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第７期介護保険事業支援計画の達成状況報告 

（県の取組と、目標に対する自己評価一覧） 



【第７期県介護保険事業支援計画の評価】
１．取組実績は評価時点の達成目標の実績を記入する。

２．数値目標の達成状況の「年間」欄には、令和２年度の数値目標の達成状況（目標値に対する達成割合（パーセント））を記入する。

　　数値による評価ができない（適当でない）目標や当該年度の評価ができない（適当でない）目標は、「－」を記入する。

　　※目標が累計値となっているものについては、目標値の基となった過去の実績値からの増加数により達成状況（パーセント）を記入する。

３．数値目標の達成状況の「期末」欄には、第７期計画（平成30～令和２年度）の数値目標の達成状況（目標値に対する達成割合（パーセント））を記入する。

　　数値による評価ができない（適当でない）目標は、「－」を記入する。

４．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た４段階評価（A、B、C、D）と評価理由を記入する。

　　・A：目標を上回る達成状況であり、施策の目指す方向性に向かい進捗した。

　　・B：目標と同程度の達成状況であり、施策の目指す方向性に向かい進捗した。

　　・C：目標を下回る達成状況だったが、施策の目指す方向性に向かい進捗した。

　　・D：目標を下回る達成状況であり、施策の目指す方向性に向かい進捗できなかった。

　　※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、「取組内容」や「達成目標」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

2023年度の全国健康福

祉祭えひめ大会（仮称）

参加者数

2023年度（700人）

2017年度（125人）

2018年度（150人）

2019年度（138人）

2020年度（  ―   ）

※2020年度は新型コロ

ナの影響により中止

　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

B

【評価理由】

　2023年度の目標値に向け、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】

　2020年度については、新型コロナの影響により中止と

なったが、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】

　2023年度の目標値に向け、感染症対策を実施しなが

ら、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
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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）

年間 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）

2017年度（　－　）

2018年度（３回）

2019年度（１回）

2020年度（１回）

33% 56% C

【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、目標と

していた３回開催に至らなかったため。

【取組内容】

　介護保険「保険者シート」を活用した地域分析に係る

研修会を１回開催した。

【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。

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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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）

2017年度（　－　）

2018年度（７市町）

2019年度（14市町）

2020年度（20市町） 100% 100% B

【評価理由】

　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】

　担当職員の異動等によりシステムの活用が定着してい

ない市町が多いことから、市町内での引継ぎ支援等、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）

2017年度（　－　）

2018年度（７市町）

2019年度（14市町）

2020年度（20市町）

100% 100% B

【評価理由】

　計画どおり実施し、市町職員の点検技能を強化できた

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

をアドバイザーとして市町に派遣し、市町が有する課題

に応じたケアプラン点検手法等を助言した。

【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
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県の支援事業を活用した

市町数

2018年度（４市町）

2019年度（６市町）

2020年度（８市町）

2017年度（２市町）

2018年度（８市町）

2019年度（８市町）

2020年度（８市町）

100% 133%

　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 A

【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の

開催回数

2018年度（６回）

2019年度（６回）

2020年度（６回）

2017年度（６回）

2018年度（７回）

2019年度（６回）

2020年度（４回）
67% 94% B

【評価理由】

　コロナウイルス感染症の拡大防止のため、研修を一部

中止したが、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。

　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。
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リハ専門職対象の研修会

の受講者数

2018年度（50人）

2019年度（70人）

2020年度（90人）

2017年度（30人）

2018年度（279人）

2019年度（232人）

2020年度（115人）
128% 298% A

【評価理由】

　コロナウイルス感染症の拡大防止のため、研修を一部

中止したが、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

2018年度（７市町）

2019年度（10市町）

2020年度（15市町）

2016年度（５市町）

2018年度（15市町）

2019年度（16市町）

2020年度（－）

－

実績取りまとめ中

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）

2016年度（14,183人）

2018年度（27,075人）

2019年度（31,328人）

2020年度（－）

　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

　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。
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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）

