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計画書Ｐ23 の施策の体系 

基本目標と施策の方向性の 

番号 

計画書の該当ページ

(先頭) 

「実績評価のみ」が■になっている場合、この項目は年

間の取組で評価をするのでここで終了。「中間見直しあ

り」が■になっている場合半年の状況を見るため「取組

と目標に対する事項評価シート」が作成され、状況分析

が行われています。 



評価の考え方

今回の中間評価は、H30年度末の見込に対する、H30年9月末の実績で評価する。

自己評価結果

　　記入欄の初めの行に評価を入力する

実施内容

自己評価結果

　自己評価　１

自己評価 1 ０～２５％未満の達成

2 ２５％以上～５０％未満の達成

3 ５０％以上～７５％未満の達成

4 ７５％以上～１００％の達成
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

２－２                              ７次計画書Ｐ30 

タイトル 目標２健康保持・介護予防の推進（２）介護予防の推進 

 

現状と課題 

町の高齢化率は平成３７年に２８．９％となることが予想されている。また、それに伴い

要支援・要介護認定者数が増加していくことが見込まれ、平成３２年には平成２９年比で

約１．３倍、平成３７年には平成２９年比で約１．７倍の増加が見込まれている。要介護

状態の発生をできる限り防ぎ、また、遅らせること、そして要介護状態にあってもその悪

化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指し、介護予防の推進を図る。 

第７期における具体的な取組 

要介護状態等となることを予防、または要介護状態等となった場合においても可能な限り

自立した日常生活を営むことができるよう一般介護予防事業として、以下の事業を実施す

る。 

・元気はっけん広場 

・介護予防講師派遣事業 

・お父さんのためのアンチエイジング講座 

・高齢者健康トレーニング教室 

・シニアげんきポイント事業 

・高齢者スポーツ大会 

目標（事業内容、指標等） 

 

事業名 指標 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 

元気はっけん広場 参加者数 365 400 400 400 

介護予防講師 

派遣事業 
延べ参加数 680 240 360 480 

お父さんのための 

ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ講座 
参加者数 49 50 50 50 

高齢者健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

教室 
参加者数 100 100 100 100 

シニアげんき 

ポイント事業 

平均活動 

人数 
39 40 45 50 

高齢者スポーツ大会 参加者数 181 185 190 195 

      
 

目標の評価方法 

r-gotoh
四角形
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 時点 

■中間見直しあり 

□実績評価のみ 

 評価の方法 

・参加者数が増加しているか。 

・シニアげんきポイント事業については平均活動人数が増加しているか。 

・体力測定結果が現状維持または改善されている人の人数を評価 

元気はっけん広場…第１クール事前・翌年度第１クール事前の測定結果 

お父さんのためのアンチエイジング講座…第１クール事前・第３クール事後の測

定結果 

高齢者健康トレーニング教室…第１クール事前・第５クール事後の測定結果 

 

    を比較。測定を行っている、握力、開眼片足立ち時間、Timed up＆go、５ｍ歩行

時間（通常・最大）等の項目について、厚生労働省「介護予防マニュアル改定版」

に基づく５段階評価の平均値を用い、事前・事後で比較した数値（元気はっけん

広場は測定が事前のみのため、事前の測定結果）が同じ(現状維持)または、増加

(改善)の場合は「１」、減少(悪化)した場合は「－１」とし、全体の合計の値で

評価。 

・高齢者健康トレーニング教室については、年度の最終クールでの参加者へのアンケ

ートにおいて、主観的健康観の改善があったかどうか。 

 

r-gotoh
四角形
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取組と目標に対する自己評価シート 

２－２ 

年度 Ｈ３０年度  

 

前期（中間見直し） 

実施内容 

 

事業内容 指標 H30年 3月末 

見込 

H30年 9月末 

実績 

元気はっけん広場 参加者数 400人 199人(49.8％) 

介護予防講師派遣事業 延べ参加者数 240人 530人 1(220.8%) 

お父さんのためのｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ

講座 
参加者数 50人  50人(100%) 

高齢者健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教室 参加者数 100人 40人(40%)  

ｼﾆｱげんきﾎﾟｲﾝﾄ事業 平均活動人数 40人 52人(130%) 

高齢者スポーツ大会 参加者数 185人 10月に開催 

 

〇体力測定結果について 

・元気はっけん広場…－３ 

・お父さんのためのアンチエイジング講座…＋１９ 

・高齢者健康トレーニング教室…参加者の入れ替えが多く、同じ参加者がいなかったため、

上半期での数値の比較ができなかった。 

自己評価結果 

自己評価 ２ 

参加者数は、事業全体として、周知に力をいれ、ほぼ定員いっぱいとなった。体力測定結果

については、元気はっけん広場でマイナスとなったため、後期でプラスに繋げていけるよう

委託事業者と連携を図っていく。 

 

