
 

 

 

 

 

 

令和元（２０１９）年度 第１回 
 

大田原市介護保険運営協議会 

 

 

日 時  令和元（2019）年 7月 4日(木)  

                      午後 1時 30 分～ 3 時 00 分 

                 場 所  大田原市役所 301・302 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田原市保健福祉部高齢者幸福課 

 

 

 

 



 

会 議 次 第 

 

１ 開  会 

 

２ 委員の委嘱について 

 

３ 挨  拶 

 

４ 会議録署名人の指名 

 

５ 議  事 

（１）平成 30（2018）年度介護保険特別会計決算見込みについて・・・・・・  P.2 

（２）平成 30（2018）年度介護保険事業の実施状況について ・・・・・・・  P.5 

（３）平成 30（2018）年度介護認定状況について      ・・・・・・・  P.7 

（４）平成 30（2018）年度高齢者ほほえみセンターの運営状況等について・・  P.8 

  ①地域包括ケアシステムにおける切れ目ない高齢者支援体制について 

  ②高齢者ほほえみセンターの運営状況について 

  ③ささえ愛サロン事業実施状況について 

（５）平成 30（2018）年度一般介護予防事業等の実施状況について・・・・・  P.16 

（６）あんしんプラン第 7期計画の平成 30（2018）年度事業評価について・・  P.19 

（７）令和元（2019）年度介護保険制度改正について     ・・・・・・・  P.32 

  ①介護報酬改定について 

  ②次期介護保険制度改正について 

    

６ その他 

 

７ 閉 会 



番号 　　氏　　名 委　員　種　別 職業又は所属 備考

1 木村　章穂   第１号被保険者 　市いきいきクラブ連合会会長理事(黒羽地区) 再任

2 若林　明   第１号被保険者 　　　　　　〃　　　　　副会長理事(大田原地区) 再任

3 鈴木　作三   第１号被保険者 　　　　　　〃　　　　　副会長理事(湯津上地区) 新任

4 渡部　貢   第２号被保険者 　連合栃木那須地域協議会事務局次長 再任

5 川上　千代子   第２号被保険者 　在宅介護 再任

6 松本　美代子   第２号被保険者 　在宅介護 再任

7 益子　和博   介護サービス事業者 　大田原市介護サービス事業者連絡協議会会長 新任

8 伊藤　清幸   介護サービス事業者 　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　副会長　 再任

9 安藤　美代子   介護サービス事業者 　　　　　〃　　（地域密着型サービス部会長） 再任

10 八木　良   介護サービス事業者 　　　　　〃　　（居宅サービス部会長） 再任

11 根本　修   介護サービス事業者 　　　　　〃　　（施設サービス部会長） 新任

12 会田　真由美   介護サービス事業者 　大田原市ケアマネジャー連絡協議会会長 新任

13 小野田　公   公益代表委員 　国際医療福祉大学 新任

14 磯　政裕 　公益代表委員 　那須郡市医師会大田原地区医師会会長 新任

15 江部　寛 　公益代表委員 　那須郡市医師会 再任

16 伊藤　都 　公益代表委員 　市女性団体連絡協議会会長 再任

17 平野　トミ子 　公益代表委員 　市民生委員協議会代表 再任

18 川上　清 　公益代表委員 　市民生委員協議会代表 再任

R元.7月変更

　　大田原市介護保険運営協議会委員名簿

（任期：平成29(2017)年4月1日～令和2(2020)年3月31日）
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１）予算執行状況

【歳　入】
（単位：円）

当初予算額 補正予算額 予算現額 決算額
対予算比

(%) 備　考

1,505,593,000 △ 12,295,000 1,493,298,000 1,546,043,090 103.5
現年度 1,537,143,063円
過年度      8,900.027円

2,000 0 2,000 289,123 14,456.2 督促手数料

1,558,367,000 13,130,000 1,571,497,000 1,522,990,129 96.9

1,146,127,000 668,000 1,146,795,000 1,124,618,219 98.1
介護給付費負担金
（施設15%　その他20%）

412,240,000 12,462,000 424,702,000 398,371,910 93.8
調整交付金（4.98%）
地域支援事業交付金
(予防25% 包括38.5%)

1,730,306,000 901,000 1,731,207,000 1,612,169,000 93.1
介護給付費交付金（27%）
地域支援事業交付金
(予防27%)

929,468,000 417,000 929,885,000 913,497,369 98.2

880,012,000 417,000 880,429,000 864,044,000 98.1
介護給付費負担金
(施設17.5% その他12.5%)

49,456,000 0 49,456,000 49,453,369 100.0
地域支援事業交付金
(予防12.5% 包括19.25%)

0 0 0 0 0.0

45,000 0 45,000 45,541 101.2 財政調整基金利子

1,051,074,000 1,187,000 1,052,261,000 1,036,562,201 98.5

0 770,000 770,000 0 0.0

1,051,074,000 417,000 1,051,491,000 1,036,562,201 98.6

給付費繰入金(12.5%)
地域支援事業繰入金
(予防12.5% 包括19.25%)
低所得者保険料繰入金
給与・事務費繰入金

1,942,000 313,770,000 315,712,000 322,522,888 102.2 前年度繰越金

4,203,000 0 4,203,000 3,316,011 78.9

3,000 0 3,000 289,341 9,644.7 介護保険料延滞金、過料

4,200,000 0 4,200,000 3,026,670 72.1
在宅コーディネーター人件
費負担金

6,781,000,000 317,110,000 7,098,110,000 6,957,435,352 98.0

諸収入

延滞金

雑入

歳入合計

基金繰入金

一般会計繰入金

繰越金

財産収入

国庫負担金

国庫補助金

支払基金交付金

県支出金

（１）　平成30年度介護保険特別会計決算状況について

県負担金

補助金

繰入金

財政安定化基金
交付金

令和元年5月末日現在

科 目

介護保険料

使用料及び手数料

国庫支出金
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【歳　出】
（単位：円）

当初予算額
補正予算額

流用・予備費充当
予算現額 決算額 執行率(%) 備　考

211,496,000 1,185,000 212,681,000 189,133,650 88.9
職員費
事務費等

6,234,265,000 3,340,000 6,237,605,000 5,810,377,118 93.2 給付費総額

5,652,516,000 1,930,000 5,654,446,000 5,258,526,366 93.0 要介護者への給付総額

居宅介護サービス
等給付費

2,142,479,000 △ 311,465 2,142,167,535 1,945,187,693 90.8
各種居宅介護サービス（訪問
系・通所系・短期入所系）