2017年度（１回）

2018年度（１回）

2019年度（２回）

2020年度（２回）

67% 63%

　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

C

【評価理由】

　目標回数は開催できなかったが、前期と後期の2回に分

けて研修プログラムを組み、実践を通じた学びの機会を

提供することで、生活支援コーディネーターの資質向上

や各地域の取組の共有、横のつながりの構築に繋げるこ

とができたため。

【取組内容】

　県内で地域づくりや生活支援コーディネーターの育成

に実績のある講師を招き、地域づくりへの協働力を高め

る専門職研修プログラムを基に、期待される役割や実践

例を学び、事前課題を通じて各地域での実践に取り組ん

だ。

【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

題やニーズ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。
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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

2018年度（２市町）

2019年度（３市町）

2020年度（５市町）

2017年度（１市町）

2018年度（２市町）

2019年度（２市町）

2020年度（２市町）
40% 60%

　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 C

【評価理由】

実施している自治体では、担い手が積極的に参加できる

場が広がり、定着してきているが、未実施の自治体の取

組があまり進んでいない。

【取組内容】

介護予防・日常生活支援総合事業担当者会で県内市町の

取組状況を共有するとともに、介護予防従事者研修会で

他県の先進事例を紹介した。

【課題及び対策】

取組を推進するために、引き続き県内および他都道府県

の実施状況を把握し、情報提供等の支援をする必要があ

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

2018年度（４市町）

2019年度（５市町）

2020年度（６市町）

2017年度（３市町）

2018年度（８市町）

2019年度（８市町）

2020年度（８市町）

133% 160%

　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

A

【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】

　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とともに、会議内容の充実を図

るため、今後も引き続き支援していく必要がある。
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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

2018年度

宇摩：13

新居浜・西条：45

今治：40

松山：179

八幡浜・大洲：63

宇和島：40

C

【評価理由】

　全圏域で前年度より増加しており、今治、八幡浜・大

洲圏域は目標を達成したが、他の４圏域が未達であるた

め。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

2021年2月

宇摩：９

新居浜・西条：21

今治：９

松山：99

八幡浜・大洲：12

宇和島：17

B

【評価理由】

　宇和島圏域以外の圏域において目標を達成しているた

め。ただし、新居浜・西条、松山圏域は前年度から増加

しているものの、八幡浜・大洲、宇和島圏域は減少して

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。

　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

9
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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

2018年度

宇摩：4.7

新居浜・西条：4.9

今治：4.4

松山：4.7

八幡浜・大洲：4.4

宇和島：5.6

C

【評価理由】

　松山圏域以外の５圏域において前年度より増加又は維

持しており、宇和島圏域は目標を達成したが、他の５圏

域が未達であるため。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。

16

在宅医療・介護連携推進

事業への支援実施市町数

2018年度（２市町）

2019年度（３市町）

2020年度（５市町）

2017年度（１市町）

2018年度（３市町）

2019年度（７市町）

2020年度（９市町）

180% 190%

　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

A

【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。

　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

10
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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）

2017年度（125,511人）

2018年度（141,418人）

2019年度（155,668人）

2020年度（163,536人）

56% 88% C

【評価理由】

　コロナウイルス感染症の拡大防止により参加者数を制

限したため。

【取組内容】

　認知症当事者、その家族、医療・介護の支援者などか

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。

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）

2017年度（90人）

2018年度（75人）

2019年度（190人）

2020年度（46人）
38% 94% C

【評価理由】

　コロナウイルス感染症の拡大防止により参加者数を制

限したため。

【取組内容】

　認知症当事者、その家族、医療・介護の支援者などか

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。

　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

11
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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）

2016年度（ 47人）

2018年度（134人）

2019年度（172人）

2020年度（172人）
246% 246%

　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
A

【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。

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）

2016年度（2,300人）

2018年度（2,660人）

2019年度（2,660人）

2020年度（2,660人）

0% 80%

　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
C

【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。

12
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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）

