から構成されるネット
ワークの構築等、制度の利用促進に向けた体
制整備の促進

△

【評価理由】
　設置市町はないが、多くの市町で設置に向け、内部協
議を行っているほか、広域設置に向けた検討会も実施さ
れている。
【取組内容】
　市町や市町社協の職員等を対象にした理解促進セミ
ナーや情報共有を図る検討会等を実施。
【課題及び対策】
　中核機関の設置を促進するため、引き続きセミナー等
を実施するととともにし、先進事例の紹介等を行う。

30

◆法人後見実施団体の数
（累計）
　2018年度（19団体）
  2019年度（21団体）
  2020年度（23団体）

19団体 ◎

　今後、高齢化に伴い認知症高齢者等の増加
が見込まれる中、認知症高齢者等がその判断
能力に応じて必要な介護や生活支援サービス
を受けながら日常生活を過ごすことができる
よう、認知症高齢者等の状態の変化を見守り
ながら、介護保険サービスの利用援助や日常
生活上の金銭管理等の支援から成年後見制度
の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体
的に確保されることが重要

○

【評価理由】
　法人後見実施団体の増加はなかったが、団体への支援
により、団体における体制整備や質の向上が図られたた
め。
【取組内容】
　県社会福祉協議会が、法人後見実施団体への研修会や
相談会を実施した。
【課題及び対策】
　法人後見実施団体の増加のため、引き続き、県社会福
祉協議会と連携し、研修会等を実施する必要がある。

総合評価
達成目標 取組実績

数値目標の達成状況
施策の目指す方向性
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４　介護保険制度を支える仕組みづくり

年度 期末 ４段階評価 評価理由　等

31
◆介護職員数
　2020年（31,039人）
　2025年（32,637人）

2017年度：28,667
人

－

　団塊の世代が後期高齢者となる令和7
（2025）年に向け、地域包括ケアシステムの
構築に不可欠な質の高い介護人材を、安定的
に確保・定着させていく

◎

【評価理由】
　介護職員数は前年度から912人増加し、2025年に向けて
順調に推移しているため。
【取組内容】
　地域医療介護総合確保基金等を活用した研修事業やイ
メージアップ事業等各種取組みを実施した。
【課題及び対策】
　労働人口の減少による他業種との競争激化が見込まれ
るため、生産性向上に資するAIやICTなど先進的取組みや
外国人介護人材の受入支援等に努める。

32
33

◆３及び４と同様（再掲
省略）

３及び４と同様
（再掲省略）

◎ ３及び４と同様（再掲省略） ◎

【評価理由】
　３及び４と同様（再掲省略）
【取組内容】
　３及び４と同様（再掲省略）
【課題及び対策】
　３及び４と同様（再掲省略）

総合評価
達成目標 取組実績

数値目標の達成状況
施策の目指す方向性
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