課題と対応策 

（介護予防講師派遣事業）新たに利用する団体・グループを増やしていく。対応策としては、

周知を強化し、介護予防教室に長く参加している方を中心に自主グループ化に繋げていきた

い。 

（お父さんのためのアンチエイジング講座）継続して参加している人が多いため、新規利用

者を増やしていけるよう包括支援センターとの連携や周知方法の見直しに取り組んでいく。 

（シニアげんきポイント事業）平均活動人数やスタンプ押印数も増加し、内容の濃いものと

なってきているが、受入施設が限られているため、現状では活動を今以上に増やしていくこ

とが困難であるため、新たに対象施設を増やしていく。 

r-gotoh
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〇体力測定結果について 

・元気はっけん広場…－３ 

第３クールの初回の平均値が、全体的に低い値となった。気軽に参加

できる通いの場として、大規模で開催していることから、参加者の状

態にもばらつきが多いことや、内容が筋力トレーニングの他、認知症

対策やセミナー等、様々な内容を行うことで飽きずに参加できるもの

としていることも大幅な改善となりにくい要因と考えられる。 

・お父さんのためのアンチエイジング講座…＋１９ 

意欲のある継続者が多く参加していることから、全体的に高い数値で

あった。隔週で開催しているため、自宅でのトレーニングを宿題とし

て課し、まじめに取り組んでいる人が多いため、結果に繋がったと考

えられる。新規の参加者を増やしていけるよう周知の強化に取り組ん

でいく。 

・高齢者健康トレーニング教室…参加者の入れ替えが多く、同じ参加者がいなかったため、

上半期での数値の比較ができなかった。下半期より参加者へアンケートを取り、主観的健康

観の改善があったかどうかを指標に追加し、取り組んでいく。 

 

 

後期（実績評価） 

実施内容 

 

自己評価結果 

 

課題と対応策 

 

 

r-gotoh
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２ 健康保持・介護予防の推進 

町の高齢者が、元気に地域社会で生活するための支援施策を実施し、高齢者の自立

支援・重度化防止等に務めます。また、介護予防の推進については、基本目標１「地

域包括ケアシステムの充実」の生活支援体制整備事業における寒川町生活支援・介護

予防サービス基盤整備推進会議においても協議を進めていきます。 

 

（１）健康保持の推進 

高齢者が生活習慣病の予防や健康づくりを推進するとともに、住み慣れた地域でい

つまでも安心して生活できるよう、各種健（検）診の受診促進や健康づくり事業の充

実を図ります。 

 

① 健康診査（特定健康診査・特定保健指導）＊保険年金課 

メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導（国民健康保険被保険

者 40歳～74歳対象）を実施します。メタボリックシンドロームの早期発見を行い、

健康を増進し、給付を抑えることを目標とします。広報や事業の周知を積極的に行い、

受診率の向上を図ります。 

 

② 健康診査（高齢者健康診査）＊保険年金課 

健康診査（後期高齢者医療保険制度被保険者・75 歳以上対象）、問診、身体測定、

打聴診、尿検査、血液化学検査、医師の判断により心電図検査、貧血検査、眼底検査

を行います。病気の早期発見を行い、健康を増進し、最終的には医療の給付を抑える

ことを目標とします。現在入通院し、検診が不要な高齢者が多いため、今後は一定の

受診率を保つよう努めます。 

 

③ 健康診査＊健康・スポーツ課 

40歳以上の生活保護受給者を対象に、町内及び茅ヶ崎市内の医療機関にて、問診、

身体測定、打聴診、尿検査、血液化学検査、医師の判断により心電図検査、貧血検査、

眼底検査を行います。診査内容は特定健康診査に準じて実施します。 

 

④ 訪問指導＊健康・スポーツ課 

自宅での生活をスムーズに送るための環境整備、服薬、口腔衛生、食事等の助言、

指導を行います。介護保険制度や地域包括支援センターのサービスを紹介することで、

個々の問題の継続的な解消を図っています。  

r-gotoh
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⑤ 健康づくり事業＊健康・スポーツ課 

体力や筋力を維持するために、運動や食事に関する講座を行います。 

 

（２）介護予防の推進 

地域の高齢者等が要介護状態等となることの予防または要介護状態等となった場合

においても可能な限り自立した日常生活を営むことの支援を目的に、介護予防・日常

生活支援総合事業の一般介護予防事業を実施していきます。また、自立支援・重度化

防止の目標を、介護予防事業への参加率１００％とします。 

 

① 元気はっけん広場 

事前の申込をせずとも気軽に訪れる事の出来る通いの場としての介護予防教室を実

施します。内容は、運動器の機能向上及び認知症予防プログラムを中心に、口腔機能

の向上、栄養改善プログラムを併せて実施します。また、３カ月に１回、測定会を実

施します。 

（人/年） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加者数 － － 340 400 400 400 

 

② 介護予防講師派遣事業 

身近な場所からの介護予防を目指して、主として 65歳以上で構成される町内の団

体・グループの求めに応じ、介護予防プログラムを提供する講師を派遣する事業を実

施します。 

（人/年） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加者数 － － 120 240 360 480 