居宅介護サービス
給付費（施設等給
付費）

157,387,000 311,465 157,698,465 157,698,465 100.0
特定施設入居者生活介護（養
護老人ホーム等）

地域密着型サービ
ス給付費

1,393,718,000 1,393,718,000 1,286,097,867 92.3
小規模多機能施設・グループ
ホーム・小規模特別養護老人
ホーム等

施設介護サービス
給付費

1,664,296,000 1,664,296,000 1,589,870,510 95.5 特養・老健・療養型施設

福祉用具購入費 9,938,000 9,938,000 6,612,518 66.5 要介護者への福祉用具購入

住宅改修費 13,093,000 1,930,000 15,023,000 14,554,202 96.9 要介護者への住宅改修

居宅介護サービス
計画費

271,600,000 271,600,000 258,505,111 95.2 要介護者へのサービス計画

151,196,000 1,410,000 152,606,000 147,983,730 97.0 要支援者への給付総額

介護予防サービス
等給付費

83,197,000 3,395,653 86,592,653 86,592,653 100.0
各種居宅予防サービス（訪問
系・通所系・短期入所系）

介護予防サービス
等給付費（施設等
給付費）

12,858,000 △ 2,719,085 10,138,915 10,138,915 100.0
要支援者の特定施設入居者
生活介護（養護老人ホーム
等）

地域密着型予防
サービス給付費

19,661,000 1,410,000 21,071,000 20,971,356 99.5
要支援者の小規模多機能施
設・グループホーム等

介護予防福祉用具
購入費

2,686,000 2,686,000 1,868,966 69.6 要支援者の福祉用具購入

介護予防住宅改修
費

7,555,000 7,555,000 6,464,499 85.6 要支援者の住宅改修

介護予防サービス
計画費

25,235,000 △ 676,568 24,558,432 21,947,341 89.4 要支援者のサービス計画

126,150,000 126,150,000 119,566,357 94.8 要支援・要介護

16,200,000 16,200,000 13,772,005 85.0 医療との合算での限度額

5,700,000 5,700,000 5,020,470 88.1 国保連審査手数料

282,503,000 282,503,000 265,508,190 94.0
負担限度額に伴う食費・居住
費の給付

323,334,000 331,411 323,665,411 284,689,772 88.0
介護予防事業・地域支援事
業・任意事業等

139,772,000 139,772,000 126,966,555 90.8
介護予防・日常生活支援総合
事業

34,530,000 331,411 34,861,411 30,813,284 88.4

147,930,000 147,930,000 126,267,144 85.4
総合相談・任意・権利擁護事
業

384,000 384,000 0 0.0 市単独事業

718,000 718,000 642,789 89.5 市単独事業

9,938,000 58,161,180 68,099,180 68,099,180 100.0
前期計画期間中の保険料の
積立等

1,185,000 254,469,000 255,654,000 255,596,155 100.0 給付費負担償還金等

1,000 178,109,000 178,110,000 178,108,531 100.0
一般会計繰入金の精算に伴う
返戻

1,183,000 76,360,000 77,543,000 77,487,624 99.9
国・県・支払基金返戻
保険料還付金

782,000 △ 376,591 405,409 0 0.0

6,781,000,000 317,110,000 7,098,110,000 6,607,895,875 93.1

(歳入合計-歳出合計)　　＝ 349,539,477

その他諸費

繰出金

償還金及び還付加
算金等

予備費

歳出合計

歳入・歳出差引

諸支出金

介護予防・生活支援
サービス事業費

包括的支援事業・任
意事業費

包括的支援事業・任
意事業費（市一般事
業）

基金積立金

一般介護予防事業
費

総務費

保険給付費

介護サービス等諸
費

介護予防サービス
等諸費

高額介護サービス
等費

高額介護・医療合算
サ―ビス費

審査支払手数料

特定入所者介護
サービス等費

地域支援事業費

科 目
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平成３０年度 介護保険給付額

調整用件分 -
(第三者行為、返還金及び加算金)

◇　介護保険財政調整基金積立予定額計算

 必要保険料額＝Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） 千円 ③

  Ａ＝ 千円 ＋ 281,160 千円 ＝ 千円

　Ｂ＝国庫給付費負担金・・・・ 千円 （居･施　1,065,772千円+介予総合･包括　79,031千円）

　Ｃ＝国庫調整交付金・・・・・　 千円 （居･施　　286,041千円+介予総合　8,100千円）

　Ｄ＝支払基金交付金・・・・　 千円 （居･施　1,568,802千円+地域支援事業　42,638千円）

　Ｅ＝県給付費負担金・・・・・ 千円 （居･施　　822,601千円+介予総合･包括　43,464千円）

　Ｆ＝保険者繰入金(給付費)・・・ 千円 （居･施　　726,297千円+予防　43,464千円）

千円

千円

千円 ④

千円 ⑤

千円 ⑥

千円 ⑦

※平成３０年度　介護保険財政調整基金積立予定額　 千円 ⑧

⑧＝④－③－⑤+⑥＋⑦

２）　第１号被保険者保険料の充当状況について

5,810,377 千円 予算現額の 93.2 ％ の執行率

0 千円

保険給付相当分 5,810,377 千円 ①

地域支援事業相当分 281,160 千円 ②

≪必要保険料額

1,405,327

 Ａ＝保険給付費等総額（保険給付相当分①＋地域支援事業相当分②）

5,810,377 6,091,537

1,144,803

294,141

1,611,440

866,065

769,761

<保険料充当決算額内訳>

平成３０年度保険料収納額（平成３０年５月末現在） 1,546,043

平成３０年度介護保険財政調整基金取崩必要額 0

合　　　　　　計 1,546,043

<調整額>

還付未済額 760

財政調整基金利子 46

152,297

保険者機能強化推進交付金残額相当分 12,295
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介護保険サービス給付実績 （単位：千円）

計画額a 給付額b 差（b-a） 執行率

居宅（介護予防）サービス 2,684,036 2,480,072 △ 203,964 92.4%

訪問サービス 401,097 346,495 △ 54,602 86.4%

訪問介護 236,058 218,831 △ 17,227 92.7%

訪問入浴介護 22,407 16,774 △ 5,633 74.9%

訪問看護 112,356 80,909 △ 31,447 72.0%

訪問リハビリテーション 3,540 5,313 1,773 150.1%

居宅療養管理指導 11,764 10,643 △ 1,121 90.5%

介護予防訪問介護 0 0 0 －

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 －

介護予防訪問看護 12,379 12,255 △ 124 99.0%

介護予防訪問リハビリテーション 547 469 △ 78 85.7%

介護予防居宅療養管理指導 2,046 1,301 △ 745 63.6%

通所サービス 1,163,605 1,075,914 △ 87,691 92.5%

通所介護 788,426 723,203 △ 65,223 91.7%

通所リハビリテーション 333,038 307,284 △ 25,754 92.3%

介護予防通所介護 0 33 33 皆増

介護予防通所リハビリテーション 42,141 45,394 3,253 107.7%

短期入所サービス 477,028 435,915 △ 41,113 91.4%

短期入所生活介護 427,366 406,442 △ 20,924 95.1%

短期入所療養介護 39,217 23,714 △ 15,503 60.5%

特定施設入居者生活介護（短期利用型） 0 10 10 皆増

介護予防短期入所生活介護 10,445 4,993 △ 5,452 47.8%

介護予防短期入所療養介護 0 756 756 皆増

福祉用具サービス 175,330 173,459 △ 1,871 98.9%

福祉用具貸与 158,028 152,066 △ 5,962 96.2%

介護予防福祉用具貸与 17,302 21,393 4,091 123.6%

その他 466,976 448,289 △ 18,687 96.0%

特定施設入居者生活介護 159,751 157,698 △ 2,053 98.7%

居宅介護支援 270,672 258,505 △ 12,167 95.5%

介護予防特定施設入居者生活介護 12,916 10,139 △ 2,777 78.5%

介護予防支援 23,637 21,947 △ 1,690 92.9%

1,413,155 1,307,068 △ 106,087 92.5%

0 0 0 －

36,833 30,762 △ 6,071 83.5%

421,410 375,938 △ 45,472 89.2%

317,661 315,471 △ 2,190 99.3%

419,171 425,590 6,419 101.5%

200,371 138,336 △ 62,035 69.0%

0 0 0 －

17,709 20,971 3,262 118.4%

0 0 0 －

472,458 433,366 △ 39,092 91.7%

福祉用具購入費 7,940 6,613 △ 1,327 83.3%

住宅改修費 12,115 14,554 2,439 120.1%

介護予防福祉用具購入費 3,012 1,869 △ 1,143 62.1%

介護予防住宅改修費 7,629 6,464 △ 1,165 84.7%

高額介護サービス費 127,679 119,566 △ 8,113 93.6%

高額医療合算介護サービス等費 18,063 13,772 △ 4,291 76.2%

特定入所者介護サービス費 289,667 265,508 △ 24,159 91.7%

審査支払手数料 6,353 5,020 △ 1,333 79.0%

施設サービス 1,681,818 1,589,871 △ 91,947 94.5%

介護老人福祉施設 911,052 878,725 △ 32,327 96.5%

介護老人保健施設 702,894 641,887 △ 61,007 91.3%

介護療養型医療施設 67,872 69,259 1,387 102.0%

6,251,467 5,810,377 △ 441,090 92.9%

（2）平成30年度介護保険事業の実施状況について

合                  計　

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

その他

認知症対応型共同生活介護

サービス種類

地域密着型（介護予防）サービス

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護
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介護予防・日常生活支援総合事業 サービス給付実績

【訪問型サービス】

件数 回数 給付費(円) 件数 回数 給付費(円) 件数 回数 給付費(円)

３月 ４月 164 952 2,408,886 164 952 2,408,886

４月 ５月 160 885 2,320,850 155 850 2,119,935 ▲ 5 ▲ 35 ▲ 200,915

５月 ６月 169 934 2,451,841 175 968 2,415,368 6 34 ▲ 36,473

６月 ７月 172 1,005 2,640,615 181 971 2,463,323 9 ▲ 34 ▲ 177,292

７月 ８月 172 1,007 2,601,096 179 1,018 2,569,197 7 11 ▲ 31,899

８月 ９月 172 934 2,565,557 167 893 2,248,394 ▲ 5 ▲ 41 ▲ 317,163

９月 １０月 172 991 2,576,496 176 909 2,242,855 4 ▲ 82 ▲ 333,641

１０月 １１月 175 1,052 2,592,165 175 967 2,426,705 0 ▲ 85 ▲ 165,460

１１月 １２月 169 973 2,571,496 180 992 2,468,302 11 19 ▲ 103,194

１２月 １月 172 998 2,569,523 188 1,008 2,524,028 16 10 ▲ 45,495

１月 ２月 171 1,022 2,521,547 186 984 2,446,612 15 ▲ 38 ▲ 74,935

２月 ３月 166 971 2,488,683 173 927 2,329,696 7 ▲ 44 ▲ 158,987

1,870 10,772 27,899,869 2,099 11,439 28,663,301 229 667 763,432

【通所型サービス】

件数 回数 給付費(円) 件数 回数 給付費(円) 件数 回数 給付費(円)

