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１．    値    達成度

13 14 16 16 18

実績値 28 36 40 42 42

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ３．人にやさしく健やかなまち【健康・福祉】 施策統括課 福祉課

施策 ９．高齢者が地域で安心して暮らすことがで
きるまちをつくる 関 係 課 健康課

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

暮らしやすい地域であると感じる
高齢者の割合

（町民意識調査）
％

61.6
a

目標

68.2

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性
９－１ 地域 高齢者 見守  支援  所管課

地域生活に心配になることがないと
感じる高齢者の割合
（町民意識調査）

％
16.4

ｂ
16.1

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 福祉課地域ぐるみの高齢者支援 34位/28位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

実績値 65.4 64.3 61.8 58.7 68.2 ○

地域生活に心配になることがないと
感じる高齢者の割合
（町民意識調査）

% 16.4 ×

暮らしやすい地域であると感じる
高齢者の割合

（町民意識調査）
% 61.6

16.1実績値 12.2 13.5 15.3 12.9

○

町 協定 結  見守 活動 
実施している団体・事業所数

団体・
事業所 13

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ B

サロン等高齢者が集える場を
開催している団体数 団体 28

○

要介護状態(要介護1~5)     
在宅生活     方 割合 % 60.4

実績値

実績値 66.8 67.4 65.2 67.8

○

70.1
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残された課題
・なし

残された課題
 多数 事業所等 関  中  連携 対   取 組  意識 差      
 切 目  医療 介護 受            地域住民 医療 介護 相談窓口 知        必要 
が、知らない人が多い。

令和4年度取 組 方針

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

まちが取り組むべきこと① 町民 互助 対  意識 啓発  町民主体   見守  支援活動 推進   

    禍  医療 介護 切 目  受    連携体制 作     医療 介護 専門職 対象   多職種
連携研修会の運営方法を工夫し開催する。

まちが取り組むべきこと④ 法制化される地域ケア会議で地域課題を検討し、地域のネットワークを推進します

令和4年度取 組 方針
 要介護者等 在宅 安心  生活      引 続      提供   

まちが取り組むべきこと③ 医療 介護 多職種連携 推進   

5年間 取 組 状況

 町内 医療 福祉 保健 専門職 対象    多職種連携研修会   住民啓発 兼  講演会 開催   
 住民 元気     医療 介護 専門職          医療 介護 事業所 町内企業 地域住民 協力
 得      保健室  開催    医療 介護 専門職  地域                       作
成し、各病院、事業所等に掲示してもらった。
 令和元年度   糟屋地区１市７町 粕屋医師会 在宅医療 介護連携推進事業 委託  糟屋地区   
 医療 介護 連携 図   

まちが取り組むべきこと② 要介護者等 対  在宅福祉     充実    

5年間 取 組 状況

 既存 交通機関 利用     困難 高齢者等 対     付車両 運行  通院 公共機関  送迎 
行   
 在宅 紙    常時必要  要介護認定者（要介護3以上）及 日常生活自立度Ⅲ   障  自立度B
以上 方 対  月5,000円 限度 紙   類 給付   
 介護保険     利用中 一人    高齢者   世帯  弁当 配達   同時 安否確認 行   
 令和元年度  緊急通報           人感    機能 追加  利用者   安心  生活     
になった。

5年間 取 組 状況

 高齢者見守 活動推進事業    協定 結  町内会  70歳以上 一人世帯及 75歳以上高齢者   
世帯    見守  同意   方     提供  町民主体   見守 活動 支援   
 例年 関係機関 連携強化及 情報共有   高齢者見守       会議 開催      新型     
  感染症 影響    令和元年度 ２年度 開催 中止 
 希望  町内会 生活支援         生活支援   調査 生活支援体制整備 支援 行   

