
市町名

日常生活圏域名

地域包括支援センター名

□　

Ａ 医療（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

①入院医療機関に退院支援担当者が配置されている。※ 0 80～100％ 5 よくできている

②本人の退院後の生活が円滑に行われるよう，必要な患者に対して，必要な機関（医
療機関，居宅介護支援事業所，地域包括支援センター，訪問看護，介護サービス事業
所，施設等）に連絡がある。

60～80％ 4 できている

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○退院調整率※が81％以上である。
（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合は退院調整の連絡があることを地
域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて関係者の間で認識が共有されている）

0 40～60％ 3 まあまあできている

○退院調整率※が70％以上である。
（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合は退院調整の連絡があることを地
域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて関係者の間で認識が共有されている）

20～40％ 2 あまりできていない

①退院調整等状況調査の医師のカンファレンスの参加率が39％以上である。※１
（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合は退院前カンファレンスが実施され
ていることを地域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて関係者の間で認識が共
有されている。）

0 0～20％ 1 できていない

②退院調整等状況調査のケアマネジャー又は地域包括支援センター職員の参加率が
89％以上である。※２
（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合は退院前カンファレンスが実施され
ていることを地域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて関係者の間で認識が共
有されている。）

③退院前カンファレンスに関係機関職員（退院後のかかりつけ医，訪問看護，介護サー
ビス事業所等）が必要に応じて参加している。

①本人や家族の希望に応じて，在宅医療（往診，訪問診療等）を提供する医療機関が
ある。※

0

②本人や家族の希望に応じて，在宅医療を提供する訪問看護事業所がある。

③通院困難者がいても必要な支援（病院までの移動手段の確保や移動の介助，付添
等）が受けられる。

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○在宅緩和ケアを含めた在宅医療（往診，訪問診療，訪問看護等）の提供が行われる
際に，在宅医療を受けている人のうち83％以上の人について，休日・夜間の連絡先等
のルール（個別のルールを含む。）が家族や専門職等の関係者で共有されている。
（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合はルールが共有されていることを地
域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて関係者の間で認識が共有されてい
る。）

0

○在宅緩和ケアを含めた在宅医療（往診，訪問診療，訪問看護等）の提供が行われる
際に，在宅医療を受けている人のうち70％以上の人について，休日・夜間の連絡先等
のルール（個別のルールを含む。）が家族や専門職等の関係者で共有されている。
（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合はルールが共有されていることを地
域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて関係者の間で認識が共有されてい
る。）

広島県の地域包括ケアシステム評価シート（評価基準試行版）

○　○　市 市町担当課，担当者名

○○○圏域

<記入方法>
　黄色塗りつぶしセルへ記載をお願いします。
<評価方法>
　　①評価においては，次の情報により評価してください。
　　　ア　県が提供する定量的指標データ又はHP掲載情報
　　　イ　市町又は地域包括支援センターで保有している情報
　　　ウ　地域ケア会議やサービス担当者会議等において共有している認識　等
　　　※イで評価したものについては確認できる資料を併せて提出してください。
　　②基本的には日常生活圏域の取組やデータで評価し，日常生活圏域での評価が難しい場合は，市町の取組やデータで評価してください。
　　　　（日常生活圏域のデータが無い場合や市町全体で取組をしている場合等）
　　③定性的な指標は，地域ケア会議やサービス担当者会議等において共有されている認識に基づいて評価してください。
　　④定量的な指標で，数値での判断が困難な場合も③と同様に評価してください。（人口が少ない市町で，調査結果の数値に信頼性が低い等）
　　⑤日常生活圏域内の一部地域のみではなく，圏域全体で取組が行われている場合に「できている」と評価してください。
　　⑥日常生活圏域内にサービス提供等を行う機関がない場合でも，近隣の圏域等からサービス提供されている場合は「できている」と評価してください。