３月 ４月 307 1,646 6,069,683 307 1,646 6,069,683

４月 ５月 284 1,533 5,671,368 290 1,529 5,671,070 6 ▲ 4 ▲ 298

５月 ６月 325 1,792 6,882,633 351 1,914 7,182,544 26 122 299,911

６月 ７月 309 1,727 6,533,330 336 1,803 6,754,753 27 76 221,423

７月 ８月 308 1,673 6,306,490 349 1,892 6,979,912 41 219 673,422

８月 ９月 347 1,853 7,018,356 356 1,836 6,872,096 9 ▲ 17 ▲ 146,260

９月 １０月 319 1,758 6,561,946 358 1,857 6,906,566 39 99 344,620

１０月 １１月 327 1,801 6,715,841 352 1,885 7,006,723 25 84 290,882

１１月 １２月 307 1,691 6,332,743 367 1,925 7,163,358 60 234 830,615

１２月 １月 311 1,672 6,170,856 377 1,927 7,208,340 66 255 1,037,484

１月 ２月 305 1,532 5,787,237 371 1,804 6,815,144 66 272 1,027,907

２月 ３月 297 1,549 5,779,841 384 1,918 7,213,150 87 369 1,433,309

3,439 18,581 69,760,641 4,198 21,936 81,843,339 759 3,355 12,082,698

※通所介護相当と緩和した基準によるサービスの合計。また、２９年度の事業期間は１１か月。

増減

サービス
利用月

サービス
利用月

計

計

審査月

審査月
平成30年度 増減平成29年度

平成29年度 平成30年度

※訪問介護相当と緩和した基準によるサービスの合計。また、２９年度の事業期間は１１か月。
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（３）平成30年度介護認定状況について

１）介護認定審査会について

　

 ②合議体数　6合議体

 ③介護認定審査会開催回数　92回　（2合議体同日開催。延べ日数46日）

２）認定審査結果について

  結果通知件数　3,015件

非該当 要支援1 要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

1 254 340 674 554 403 433 356

(参考）認定申請件数

件数 構成比 申請区分 新規申請 更新申請 区分変更申請 総　　計

1 0.0% 件数 787 1767 461 3,015

9 0.3%

45 1.5%

2,896 96.1%

64 2.1%

0 0.0%

0 0.0%

3,015 100%

３）要介護（要支援）認定者数（平成31年3月末）

要支援1 要支援2 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5 計 H30.3計 比較

404 571 640 686 474 504 323 3,602 3,550 52

65～75歳未満 15 41 24 35 16 14 18 163 146 17

75歳以上 389 530 616 651 458 490 305 3,439 3,404 35

3 11 9 10 11 8 14 66 75 △ 9

407 582 649 696 485 512 337 3,668 3,625 43

※H30計画認定者数：3,764人、実績認定者数：3,668人、比較：-96人（97.4%）

４）介護サービス利用状況（平成31年3月審査分）

・サービス受給者数

要支援1 要支援2 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5 計 前年計 比較

407 582 649 696 485 512 337 3,668 3,625 43

145 319 446 534 256 218 114 2,032 1,929 103

7 17 118 138 118 110 77 585 572 13

－ － 33 41 105 191 125 495 511 △ 16

152 336 597 713 479 519 316 3,112 3,012 100

151 327 537 631 440 488 299 2,873 2,717 156

37.1 56.2 82.7 90.7 90.7 95.3 88.7 78.3 75.0 3.4

 ①審査会委員　　30名

(単位：人）

(単位：人、％）

1段階下降

2段階下降

3段階以上下降

計

(参考)一次判定と二次判定との比較

区分

3段階以上上昇

2段階以上上昇

1段階上昇

変更なし

人数

計

3,015

区　　　分

構成（医師　6名、歯科医師4名、薬剤師　2名、理学療法士　3名、作業療法士　2名、看護師　6名、
言語聴覚士　1名、介護福祉士　4名、介護支援専門員　2名）

居宅介護（介護予防）
サービス受給者数（a）

地域密着型（介護予防）
サービス受給者数（ｂ）

施設介護サービス
受給者数（ｃ）

要介護(要支援）
認定者数

サービス受給者合計
（a+b+c）

認定者に対するサービス
受給者数割合(%)

（実質受給者数）

区　　　分

第1号被保険者

第2号被保険者

総　　　　　　　数

区　　　分
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◎介護保険サービス
〇介護給付（要介護1～5）
〇予防給付（要支援1～2：訪問・通所除く）
〇総合事業（要支援1～2、事業対象者）
・訪問・通所従前相当サービス
・基準緩和型サービスA・C

◎介護保険制度外の高齢者支援
〇一般在宅支援サービス
〇高齢者ほほえみセンター
〇安心生活見守り事業
〇地域の居場所づくり（ささえ愛サロン）
〇老人クラブ 等

◎自然発生的な人のつながり
〇家族・親戚
〇近所づきあい
〇友人知人とのつきあい
〇仕事・社会生活

フォーマルな資源
（公的制度に基づくサービス）

【公助・共助】

インフォーマルな資源

（制度外の生活支援サービス
や地域の支え合い）

【互助】

ナチュラルな資源

（家族の支え、近所づきあい
や仲間同士の付き合い等日
常の自然発生的な支え合い）

【自助】

要介護状態

健康・元気

（４）高齢者ほほえみセンター等について

①地域ケアシステムにおける切れ目のない高齢者支援体制について
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 高齢者ほほえみセンターは、介護予防事業を積極的に推進する介護予防拠点として、生きがい
づくり、閉じこもり予防、保健予防を含めた保健福祉サービスを総合的に提供する施設です。 

  地域住民が中心となり、「ほほえみセンター管理運営委員会」を組織し運営しています。日常
的な活動・運営は、ボランティアとしての「ほほえみサポーター」が担っています。 

圏

域 
施設名 開所日時 管理運営形態 平成30年度事業活動・特記事項 

活動日数 

参加者数 

大

田

原 

寺町ほほえみ 

センター 

(H11.10開所) 

火・木・土・日 

午前9時30分 

～午後5時 

 

自治会役員、老人ク

ラブ役員、ほか 

・おたっしゃクラブ 

・レクリエーションダンス ・輪投げ 

・踊り ・カーリング ・編み物教室 

・手芸（和古布） ・つまみ絵教室 

・絵手紙教室 ・食事会  

・生け花教室 

・囲碁、将棋 ・カラオケ 

・大学祭（国際医療福祉大） 

・クリスマス会 

253日 

 

2,935人 

若草ほほえみ 

センター 

(H13.10開所) 

月（午前10時 

～午後3時） 

水・金 

（午前 9時30分

～午後3時） 

自治会役員、老人ク

ラブ役員、ほか 

・おたっしゃクラブ ・料理教室 

・グラウンドゴルフ ・輪投げ 

・カラオケ ・茶話会 

・食事会 ・スライドカーリング 

・忘年会 

154日 

 

3,003人 

元町ほほえみ 

センター 

(H18.7開所) 

月・火・木・土 

（午前9時30分 

～正午） 

土（午前9時30

分～午後4時） 

自治会長、公民館長、

民生委員、福祉委員、

ほか 

・おたっしゃクラブ ・茶話会 

・古布あそび ・囲碁、将棋 

・輪投げ ・健康マージャン  

・七夕まつり ・紅葉狩り  

・忘年会 ・ひな祭り ・作品展 

113日 

 

2,120人 

大手清水町ほほえ

みセンター 

(H18.10開所) 

月・水・木・金・

土 

午前9時30分～

正午 

 

自治会長、公民館長、

民生委員、福祉委員、

ほか 

・おたっしゃクラブ ・囲碁  

・フォークダンス ・食事会  

・グラウンドゴルフ 

・健康マージャン 

・俳句 ・コーラス ・芋煮会 

263日 

 

2,976人 

仲町ほほえみ 

センター 

(H26.4開所) 

 

月・水・金 

午前10時～午後

3時 

地域の高齢者福祉を

考える会 

(通称：ぶらんこの

会) 

・おたっしゃクラブ ・民謡教室 

・塗り絵 ・花見 ・映画 ・誕生会 

・歌 ・紙芝居  

・食事会(毎日型・会食型) 

・誕生会 ・ペーパークラフト 

・写仏 ・フォークダンス 

・実習生受け入れ 

160日 

 

5,097人 

紫

塚 

深川ほほえみ 

センター 

(H13.11開所) 

月～土 

午前9時～午後3

時 

自治会長、公民館長、

民生委員、ほか 

・おたっしゃクラブ ・花見 ・誕生

会・そば会食 ・七夕まつり 

・暑気払い 

・高齢者スクール 

・各種地域祭（深川公民館祭りほか） 

・忘年会  

・新年会 ・豆まき ・カラオケ 

・野外研修 ・手芸 ・折り紙  

・囲碁、将棋 ・グラウンドゴルフ 

・輪投げ ・スライドカーリング 

253日 

 