残された課題
 高齢者 増加  一方 地域       希薄化      見守  支援 対象   高齢者 存在     
把握することが困難になってきている。

令和4年度取 組 方針
 見守 活動 行 町内会 対 引 続 情報提供 行  
 引 続 生活支援          希望  町内会 生活支援   調査 生活支援体制整備 支援 行
う。

5年間 取 組 状況
 地域包括支援    職員 地域 医療 介護 専門職 一緒 個別  会議 行   
 地域  個別会議 抽出   地域課題 解決策    地域  推進会議 検討 行   
 地域  会議 先進地 視察研修 行  地域  会議 活性化 努   

残された課題
・地域課題を抽出し、地域ケア推進会議で検討したが、具体的な課題解決に向けた取り組みにつながらなかった。

令和4年度取 組 方針
・地域ケア個別会議で抽出された地域課題を政策形成につなげられるように、地域ケア推進会議を充実させる。

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



108 100 104

令和4年度 取 組 方針 方向性

９－２ 高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援する 所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 福祉課高齢者の社会参加と生きがいづくり 26位/32位

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

    人材      加入率 ％ 3.3

実績値 11.0 10.7 9.8

×

×老人   会員率 ％ 12.8 →

3.2

9.4 8.7

実績値 3.0 2.8 2.6 2.4

高齢者ボランティア会員数 人 150 ×

令和4年度取 組 方針
・引き続き、高齢者が就労を通して生きがいを感じながら地域社会で活躍できるよう、シルバー人材センターのPR活
動を支援する。

まちが取り組むべきこと③ 高齢者の自主的なボランティア活動の推進、社会参加の促進、仲間づくりの場の拡充をはかります

5年間 取 組 状況
・高齢者が社会奉仕・教養講座・スポーツ等の活動を通じて、毎日を生き生きと過ごすことができるよう、シニアクラブ
（令和２年度老人     名称変更） 補助金 交付   
       定期総会 大会等 行事 円滑 進           打 合  等 行  活動 支援   

残された課題
・シニアクラブへの新規入会者の減少に伴い、会員数が減少。また、シニアクラブがない地域がある。
       会員 高齢化   役員 担 手不足 

令和4年度取 組 方針
・シニアクラブの活動について広報・ホームページ等で周知し、会員数増を目指す。また、シニアクラブがない地域での
団体発足や連合会加盟団体を増やすため、引き続き支援する。

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

C

まちが取り組むべきこと① 老人     参加促進    多  方 参加     環境整備    支援 行   

実績値 149 127

5年間 取 組 状況
 社会福祉協議会 各種      講座 行      支援   

まちが取り組むべきこと② 高齢者が就労を通して生きがいを感じながら地域社会で活躍できるよう、シルバー人材センターへの加入促進をはか
るとともに、事業活動を支援します

5年間 取 組 状況

 安定  事業運営 行         人材     補助金 交付   
 令和元年度     人材     新  就業分野   物品販売 開始 店舗建設費用 一部 町 補助
した。
・介護保険証交付会で、シルバー人材センターのチラシを配布し、周知した。

残された課題
     人材      加入率 減少 
・シルバー人材センター登録会員の高齢化。

残された課題
・ボランティア団体が減少している。

令和4年度取 組 方針
・高齢者が生きがいをもって活躍できるボランティア活動の在り方について、社会福祉協議会と検討する。

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



９－３ 介護予防 健康      自立  生活 支援  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 福祉課介護予防と健康づくり 37位/23位

成果指標 単位 基準値 目標 区分

介護予防教室の延べ参加者数 人 6,540

実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

×実績値 5,893 6,481 6,748 6,187 70

自立高齢者（65歳  74歳   
高齢者で介護認定を受けずに
生活している高齢者）の割合

％ 96.0 → 実績値 96.0 96.1 96.1 ○96.7 96.3

5年間 取 組 状況
・訪問型生活支援サービスをシルバー人材センターに委託して実施した。
・生活支援コーディネーターが、希望する地域において、高齢者のニーズ調査や支えあいの仕組みづくりを支援した。