2017年度（ 99人）

2018年度（124人）

2019年度（135人）

2020年度（139人）

40% 133%

　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

A

【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）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。

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）

2016年度（130人）

2018年度（350人）

2019年度（452人）

2020年度（452人）

0% 268% A

【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

かったが、目標は達成しているため。

【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。

　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

13
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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）

2017年度（226人）

2018年度（305人）

2019年度（355人）

2020年度（355人） 0% 84% C

【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）

2017年度（151人）

2018年度（240人）

2019年度（300人）

2020年度（328人）

28% 51% C

【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。

　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

14
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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）

2017年度（203人）

2018年度（334人）

2019年度（421人）

2020年度（467人）

46% 88% C

【評価理由】

　新型コロナウイルス感染症の影響により年間目標（100人）

に対して一定数（46人）の人材養成であったが、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）

2017年度（4,046人）

2018年度（4,286人）

2019年度（4,509人）

2020年度（4,655人）

61% 85% C

【評価理由】

　新型コロナウイルス感染症の影響により年間目標（240人）

に対して一定数（146人）の人材養成であったが、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３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。

　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

15
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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）

2017年度（26人）

2018年度（27人）

2019年度（29人）

2020年度（29人）

0% 33% C

【評価理由】

　コロナウイルス感染症の拡大防止のため、研修が開催されな

かったため。

【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予定であったが、新型コロナウイルス感

染症の影響により中止となった。

【課題及び対策】

　引き続き、目標値の達成に向け、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）

2017年度（１回）

2018年度（５回）

2019年度（５回）

2020年度（４回）

57% 93%

　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

B

【評価理由】

　コロナウイルス感染症の拡大防止により令和２年度は

予定どおり開催できなかったが、。

【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。（令和２年度は新型コロナの影響によ

り中予のみとなった。）

【課題及び対策】

　オンライン活用など工夫しながら、理解促進のため引

き続き学習会を実施する必要がある。

　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

16



３　高齢者が安心・安全に暮らせる社会づくり

年間 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

2018年度（２市町）

2019年度（５市町）

2020年度（10市町）

2017年度（　－　）

2018年度（０市町）

2019年度（１市町）

2020年度（２市町）
20% 20%

　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

C

【評価理由】

　目標数は達していないが１市町増加した。また、アド

バイザー派遣を実施した市町において、令和３年度に中

核施設の設置を予定しているため。

【取組内容】

　専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士等)をアドバイ

ザーとして派遣し、計画の策定や中核機関の設置を促進

した。

【課題及び対策】

　今後も市町の体制を整備するため、引き続き支援をす

る必要がある。

30

法人後見実施団体の数

2018年度（19団体）

2019年度（21団体）

2020年度（23団体）

2017年度（17団体）

2018年度（19団体）

2019年度（19団体）

2020年度（20団体）
87% 87%

　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

B

【評価理由】

法人後見実施団体が１箇所（市町社協）増加したことに

加え、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に向け、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。

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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４　介護保険制度を支える仕組みづくり

年間 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）

2015年度（28,381人）

2018年度（29,088人）

2019年度（31,567人）

2020年度（未定）

　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

A

【評価理由】

　平成27年度より地域医療介護総合確保基金を活用した

介護人材確保対策事業の成果により、2019年度時点で当

初2020年度達成目標とした31,567人を上回る結果とな

た。

【取組内容】

　テレビＣＭ等各種メディアを通じた啓発活動、介護事

業所の見学・介護体験バスツアー、職場体験、各種セミ

ナー及び研修会の開催

【課題及び対策】

　引き続き介護人材確保の取組みを充実させる。

32

33

３及び４と同様（再掲省

略）

３及び４と同様（再掲省

略）
100% 100% 　３及び４と同様（再掲省略） B ３及び４と同様（再掲省略）

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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