Ｈ27.2　広島県・広島県地域包括ケア推進センター平成26年度暫定版作成
Ｈ28.6　広島県・広島県地域包括ケア推進センター確定版作成

Ｈ31.3　広島県評価基準試行版作成

○○○センター 連絡先（電話）

基本情報

（日常生活圏域）

■総人口：　　　　　　　　　 （平成　　年　　月　　日現在）　■高齢者数（率）：　　　（平成　　年　　月　　日現在）

■後期高齢者数（率）：　　（平成　　年　　月　　日現在）　■要介護認定率：　　　（平成　　年　　月　　日現在） 評価者（該当に☑を記入して
ください。）

■通いの場の数：　　　　　（平成　年　月　日現在） 　■サロンの数：　　（平成　年　月　日現在） 市町内部のみで評価を実
施

■特定健診受診率：　　〔全体〕　　　　　〔男性〕　　　　　〔女性〕　　　　　　（平成　　年　　月　　日現在）        　

■認知症カフェの数：　　　　（平成　年　月　日現在）　■自治会・町内会加入率：　（平成　年　月　日現在） 関係者で評価を実施

□

■退院支援
　□入院医療機関（※）に退院支援担当
者が配置され，他機関との連絡調整が取
られていますか。
　※当該日常生活圏域内にある入院医療機関
や当該日常生活圏域周辺の主な入院医療機
関等

×

　□退院前の調整（精神障害者の地域移
行を含む。）のため，入院医療機関からケ
アマネジャー，地域包括支援センター等
へ連絡がありますか。

×

　□退院前のカンファレンスに医師をはじ
め，多職種・多機関の参加がありますか。

×

■（退院後の）日常の療養支援，急変時
の対応
　□本人や家族の希望に応じて，在宅医
療（往診，訪問診療，訪問看護等）が提供
できる体制があるとともに，通院に困難な
状況はないですか。

×

　□在宅緩和ケアを含めた在宅医療（往
診，訪問診療，訪問看護等）の提供が行
われる際に，24時間365日への対応とし
て休日・夜間の連絡先等のルールについ
て家族や専門職等の関係者で共有され
ていますか。

×

1

2

3

4

5

市町自己評価用 
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在宅医療を行う診療所・かかりつけ医をバックアップするために，次の体制が整ってい
る。
①診診連携（主治医・副主治医制※，複数の医師で助け合う仕組み等）により，在宅療
養中の患者を主治医が診療できない場合に，他の医師によるサポートが円滑に行われ
ている。

0

②病診連携（後方支援病院，中核となる医療機関との連携等）により，在宅療養中の患
者が急変した時に，病院（有床診療所を含む。）での受入が円滑に行われている。

③初期・二次・三次救急との連携により，在宅療養中の患者の病状が変更した時に，救
急医療機関での受入が円滑に行われている。

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○退院後の経過や在宅医療の質※１をモニタリング評価するために，必要な患者※２
に対して，一定期間後にカンファレンスが行われている。

0

○退院後の経過や在宅医療の質※１をモニタリング評価するために，必要な患者※２
に対して，情報共有が行われている。

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○医療・介護等(歯科医療，薬局等含む。)の多職種が合同で参加するグループワーク
や事例検討などの参加型の研修の場がある。

0

○医療・介護等(歯科医療，薬局等含む。)の多職種が合同で参加する研修の場があ
る。

①一体的なサービス提供を行うため，医療・介護等の多職種連携のためのツール（連
携シート，ＩＣＴ等）がある。

0

②①が活用されている。

③多職種による連携調整のためのルールが構築されている。

①オレンジドクターがいる。 0

②認知症相談窓口の住民広報を年に２回以上行っている。

③地域包括支援センターで住民の認知症相談を受け付ける体制がある。

④住民が使える認知症に関する簡易なチェックリストを市町庁舎や地域包括支援セン
ターに備えている。

⑤住民の相談への対応等に医師会等の医療関係団体の協力が得られている。

①本人や家族の希望に応じて，在宅看取り※を行うことができる体制が整っており，過
去１年間に在宅看取りを行った医療機関がある。（過去に実績はあるが，過去１年間は
本人や家族の希望がなかった場合を含む。）