残された課題
・多様な主体による生活支援サービスや介護予防の提供体制の構築への進捗状況に地域差がみられる。

令和4年度取 組 方針
・地域の高齢者が必要としている生活支援サービスのニーズを把握し、多様な主体による生活支援体制や介護予防
 提供体制 構築 更 進   

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

B

まちが取り組むべきこと① 制度改正 伴 新  総合事業(介護予防 日常生活支援総合事業) 対  受 皿       多様 主体 
よる生活支援サービスや介護予防の提供体制を構築します

令和4年度取 組 方針
・実施内容の充実と周知活動の推進を図る。
 町内会（公民館） 保健      介護予防教室 開催  自宅  継続  取 組      予防 啓発
に取組む。

まちが取り組むべきこと③ 買 物支援  日常生活  支援活動 対  情報提供 充実  利用 促進   

5年間 取 組 状況
 志免町商工会 買 物支援 関  協議 行   
・シルバー人材センターの家事支援サービスについて適宜、情報を提供した。

まちが取り組むべきこと② 介護予防活動への参加拡大のための環境づくりを進めます

5年間 取 組 状況

 要介護状態 予防 目的      予防 仲間    場    理学療法士 歯科衛生士 管理栄養士等 
専門職 共  公民館  介護予防教室 全町内会（30町内会） 実施   （令和２年度  新型    
   感染症 影響  公民館  事業 中止）
    令和元年度  町内会      参加出来     保健      実施   

残された課題
・地域によって参加人数に差がある。
 自宅  介護予防 取組          予防 方法 周知啓発 必要 

令和4年度 取 組 方針 方向性

残された課題
・積極的な情報提供はできていない。

令和4年度取 組 方針
 日常生活  支援活動 対  情報提供 積極的 行  

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

９－４ 認知症高齢者やその家族等を支援する 所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 福祉課認知症高齢者とその家族への支援 13位/49位

成果指標 単位 基準値 目標 区分

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

A

まちが取り組むべきこと① 認知症      養成     地域 認知症  理解 協力 拡大   

○認知症     養成者数(累計) 人 735 実績値 1,707 2,016 2,359 2,642 2,642

まちが取り組むべきこと② 認知症高齢者の徘徊対策のネットワークをつくります

5年間 取 組 状況
・福岡都市圏の「認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク」及び福岡県の「防災メールまもるくん」を活用し、周知・
啓発に取り組んだ。

残された課題
・「認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク」の登録者が少ない。

5年間 取 組 状況
 認知症     養成講座 中  認知症      活躍   場 紹介 行   
 認知症                認知症      活動     講演会 行  令和元年度  認知症
の一般啓発も兼ねて映画の上映会を開催した。

残された課題
 若 世代 認知症      少   
・認知症サポーターの自主的な活動へつながっていない。

令和4年度取 組 方針
 若 世代 認知症      養成       周知啓発 継続  実施   
         立 上  向         講座 開催 推進   

令和4年度 取 組 方針 方向性

   成果        値 暮     地域    感  高齢者 割合   令和２年度実績値68.2％  後期基本計画中最
高値    目標 達成    地域生活 心配         感  高齢者 割合       令和２年度実績値16.1％  
  目標      及            後期基本計画中    最大値     町 協定 結  見守 活動 実施    
団体 事業所数 平成28年度13団体     徐々 増  令和２年度  18団体     高齢者 集  場 開催    団
体  平成28年度28団体      令和2年度  42団体 大幅 増   
     高齢者 生         老人   会員率     人材      加入率 減少 続  目標値 下回     今
後 引 続 関係機関 協力     地域    見守  支    生       支援  高齢者 地域 安心  暮     
できるまちを目指す。

令和4年度取 組 方針
 引 続  認知症高齢者等徘徊ＳＯＳ       及  防災          関係団体 町民 周知 啓発
する。

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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