7,906人 

② 平成 30（2018）年度 高齢者ほほえみセンター事業活動実績について 

③  
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圏

域 
施設名 開所日時 管理運営形態 平成30年度事業活動・特記事項 

活動日数 

参加人数 

西

原 

美原ほほえみセ

ンター 

(H12.10開所) 

月～土 

午前9時～午後4

時 

自治会長、公民館

長、民生委員、福祉

委員、老人クラブ会

長、ほか 

・おたっしゃクラブ ・囲碁 

・うたごえサロン ・絵手紙 

・ちぎり絵 ・輪投げ ・学習(油絵) 

・仲良しサロン ・グラウンドゴルフ 

・クリスマス会 

・地区公民館文化祭 ・食事会 

・子ども達との交流・健康マージャン 

292日 

 

6,519人 

金

田

北 

中田原ほほえみ 

センター 

(H12.10開所) 

火・木・土 

午前10時～午後3

時 

自治会役員、老人ク

ラブ役員、ほか 

・おたっしゃクラブ ・手芸  

・食事会 ・ラージボール卓球 

・おしゃべり会 ・折り紙 ・輪投げ 

・塗り絵 ・新年会 

148日 

 

1,209人 

市野沢ほほえみ 

センター 

(H13.10開所) 

火・木 

午前9時～正午 

自治会区長、民生委

員、ほか 

・おたっしゃクラブ ・輪投げ 

・元気アップ ・食事会 

・クリスマス会 ・芋煮会 

・ラージボール 

144日 

 

1,044人 

福寿草ほほえみ 

センター 

(H25.6開所) 

火・木・土 

午前9時～正午 

自治会長、民生委

員、育成会長、ほか 

・おたっしゃクラブ ・卓球 

・カラオケ ・グラウンドゴルフ 

・輪投げ ・スライドカーリング 

・交通講話 ・浴衣着付け教室 

・囲碁 ・地区敬老会 ・運動会 

・絵手紙教室 ・健康麻雀  

・地区文化祭 ・食事会  

189日 

 

3,851人 

金

田

南 

金丸ほほえみ 

センター 

(H12.10開所) 

火・木・土 

午前9時 

～午後4時 

自治会区長、公民館

長、民生委員、地区

社協会長、長寿会、

ほか 

・おたっしゃクラブ ・編み物 

・折り紙 ・踊り ・講話 ・輪投げ 

・カラオケ ・グラウンドゴルフ 

・いちご狩り ・健康マージャン 

・トランプ ・クリスマス会 

・小学生との交流 

177日 

 

2,146人 

鹿畑ほほえみ 

センター 

(H14.10開所) 

日・木・土 

午前9時～正午 

 

自治会長、公民館

長、民生委員、育成

会、ほか 

・おたっしゃクラブ ・カラオケ 

・グラウンドゴルフ ・折紙 

・茶話会 ・芝居見学 ・七夕 

・講話 ・料理教室 ・編み物 

・新年会 ・クリスマス会     

・塗り絵 ・小物作り 

119日 

 

1,586人 

親

園 

親園ほほえみ 

センター 

(H11.11開所) 

火・木・土 

午前9時 

～午後3時30分 

自治会長、公民館

長、民生委員、老人

クラブ、地区社協会

長、ほか 

・おたっしゃクラブ ・茶話会  

・写経 ・グラウンドゴルフ 

・カラオケ ・手芸  

・小学生との交流会 ・郷土料理 

・食事会 ・輪投げ ・菊の栽培 

・各種文化祭（市産業文化祭ほか） 

・お楽しみ会 ・踊り ・伝承教室 

153日 

 

2,799人 
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圏

域 
施設名 開所日時 管理運営形態 平成30年度事業活動・特記事項 

活動日数 

参加人数 

野

崎 

薄葉ほほえみ 

センター 

(H11.11開所) 

月～土 

午前9時 

～午後4時 

日（グラウンドゴ

ルフ） 

自治会役員、民生委

員、老人クラブ役

員、ほか 

・おたっしゃクラブ ・食事会 

・小学生との交流 ・地区文化祭 

・ゲートボール ・グラウンドゴルフ 

・カラオケ ・体操 ・折り紙 

・ハワイアン・絵手紙 

346日 

 

10,443人 

下石上ほほえみ 

センター 

(H12.10開所) 

月・水・金 

午前9時～正午 

自治会長、公民館

長、民生委員、ほか 

・おたっしゃクラブ ・絵手紙 

・囲碁、将棋 ・カラオケ ・手工芸 

・食事会 ・パッチワーク 

・輪投げ ・饅頭作り 

・お楽しみ会 

159日 

 

1,341人 

佐

久

山 

佐久山ほほえみ 

センター 

(H12.10開所) 

火・木・土 

午前9時 

～午前11時30分 

自治会長、公民館

長、民生委員、福祉

委員、地区社協、老

人クラブ、ほか 

・おたっしゃクラブ ・カラオケ 

・民謡 ・民話 ・健康相談  

・食事会 ・エコクラフト 

・饅頭作り ・芝居見物 ・講話 

・花見 ・敬老会 ・もみじ狩り 

・新年会 ・地域団体等との交流 

・あすなろ祭り 

137日 

 

1,860人 

湯

津

上 

佐良土ほほえみ 

センター 

(H18.6開所) 

月・水・金 

午前9時 

～午後4時 

自治会長、公民館

長、民生委員、老人

クラブ、ほか 

・おたっしゃクラブ ・絵手紙教室  

・フラダンス教室 ・講話会 

・ハーモニカ教室 

・グラウンドゴルフ大会 

・輪投げ大会 ・おたのしみ教室 

・粘土細工 ・文化祭 ・新年会 

・手品教室 ・卓球教室 

113日 

 

1,761人 

蛭田ほほえみ 

センター 

(H20.4開所) 

火・木・土 

午前9時 

～午後4時 

自治会長、民生委

員、老人クラブ、ほ

か 

・おたっしゃクラブ ・手芸教室 

・輪投げ ・おしゃべりサロン 

・グラウンドゴルフ ・手芸教室 

・料理教室 ・小学生との交流会 

77日 

 

1,070人 

黒

羽 

黒羽ほほえみ 

センター 

(H23.5開所) 

月・水・金 

午前9時 

～正午 

自治会長、公民館

長、民生委員、福祉

員、地区社協会長、

地区生涯学習推進

協議会会長、ほか 

・おたっしゃクラブ ・輪投げ 

・スライドカーリング ・踊り 

・なごみサロン ・手芸教室 

・大正琴演奏 ・合唱 ・手品 

・切り絵 ・食事会 

・昔の正月あそび ・尺八 

157日 

 

1,775人 

川

西 

川西ほほえみ 

センター 

(H20.8開所) 

 

月～日 

午前9時 

～午後5時 

(不定期) 

自治会長、公民館

長、老人クラブ 

民生委員、地区社

協、ほか 

 

・おたっしゃクラブ ・花見会   

・バルーンアート ・ボウリング  

・ゴルフ ・鮎釣り ・吹き矢    

・なごみのサロン ・将棋  

・グラウンドゴルフ ・食事会 

・クリスマス会 ・食事会 ・尺八  

・ひな祭り 

308日 

 

4,842人 
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圏

域 
施設名 開所日時 管理運営形態 平成30年度事業活動・特記事項 

活動日数 

参加人数 

両

郷 

両郷ほほえみ 

センター 

(H21.4開所) 

火・金 

午前9時30分 

～午前11時30分 

自治会区長、公民館

長、民生委員、地区

社協、老人クラブ、

ほか 

・おたっしゃクラブ 

・グラウンドゴルフ ・映画  

・輪投げ ・カーリング ・講話 

・陶芸教室 ・手芸 ・紙芸絵 

・ボウリング ・食事会 

・落語会 ・茶話会 ・クリスマス会 

57日 

 

1,171人 

須

賀

川 

須佐木ほほえみ 

センター 

(H18.8開所) 

火・土 

午前9時00分 

～午前11時30分 

自治会長、公民館

長、民生委員、地区

社協、老人クラブ、

ほか 

・おたっしゃクラブ ・輪投げ 

・カラオケ ・料理教室 ・誕生会 

・グラウンドゴルフ ・花見 

・七夕まつり ・芝居見物 

・クリスマス会  

100日 

 

1,814人 

川上地域ほほえ

みセンター 

(H23.5開所) 

火・土 

午前9時30分 

～正午 

自治会長、公民館

長、民生委員、老人

クラブ、ほか 

・おたっしゃクラブ ・輪投げ  

・カラオケ ・グラウンドゴルフ 

・スカットボール ・カーリング 

・花見会 ・七夕まつり ・食事会 

・紅葉狩り 

・クリスマス会 ・新年会 

・豆まき 

112日 

 