 

③ お父さんのためのアンチエイジング講座 

介護予防教室への男性高齢者の参加率の低さを改善することを目的に、参加者を男

性高齢者に限定し、運動器の機能向上及び認知症予防、口腔機能の向上、栄養改善プ

ログラムを併せて実施する教室を開催します。 

（人/年） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加者数 40 37 49 50 50 50 

  

r-gotoh
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④ 高齢者トレーニング教室 

町内在住の 65 歳以上の高齢者を対象に、町総合体育館の設備を活用して、健康体

操等の運動とマシントレーニングの提供を行う教室を開催し、身体機能の維持・向上、

転倒・骨折予防等を図ります。 

（人/年） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加者数 100 100 100 100 100 100 

 

⑤ 寒川町シニアげんきポイント事業 

介護保険適用施設等における自発的な奉仕活動を通じた高齢者の社会参加及び生き

がいづくりを支援し、介護予防の推進を図ることを目的としたポイント制度を実施し

ます。事前登録をした参加者にスタンプカードを交付し、活動に応じてスタンプを押

印します。スタンプの押印数に応じて、寒川町共通商品券と交換可能なポイントを付

与します。 

（人/月） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

平均活動人数 － 23 36 40 45 50 

 

⑥ 高齢者スポーツ大会 

健康増進のための高齢者に向けたスポーツ大会を実施します。ゲートボール、グラ

ウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフ、ペタンク等を予定しています。 

（人/年） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加者数 174 176 180 185 190 195 

 

 

 

 

  

r-gotoh
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

４－１                              ７次計画書Ｐ36 

タイトル 目標４高齢者の社会参加の促進（１）社会参加・交流の促進 

 

現状と課題 

高齢者は年々増加傾向あり、引退後も働くことが可能な高齢者、働くことを希望する高

齢者においても増加傾向にある。その反面、目的の一つとして高齢者の積極的な生き方を

助長することがあげられているシルバー人材センター等の会員数が減少傾向にある。 

第７期における具体的な取組 

高齢者の積極的な生き方を助長し・地域の活性化を促進するために、高齢者の社会参加や

交流の機会を生み出すことに努める。 

① シルバー人材センターの支援 

② シニアクラブの育成 

③ ふれあいセンターの管理運営 

④ 敬老金支給事業 

⑤ 世代間交流の推進 

目標（事業内容、指標等） 

① 高齢者が社会参加や社会貢献する場や生きがい確保のためにシルバー人材センターの

機能充実・支援を推進。 

指標 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 

登録会員数 ２８４ ３２０ ３２５ ３３０ 

② 会員相互の親睦や地域での生きがいと健康づくり推進のため、シニアクラブ連合会及

び各シニアクラブを支援。 

指標 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 

登録会員数 ７１０ ７６０ ７６５ ７７０ 

③ ふれあいセンターの適切な管理に努め、調理実習室等で高齢者の豊かな経過や知識を

活かした事業の実施やパソコン教室の実施で健康や生きがいを高め、介護予防促進を

図る事業を実施。 

④ 敬老の意を表するため、町が定める年齢の高齢者に対し、敬老金を支給。 

⑤ 世代間交流の機会についての情報を提供。 

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 

① 登録会員数    

② 会員数 
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４ 高齢者の社会参加の促進 

高齢者が生活基盤を確保し、地域での交流を深め、自主的な活動を地域に広げてい

くことのできる環境を整備していきます。 

 

（１）社会参加・交流の促進 

高齢者の積極的な生き方を助長し、地域の活性化を促進するために、高齢者の社会

参加や交流の機会を生み出すことに努めます。 

 

① 寒川町シルバー人材センターの支援 

高齢者が社会参加や社会貢献をする場や、その生きがいを確保するために、町シル

バー人材センターの機能充実・支援を推進します。 

（人/年） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

登録会員数 332 311 284 320 325 330 

 

② シニアクラブの育成 

会員相互の親睦や地域での生きがいと健康づくり推進のため、シニアクラブ連合会

及び各シニアクラブを支援します。  

（人/年） 

区 分 
実績 見込み量 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

会員数 710 710 710 760 765 770 

 

③ ふれあいセンターの管理運営 

ふれあいセンターの適切な管理に努めます。また、施設内の調理実習室等で高齢者

の豊かな経験と知識を活かした事業を行うことやパソコン教室を開催し、健康や生き

がいを高め、介護予防の促進を図る事業を実施します。 

 

④ 敬老金支給事業 

敬老の意を表するため、毎年９月 15 日現在、本町に引き続き１年以上居住してい

て、町が定める年齢の高齢者に対して敬老金を支給します。 

 

⑤ 世代間交流の推進 

シルバー人材センターが主催する事業等、世代間交流の機会についての情報を提供

していきます。  
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