1,304人 

須賀川ほほえみ 

センター 

(H24.6開所) 

火・土 

午前9時30分 

～午前11時30分 

自治会長、公民館

長、民生委員、福祉

委員、地区社協、ほ

か 

・おたっしゃクラブ 

・グラウンドゴルフ 

・スライドカーリング ・折り紙 

・カレンダー作り ・カラオケ 

・輪投げ ・七夕 ・ぬり絵 

・茶話会 ・敬老会・ひな祭り  

・子ども達との交流会 ・雑巾作り 

・芝居見学 ・クリスマス会 

84日 

 

1,328人 

合  計 

延べ活動日数 

(1施設当たりの平均活動日数) 

延べ参加人数 

(1施設当たりの平均参加人数) 

4,068日 
  （169日） 
71,900人 

 （2,995人） 

 

 

 

 

－13－



③ 大田原市ささえ愛サロン事業実施状況について（令和元年度）

活動地区 団体名 活動場所 活動内容 活動頻度

①大田原東部 一般社団法人えんがお
コミュニティハウス
みんなの家

地域高齢者と若者をつなげて地域の
プレイヤーを創出する

通年活動。10時～16時
毎週水曜日定休日

②湯津上
おしゃべりカフェ
「ごくらく」

威徳院極楽寺 會館
お茶のみ、折り紙、手芸
カラオケ

毎週木曜日

③野崎 カラオケ会 上薄葉地区自治公民館
カラオケ、健康体操、ぬり絵
映画鑑賞、折り紙

毎月第1・第3土曜日
月2回以上の活動

④大田原東部 東部氣樂会 歌える喫茶「おれんじ」
健康麻雀、カラオケ、茶話会、食事
会、地域を語る会

毎月第2・第4土曜日
月2回の活動

⑤大田原西部 加治屋元気倶楽部 加治屋集落センター
健康麻雀、輪投げ、談話
与一体操他

第3木曜日 健康麻雀・談話
毎週火曜日 輪投げ
月4回の活動

⑥野崎 薄葉団地自治会お茶ラカ会 薄葉団地自治公民館
お茶のみ、カラオケ、輪投げ、昔遊
び、ビンゴ、かるた、トランプ、
GG、卓球、季節行事等

毎月第1・3土曜日
午後1：30～午後5：00

⑦大田原東部 富士見ハイツ令和会

富士見ハイツ自治公民館
富士見ハイツ公園
水辺の公園
歌える喫茶オレンジ

カラオケ、輪投げ、GG、
スポーツ吹矢、茶話会

第1・3水曜日カラオケ
第2・4水曜日 輪投げ
第2・4月曜日ｽﾎﾟｰﾂ吹矢
木・土曜日GG

⑧川西 より愛広場 旧ヨリタカ商店空き店舗
お茶のみ、おしゃべり、手芸、持ち
より昼食会、折り紙

毎週土曜日
午前10：00～午後3：00
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活動地区 団体名 活動場所 活動内容 活動頻度

⑨大田原東部 栄町倶楽部
栄町自治公民館
多目的公園

花ふきん作り、歌、寄せ植え、紅葉
狩り、茶道、GG、編み物、似顔絵
教室、パン作り、炭酸饅頭

毎月第1水・木・土
毎週金曜日
火・金は、GG

⑩佐久山
特定非営利活動法人 あ
すなろ友の会

居場所あべさんち
お茶のみ、カラオケ、健康講座、ア
ドマニー体操

月曜日～金曜日

⑪大田原西部 西原ふれ愛サロン 西原自治公民館
物づくり、茶話会、体操、ゲーム、
勉強会

月2回
第2・第4木曜日

⑫川西 PPKKの会 上町(うわまち)自治公民館
健康講話、輪投げ、塗り絵、折り
紙、手芸、カーリング

毎月2回
第1火曜日・第3火曜日

⑬大田原東部
世代間交流喫茶
「いってみっけ」

とちぎボランティアネット
ワーク県北事務所

茶話会、憩の居場所
毎週水曜日
10：00～16：00

⑭須賀川 須佐木あじさいサロン 旧須賀川小学校 茶話会、スカットボール 毎週水曜日

⑮大田原東部 グループ む 新屋敷自治公民館
健康体操、スポーツ吹矢、輪投げ、
オセロ、茶話会

毎月第1・3水曜日
9：30～11：30

⑯大田原東部 ワルツ若草サタデー会 NPO法人ワルツ
日本の文化体験、アクリルたわし作
り、地域の子どもとの交流会、トラ
ンプやゲーム、地元の食品を味わう

毎週土曜日（月４回）
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（５）平成３０年度一般介護予防事業の実施状況について 

１ 介護予防普及啓発事業 

１）おたっしゃクラブ 

目的：高齢者ほほえみセンター等を拠点に介護予防に関する知識の普及活動を実施し 

要介護状態になることを予防する。 

方法：介護予防に関する知識の普及・啓発を図り介護予防に関する意識を高める。 

内容：①健康相談 

    ②筋力低下予防・機能維持のための運動実践 

      運動器の機能維持・向上のため筋力低下予防・維持のための運動（転倒予防

筋力アップ体操）の実践を普及する。（通称：与一いきいき体操） 

    ③介護予防に関する知識の普及 

      運動器の機能向上の重要性・栄養改善・口腔ケア・認知症予防、目の健康管

理等、多方面の知識の普及をする。また、水分摂取の重要性、血圧管理等健

康管理の講話を適宜入れていく。 

  ④健康教育 

テーマ ポイント 担当者 

介護予防とは 介護予防の重要性と市の現状について周知 地域支援係 

口腔ケア 
口腔衛生・歯周病予防し肺炎予防 

口腔ケアのすすめ 
歯科衛生士 

聞くと得する耳よりな話 高齢期の聞こえについて(補聴器の種類) 言語聴覚士 

認知症予防 
老化や介護状態の予防のため生活全体を見

直す講話・実践 
作業療法士 

症状から考える目の病気 
老化に伴う生理的変化、疾患に関する解説

や対策 
視能訓練士 

筋力アップと体力測定 

転倒予防のための筋力アップの重要性 

体力測定を行い、結果を配布する 

（判定・グラフ化・コメント） 

理学療法士 

実践指導員 

 

＜おたっしゃクラブ＞ 

場 所 回 数 参加実人数 参加延べ人数 

ほほえみセンター(24) 95 579 1,546 

保健センター(2) 24 34 262 

定期依頼(4) 21 50 194 

合 計 140 663 2,002 
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＜出前おたっしゃ及びその他の取組＞ 

場 所 回 数 参加実人数 参加延べ人数 

出前おたっしゃクラブ 12 ― 267 

産業文化祭 1 ― 684 

合 計 13 ― 951 

結果：実施回数 153 回 参加延べ人数 2,953 人 

 

２）幸齢者スクール（国際医療福祉大学と共催） 

目的：高齢者に多い症状と予防について知識を深め、さらに体操やクイズなどに挑戦す

ることにより、医療福祉の世界を楽しく学びながら様々な体験学習を通して若さ

と健康度をチェックし健康維持や介護予防の普及啓発に取り組む。 

対象者：一般市民（主に 65 歳～70 歳代のアクティブシニアの方） 

実施日：平成 30 年 9 月 19 日（水曜日） 

内容：参加者を 2 コースに分け、各コース 4 学科の体験学習と必修の講話を受講。 

修了後に修了書を交付。 

結果：受講者 ８７名 

 

３）チャレンジスポーツジム 

目的：運動器機能向上と運動習慣の確立によって要介護状態を予防するとともに、整形

外科的疾患の保有率を抑制することで、市民の健康寿命を延伸し、健康長寿社会を

推進する。 

対象者：申請日に下記のいずれの項目にも該当する者 

     ・市内に住所を有し 65 歳～69 歳になる者 

     ・要介護認定の申請をしていない者 

     ・市税等の滞納が無い世帯の世帯主又は世帯員である者 

内容：連続した 12 週間（概ね 2 回／週）ストレッチ、有酸素運動、筋力アップトレー

ニングを実施する。＊委託先は 4 か所 

（カーブス大田原美原・本町、パインズスパスポーツクラブ、マックスジム） 

結果：平成 30 年度事業実施状況 申請者 50 人 

体力測定結果に有意差がみられ本事業へ参加することで運動機能は向上し

ている結果となった。 

＜平成 29 年度事業終了者の追跡調査＞ 

・追跡対象者は事業終了後半年以上経過した利用者 57 名 

・回答数 47 名（回収率 82.5％） 

     ・事業満足度は 70％の方が『とても満足』『満足』と回答 

     ・ジムの継続率は 63.8％、運動習慣を持っている方 70％（事業開始時 47％） 
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2 地域介護予防活動支援事業 

１）介護予防リーダー合同研修 

目的：地域で自主活動を推進するため、全介護予防リーダーを対象に合同研修会を開催

し介護予防リーダー同士の交流を図りながら自主性を高めていく。 

内容：実施日 2 月 28 日 参加者 48 人 

・講話「実践しよう！健康長寿新ガイドライン」 

    ・グループワーク 「私たちが地域でできること」  

 

２）大田原市介護支援ボランティアポイント制度（与一いきいきポイント制度） 

※社会福祉協議会委託 

＜与一いきいきメイト養成講座の実施及び活動支援＞ 

目的：介護予防に資するボランティア活動等を通じ、高齢者の社会参加及び介護予 

防の推進を図る。 

内容：与一いきいきメイト養成講座（全 7 回）を受講後、与一いきいきメイトに登録

し市内の各ほほえみセンター等でいきいき活動を実践することで、評価ポイン

トを得る。 

結果：与一いきいきメイト養成講座受講者数：15 名 うち登録者数：12 名 

            

＜与一いきいきメイトフォローアップ研修会＞ 

目的：地域で自主活動を推進するため与一いきいきメイト同士の交流を図りながら活

動を支援する。 

内容：実施日 7 月 13 日 参加者 34 人 

・講話「与一いきいき体操の効果と実践」 

・グループワーク 「講話を聴いての感想」  

               「与一いきいきメイトの活動をして感じたこと」 

 

３ 地域リハビリテーション活動支援事業 

目的：リハビリテーション専門職を活用し、通所介護サービスを提供している事業者の

職員に対するスキルアップを行う。 

対象者：大田原市介護サービス事業者連絡協議会に属し通所介護サービス提供している

事業所の職員 

方法：栃木県リハビリテーション専門職協会から講師派遣 

内容：通所介護サービス提供者に対するアンケート結果を基に実施した。 

≪提供内容≫・運動器機能向上について（リスク管理含む） 

・転倒予防について  ・生活行為向上について 

       ・認知症の知識について・認知症の方の対応方法について 

          ・口腔機能向上について 

結果：講師派遣実施施設 9 か所。参加者 78 名。 

＊大田原市介護サービス事業者連絡協議会研修会において、運動器機能向上について

の講演会を実施し 47 名が受講した。 
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 （６）あんしんプラン第７期計画の平成３０（２０１８）年度事業評価について 
 
 

【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 
 

タイトル ①自立支援、介護予防・重度化防止の推進 
 
現状と課題 
 本市における高齢者人口の推移は､第 6期計画初年度(2015 年年度)は 18,708 人､高齢化

率 25.7%であり､第 7期計画策定時(2017 年度)は 19,877 人､高齢化率は 27.6%であった｡第

7 期における推計は､2020 年度には 20,923 人､高齢化率 29.8%と若干伸び率が抑制される

ものの､引き続き､年 0.8%程度の高齢化が進むと思われる｡ 

 圏域ごとには､須賀川､佐久山､両郷の順に高齢化率が高く､35%を超える一方､西原は20%

未満であり､市街地と農山村部との高齢化率の差が大きい｡ 

 地域包括ケアシステムの構築については、第６期計画において、重点的に取り組んでき

た「生活支援・介護予防サービスの推進」、「認知症施策及び在宅医療・介護連携の推進」、

「高齢者の居住安定に係る施策」について、第７期計画においても引き続き、深化・推進

を図る必要がある。また、ニーズ調査の結果から「在宅生活が続けられるためのサービス

充実」が求められており、地域における高齢者支援体制の整備が必要である。 

 

 

 

第７期における具体的な取組 
①多様な生活支援の充実 

・住民主体の多様なサービスの開発・展開を推進 

・介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業を推進 

②高齢者の社会参加と地域における支え合いの体制づくり 

・住民主体の通いの場の創出等、高齢者の様々な社会参加の機会の確保 

・高齢者が担い手となる生活支援サービスの仕組みを創出 

③介護予防の推進 

・人材育成や地域組織の育成・支援など、住民主体の自主活動の支援強化 

・リハビリ専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進 

④自立支援や介護予防の理念・意識の共有 

・地域の関係者による、自立支援・介護予防の理念や地域づくりの方向性の共有 

・市民に対する「啓発」「広報」活動の実施 
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目標（事業内容、指標等） 
〇介護予防普及啓発事業 

 高齢者ほほえみセンター等を拠点に実施するおたっしゃクラブや、介護予防に関する知

識の普及活動及び実践講座等を実施。 

 ・おたっしゃクラブ 

 2017 年：実施回数 68 回、延人数 1,039 人⇒2020 年：実施回数 96 回、延人数 1,530 人 

 ・出前おたっしゃクラブ（イベント等での普及事業含む。） 

 2017 年：実施回数 23 回、延人数 467 人⇒2020 年：実施回数 40 回、延人数 1,000 人 

 

・お口の健康相談 

 2017 年：実施回数 55 回、参加者数 584 人⇒2020 年：実施回数 50 回、参加者数 600 人 

 ・チャレンジスポーツジム 

 2017 年：修了者数 58 人、運動継続率-%⇒2020 年：修了者数 70 人、運動継続率 80% 

〇地域介護予防活動支援事業 

 地域での介護予防を目的にボランティアを養成し、介護予防活動を推進する。 

 ・与一いきいきメイトの養成 

 2017 年：登録者数 82 人⇒2020 年：登録者数 120 人 

〇高齢者の社会参加と地域における支え合いの体制づくり 

 住民主体の通いの場の創出等、高齢者の社会参加の機会確保の推進。 

・大田原市ささえ愛サロン事業（新規） 

 2017 年：サロン補助件数 0件⇒2020 年：サロン補助件数 30 カ所 

目標の評価方法 
 時点 
□中間見直しあり 
■実績評価のみ 

 評価の方法 
計画における目標値の達成度合い。 

ta3186
テキスト ボックス
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【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート 
 
年度 平成３０年度 

 
 

実績評価 
実施内容 
〇介護予防普及啓発事業 

・おたっしゃクラブは、高齢者ほほえみセンター等を拠点に、介護予防に関する基本的な

知識の普及啓発事業として、各圏域の地域性を考慮しながら実施した。 

・出前おたっしゃクラブは自治会や各種地区組織等の要請に応じて、随時実施した。 

・お口の健康相談事業は、健診当日及び健診結果説明会の際に、口腔の健康に関する意識

向上を図るため、相談会を実施した。 

・チャレンジスポーツジム事業は、65 歳から 69 歳までの高齢者に対して、生活の中に運

動を習慣化するきっかけ作りを支援するためのプログラムの実施を市内スポーツジムに

委託し、利用料の一部を助成するものである。 

〇地域介護予防活動支援事業 

・与一いきいきメイト養成講座受講後に「与一いきいきメイト」として登録していただき、

高齢者ほほえみセンターの運営等に介護支援ボランティア（いきいき活動）として参加を

お願いしている。活動後にインセンティブとしてボランティアポイントを付与している。 

〇高齢者の社会参加と地域における支え合いの体制づくり 

・高齢者ほほえみセンターを補完する役割として、住民主体の通いの場を「大田原市ささ

え愛サロン」と位置づけ、運営費補助制度を創設した。平成 31 年度当初申請件数は 16 件

であり、当初見込み数（10 件）を大きく超える申請があった。 

自己評価結果 
【〇】おおむね計画通りの進捗状況である。 

・おたっしゃクラブ 

 2017 年：実施回数 68 回、延人数 1,039 人⇒2018 年：実施回数 140 回、延人数 2,002 人 

・出前おたっしゃクラブ（イベント等での普及事業含む。） 

2017 年：実施回数 23 回、延人数 467 人⇒2018 年：実施回数 13 回、延人数 951 人 

・お口の健康相談 

 2017 年：実施回数 55 回、参加者数 584 人⇒2018 年：実施回数 79 回、参加者 1,503 人 

・チャレンジスポーツジム 

 2017 年：修了者数 58 人、運動継続率-%⇒2018 年：修了者数 50 人、運動継続率 70% 

・与一いきいきメイトの養成 

 2017 年：登録者数 82 人⇒2018 年：登録者数 94 人 

・大田原市ささえ愛サロン事業（新規） 

 2017 年：サロン補助件数 0件⇒2019 年：サロン補助件数 16 カ所 
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課題と対応策 
〇介護予防普及啓発事業 

・おたっしゃクラブでは、介護予防に関する知識の普及は、内容が充実し効果的に実施で

きている。高齢者ほほえみセンターに参加できない高齢者もいるため、身近な自治公民館

等で実施する出前おたっしゃクラブを増やしていく必要がある。 

・お口の健康相談は、健診結果説明会において実施していたが、平成 30 年度から市民健

診の会場においても相談会を開催することとしたため、実績が伸び、多くの人に普及でき

た。 

〇地域介護予防活動支援事業 

・与一いきいきメイトの登録者数について、若干伸び悩みの状況である。ボランティアポ

イントの付与対象活動が高齢者ほほえみセンターでの与一いきいき体操の指導となって

いるため、今後、活動範囲の拡大について検討する必要がある。 

〇高齢者の社会参加と地域における支え合いの体制づくり 

・実質的に 2019 年度から事業開始となるが、現時点では予想以上の申請件数があり、進

捗状況は順調といえる。ただし、今後、継続的なサロン運営と利用者の維持が課題となる

と思われるため、運営状況の確認と運営に対する指導・助言をきめ細かく行っていく。 
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【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 
 
タイトル ②在宅医療・介護連携推進事業 

 
現状と課題 
 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ためには、在宅医療と介護

を一体的に提供する体制づくりが重要である。 

在宅医療についてのニーズ調査の結果から住み慣れた地域で安心して在宅医療を受け

るためには、家族の負担をかけずに、自宅で療養できる体制づくりを多種職協働で連携し

事業体制を強化していくことが必要である。 

第７期における具体的な取組 
①在宅医療・介護連携推進事業 

・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町村の連携 

②市の具体的な取組 

・那須地区在宅医療・介護連携支援センター運営協議会 

・大田原市地域包括ケアを考える会 

・大田原市地域医療福祉連絡会 

・大田原市地域医療福祉連絡会研修会 

・大田原市医療・介護顔の見える関係会議 

目標（事業内容、指標等） 
在宅医療と介護を一体的に提供するために医療機関と介護事業所等の関係者の連携を

推進するため、2016（平成 28）年度からの 2年間、那須郡市医師会主体による在宅医療連

携拠点整備促進事業が実施されており、その成果を引き継いで 2018（平成 30）年度から

地域支援事業における在宅医療・介護推進事業として取組んでいる。 

本市、那須塩原市、那須町の協働により那須地区在宅医療・介護連携支援センター運営

協議会を立ち上げ、那須在宅医療圏で多職協働により在宅医療・介護を一体的に提供でき

る体制づくりに取り組む。 

目標の評価方法 
 時点 
□中間見直しあり 
■実績評価のみ 

 評価の方法 
各種会議の開催状況、検討内容から総合的に判断 

ta3186
テキスト ボックス
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【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート 
 
年度 平成３０年度 

 
実績評価 

実施内容 
・那須地区在宅医療・介護連携支援センター 6 月開所 

ざっくばらんな懇談会 ８回 

医療・介護者向け講演会 ２回 

市民向け講演会 ２回 

那須地区在宅医療連絡会議 １回 

・大田原市地域包括ケアを考える会 ５回 

・大田原市地域医療福祉連絡会 ４回 

・大田原市地域医療福祉連絡会研修会 ３回 

・大田原市医療・介護顔の見える関係会議 ４回 

自己評価結果  
【〇】おおむね計画通りの進捗状況である。 

在宅医療・介護連携支援センターを 3市町で立ち上げ、活発に課題抽出や解決に向けた

取り組みを実施。また、市の具体的取組についても積極的に実施できた。 

大田原市医療・介護顔の見える関係会議は毎回 100 名近い多職種が参加しており、他の

職種の理解につながっており、医療・介護関係者の連携が深まっている。 

課題と対応策 
〇那須地区在宅医療・介護連携支援センター運営協議会 

３市町で連携を密に取りながら事業を進めた。始まったばかりの事業であるため今後も

地域の実情に応じた取組みを進めていく。 

〇大田原市地域包括ケアを考える会、大田原市医療・介護顔の見える関係会議 

 「地域住民への啓蒙」「入退院支援のルール化」「事例検討会の開催」の３つのテーマで

課題解決のためのワーキンググループを結成して検討を重ね成果が出ている。今後も継続

して取組んでいく。 

〇大田原市地域医療福祉連絡会、大田原市地域医療福祉連絡会研修会 

 基幹病院である那須赤十字病院と定期的な連絡会と、地域で暮らす高齢者の医療的なケ

ア等について研修会を実施してた。医療的ケアが必要な高齢者の介護サービス事業所の利

用のために、更に連携をしていく必要がある。 
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【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 
 
タイトル ③認知症総合支援事業 

 
現状と課題 
 本市の平成 27 年度要介護認定申請者 732 人の認定情報を分析すると、介護が必要とな

った主な原因の 1 位が認知症で 21.6％を占めていた。高齢化率は、平成 31 年 4 月 1 日

28.8％となっており、今後、認知症高齢者の数は、高齢化の進展に伴い更に増加すること

が見込まれる。 

 認知症となっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域での生活を続けていくため

に、医療と介護の連携や認知症の人及びその家族に対する支援の強化を図る必要がある。 

第７期における具体的な取組 
〇認知症の容態に応じた適切な医療と介護サービスを受けることができる体制づくり 

〇認知症高齢者にやさしい地域づくり 

（１）認知症初期集中支援推進事業  

（２）認知症地域支援・ケア向上推進事業 

  認知症ケアパスの作成及び普及啓発 

  認知症カフェの開催 

  ひなげしの会（大田原市認知症の人と家族の会）の開催 

  認知症要配慮高齢者等事前登録制度の実施 

  認知症サポーター養成講座の実施 

  認知症サポーターステップアップ講座の開催 

キャラバン・メイトの活動支援 

目標（事業内容、指標等） 
〇認知症初期集中支援推進事業  

 認知症初期集中支援チームの活動支援、認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催 

〇認知症地域支援・ケア向上推進事業 

 認知症サポーター・キャラバンメイト養成状況と目標値 

 2017 年度：認知症サポーター実数 1,425 人・延べ人数 10,000 人、キャラバン・メイト 

延べ数 83 人⇒2020 年度：認知症サポーター実数 1,400 人・延べ人数 14,100 人、キャ 

ラバン・メイト延べ数 100 人 

目標の評価方法 
 時点 
□中間見直しあり 
■実績評価のみ 

 評価の方法 

計画における目標達成度合い 

ta3186
テキスト ボックス
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【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート 
 
年度 平成３０年度 

 
実績評価 

実施内容 
（１）認知症初期集中支援推進事業 

  平成 30 年 9 月 12 日に認知症初期集中支援チーム検討委員会を開催 

（２）認知症地域支援・ケア向上推進事業 

  認知症ケアパスの作成及び普及啓発 

   平成 27 年度に那須郡市医師会と 3市町（那須塩原市、那須町、大田原市）で第 1 

版を作成し、平成 31 年度末に第 2版を作成。今後普及啓発を行っていく。 

  認知症カフェの開催 

   国際医療福祉大学と協働で、「大学オレンジカフェ㏌大田原」を平成 29 年 6 月より 

毎月 1回、大学内のカフェテリアを会場として実施。 

   平成 30 年度：11 回開催、延べ参加人数 57 人 

  ひなげしの会（大田原市認知症の穂とと家族の会）の開催 

   平成 30 年度：11 回開催、延べ参加者数 21 人 

  認知症要配慮高齢者等事前登録制度を平成 30 年 7 月 1 日より実施 

   平成 30 年度：登録者数 8件 

  認知症サポーター養成講座の実施 

   平成 30 年度：51 回開催、延べ受講者数 1942 人 

   平成 17 年度からの累計：352 回開催、延べ受講者数 12,011 人 

  認知症サポーターステップアップ講座の開催 

   認知症について更なる知識の向上や地域での活動を希望する認知症サポーターに 

対し、活動のきっかけづくりとなる講座を開催 

   受講者数は、平成 29 年度：９名 平成 30 年度：７名 

キャラバン・メイトの活動支援 

   平成 30 年度：登録者数 91 人 

   協力体制の強化とスキルアップを目的に定期的に連絡会を開催している。   

   

自己評価結果 
【〇】おおむね計画通りの進捗状況である。 

・認知症初期集中支援チーム検討委員会を開催し、認知症総合支援事業の進捗状況を報告

した。委員から「概ね計画通り進んでいる。もっと広く周知をすること。」と意見があり、

周知に努めた。 

・那須郡市医師会や他市町とケアパス第２版の作成が行えたことは、今後の連携につなが

ると思われる。 
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課題と対応策 
・平成 30 年度は、認知症初期集中支援チームの実績はなかったため、事業の周知を行っ

ていく必要がある。 

・認知症カフェの参加者が横ばいであるため、大学と協力しながら更なる周知を行ってい

く。 

・認知症サポーターステップアップ講座の開催とともに、修了者への活動支援を行ってい

く必要がある。 
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【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 
 
タイトル ④介護保険制度の円滑な運営 

 
現状と課題 
 本市では、高齢化の進展に加え、積極的な介護基盤整備と制度周知によって、介護サー

ビスに係る給付費が、2006 年度には約 35 億円だったものが、2016 年度には約 56 億円と

なり、2025 年度には約 80 億円まで増加する推計となっている。 

 制度維持のためにも、必要なサービスは提供しながら、できるだけ給付費を抑制する必

要がある。そのためには、自立支援・重度化防止の取組を強化するとともに、介護保険サ

ービスの公正かつ適正な提供ができるよう制度周知、情報提供に努め、関係機関との連携

や事業所に対する指導等について積極的に取り組む必要がある。 

第７期における具体的な取組 
①利用者支援の充実 

・市民に対するサービスや保険料等の情報提供 

・介護事業者への適正なサービス提供の呼びかけ・周知 

②介護給付適正化事業の実施 

・要介護認定、ケアマネジメント及びサービス提供体制の充実 

③サービスの確保と質の向上への取組 

・更に増大する介護ニーズに対するサービス提供に関する質・量の向上、充実 

・介護サービス事業所の適正な指定・指導監督業務 

目標（事業内容、指標等） 
〇介護給付の公正かつ適正な実施 

・介護給付実績の評価・分析。 

〇介護給付適正化事業の実施 

・要介護認定の適正化を図るため、認定調査員の相互チェック、研修による認定結果の統

一性を確保する。また、認定審査会における合議体間のデータ比較、全国・県内自治体の

データ比較による審査判定の統一性を確保する。 

・ケアプラン点検を積極的に行い、事業所指導や個別照会によって、ケアプランの適正化

を図る。また、住宅改修、福祉用具については、事前申請を徹底し、本人の状態に応じた

利用となっているか、保険者が直接確認を行う。【ケアプラン点検率 1%以上を目標とする】 

・サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化について、医療情報との突合・縦覧点検、

介護給付費通知の送付、介護給付適正化システムを活用し、適正な報酬請求が行われてい

るかチェックし、受給者自身にも給付内容について確認してもらう。 

〇介護サービス事業所の適正な指定・指導等の実施 

・所管する介護事業所に対する実地指導を指定期間中に最低１回は実施する。【実施率

16.7%以上を目標とする。】 

・集団指導を年１回以上実施する。 
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目標の評価方法 
 時点 
□中間見直しあり 
■実績評価のみ 

 評価の方法 
保険者機能強化推進交付金に係る評価指標の達成度合い。 

ta3186
テキスト ボックス
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【大田原市】取組と目標に対する自己評価シート 
 
年度 平成３０年度 

 
実績評価 

実施内容 
〇介護給付適正化事業の実施 

・ケアプラン点検件数 259 件（点検率 1.2%） 

・住宅改修、福祉用具については事前審査、本審査とも実施率 100% 

・医療情報との突合・縦覧点検については、介護給付適正化システムによって国保連から

の点検結果を確認し、必要に応じて実態調査を実施。 

・介護給付費通知実施率 100% 

〇介護サービス事業所の適正な指定・指導等の実施 

・2018 年度は、実地指導を 19 件（サービス種別毎）実施。実施率は 23.2%。 

・集団指導を 2019 年 3 月 22 日に実施。参加事業所は 106 事業所（サービス重複あり）。 

指導内容は 2019 年度介護保険制度の変更点、2018 年度実地指導の結果等について、説明、

報告を行った。 

 

自己評価結果 
【〇】おおむね目標どおりの実施となっている。 

・ケアプラン点検率 1%以上⇒2018 年度 1.2%（259 件） 

・実地指導実施率 16.7%以上⇒2018 年度 23.2%（19 件/82 件）【保険者機能強化推進交

付金評価指標】 

課題と対応策 
〇介護給付適正化事業の実施 

・要介護認定については、適正な運営が確保できている。 

・ケアプラン点検については、事業所への通知、確認依頼まではできているが、介護支援

専門員との面談については、実地指導時のみの実施となっているため、機会を増やす検討

が必要である。 

・医療情報との突合・縦覧点検については介護給付適正化システムによって、点検結果を

確認しているが、必要に応じて実態調査等の実施も検討する。 

・介護給付適正化システムについて、十分な活用が図られているとは言えない状況である

ので、積極的な活用を図る。 

〇介護サービス事業所の適正な指定・指導等の実施 

・事業所の指定については、地域密着型サービスについてはすべて公募による事業者選定

を実施しており、制度理解、適正な事業運営等について事前に指導・助言の上開設できる

体制ができている。 

・実地指導については、指定期間中に最低 1回は実施できるよう計画を作成しているが、
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事業所における更なる制度理解、適切なサービス提供、適正な報酬請求を確保するため、

できるだけ実施回数を増やす必要がある。 

・集団指導においては、他事業所における事例を共有することで、事業所間のサービス提

供レベルを維持し、どの事業所でも質の高いサービス提供ができるよう指導・助言を行っ

ていく。 
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①2019年度介護報酬改定について

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議
（H31.3.19）資料より抜粋

(7)令和元（２０１９）年度介護保険制度改正について
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②
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大田原市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（あんしんプラ
ン）第８期計画の策定に向けたスケジュールについて

【２０１９年度の取組予定】
第７期計画策定時と同様に、第８期計画策定における基礎資料として

必要なデータを収集するため、厚生労働省が示す下記の調査を年度内に
実施する。

〇在宅介護実態調査
「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「介護離職を
なくしていくためにはどのようなサービスが必要か」といった観点を
盛り込むため、「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等の介
護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの在り方を検討するこ
とを目的として実施する調査。
⇒実際に在宅で要介護状態にある利用者と家族の意見が必要。

・対象者 ６５歳以上の要支援・要介護認定者のうち、在宅で生活
している方を対象に実施。

・実施方法 調査期間中に更新及び区分変更申請のあった被保険者及
びその家族に対して、認定調査員による聞き取り調査を
行う。
⇒回答者の負担を軽減し、情報の精度が高い回答が得られ
る。また、高い回収率が期待できる。

・実施時期 １０月～１２月に調査実施、１月～３月に集計・分析。
（予定）

〇介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
第８期あんしんプランにおいて、計画期間内の各介護サービスの利
用見込の推計、介護サービス基盤整備、各高齢者支援事業について検
討するため、本市の高齢者の生活状況や健康状態、高齢者施策に対す
る考え方、介護サービスに係るニーズ等を把握することを目的として
実施する調査。
国が示す実施方針に基づき実施する。（７月以降に示される予定）
⇒サービス未利用の第１号被保険者の意見、考え方を把握。

・対象者 市内在住の６５歳以上の高齢者（要介護認定者を除く）
・実施方法 有効回答数から算出したサンプル数に基づく人数の対象

者を無作為に抽出し、郵送配布・郵送回収によって実施。
・実施時期 ７月以降、国の実施方針が示された後、速やかに実施。
（予定） （前回時は、１月調査実施、２月～３月に集計・分析）
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【２０２０年度の取組予定】
第８期あんしんプランの策定にあたっては、大田原市介護保険運営協

議会の審議を経て、市長が決定するものであるため、２０２０年度の運
営協議会については、下記の内容を予定している。

２０２０年度介護保険運営協議会開催予定（案）

第１回 第８期計画の概要、各種調査結果の報告、諮問

第２回 第８期計画骨子案の検討

第３回 第８期計画素案の検討、介護保険料試算報告

第４回 第８期計画（案）の検討、答申の承認
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平成２８年度介護保険料収納状況 政府統計ポータルサイトより抜粋
政府公表：平成３０年８月

保険者 調定累計 収納額累計 還付未済額 不納欠損額 未収額 減免額 徴収率
那須烏山市 543,699 534,506 404 1,247 7,946 - 98.31
大田原市 1,359,345 1,335,753 716 1,665 21,927 171 98.26
下野市 902,231 884,574 1,184 1,659 15,997 - 98.04
栃木市 2,905,831 2,838,127 2,191 12,702 55,002 - 97.67
さくら市 625,006 608,779 184 2,496 13,731 - 97.40
鹿沼市 1,666,677 1,611,789 180 9,120 45,768 15 96.71
矢板市 627,713 607,008 1,122 - 20,705 - 96.70
佐野市 2,406,122 2,325,043 1,002 11,069 70,010 59 96.63
真岡市 1,220,374 1,174,934 539 10,515 34,925 - 96.28
宇都宮市 6,956,177 6,683,133 5,157 65,487 207,558 854 96.07
那須塩原市 1,806,061 1,735,029 2,353 15,624 55,408 586 96.07
小山市 2,687,143 2,576,516 2,591 25,622 85,006 551 95.88
足利市 2,719,199 2,602,333 5,073 25,658 91,208 79 95.70
日光市 1,491,405 1,425,553 1,539 123,030 53,822 96 95.58
（参考）

大田原市H29 1,412,500 1,388,269 1,077 2,687 21,565 98.28
大田原市H30 1,567,206 1,545,312 760 2,565 19,359 98.60

（単位：千円）