0

②本人や家族の希望に応じて，介護保険施設での看取りを行うことができる体制が
整っており，過去１年間に看取りを行った施設がある。（過去に実績はあるが，過去１年
間は本人や家族の希望がなかった場合を含む。）

③在宅看取りの対応が可能な事業所等（訪問介護，薬局，訪問看護）がある。（地域ケ
ア会議やサービス担当者会議等において対応が可能な事業所等が共有されている）

①看取り・ACP等に関する住民への情報提供が，通いの場や住民が集う場所等で，毎
年度計画的に実施されている。

0

②看取り等に関する住民の相談窓口（地域包括支援センター，医療機関等）がある。

①医療，介護職等に対して，ＡＣＰの理解を深めるための研修等の取組が行われてい
る。

0

②看取りを含めた本人が望む終末期の療養生活について，本人の意思を尊重するた
めに，ＡＣＰの活用等の取組が実践されている。

③ＱＯＬ（生活の質）の向上に向け，チーム医療※の実施や医療・介護の連携が図られ
ている。

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○医療，介護職両方を対象とした，在宅看取りの事例を多職種で共有する場（多職種
による事例検討，家族の体験を聞く場等）について，毎年度計画的に開催している。

0

○医療，介護職両方を対象とした，在宅看取りの事例を多職種で共有する場（多職種
による事例検討，家族の体験を聞く場等）について，毎年度ではないが，開催している。

評価項目数 割合

小計 0 14 0.0%

  □在宅医療を行う診療所・かかりつけ医
をバックアップする体制がありますか。
　 ・診診連携（主治医，副主治医担当制
等）
　 ・病診連携（後方支援病院，中核となる
医療機関との連携等）
　 ・初期・二次・三次救急医療の連携

×

コメント欄（取組内容等）

7

　□看取りを含めた本人が望む終末期の
療養生活について，本人の想い（本人の
選択）が尊重されるとともに，ＱＯＬ（生活
の質）の向上に向けたチーム医療や医
療・介護の連携がなされていますか。

×

　□看取りの事例を多職種で共有する場
（多職種による事例検討，家族の体験を
聞く場等）はありますか。

×

×

　□認知症の疑いなど，本人や家族が
ちょっとした変化に気づいたとき，気軽に
相談できる窓口や身近な医療機関等に
相談できる体制がありますか。

■看取り
　□本人や家族の希望に応じて，看取り
を行う体制（医療・介護等）がありますか。

×

　□在宅医療，終末期医療，自宅・特別
養護老人ホーム等での看取り等に関する
住民への情報提供（ＡＣＰ，エンディング
ノート等）や理解促進の取組がされるとと
もに，住民が気軽に相談ができる窓口等
がありますか。

×

　□退院後の経過や在宅医療の質をモニ
タリング評価するため，関係者によるカン
ファレンスが行われていますか。

×

8

6

9

10

11

12

　□医療・介護等の多職種の関係者が互いに
果たす役割や日頃から抱いている悩みなどに
ついて情報交換したり，在宅医療の推進のた
めの研修の場がありますか。（顔の見える関係
づくり）

×

　□一体的なサービス提供を行うため，
医療・介護等の多職種連携の仕組みとし
て，連携のためのツールの活用（クリティ
カルパス，連携シート，ＩＣＴ等）や，連携調
整のためのルールづくり等に取り組まれ
ていますか。

×

13

14
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Ｂ 介護（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

①訪問介護の利用者数（要介護者のみ）の対計画比※１が9割以上である。 0 80～100％ 5 よくできている

②訪問介護の利用者一人一月当たりの利用回（日）数（要介護のみ）の対計画比※２
が9割以上である。

60～80％ 4 できている

③訪問看護の利用者数（要介護者のみ）の対計画比が9割以上である。 40～60％ 3 まあまあできている

④訪問看護の利用者一人一月当たりの利用回（日）数（要介護のみ）の対計画比が9割
以上である。

20～40％ 2 あまりできていない

①小規模多機能型居宅介護（予防含む）について，サービス利用者数の対計画比※１
が9割以上である。

0 0～20％ 1 できていない

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護について，サービス利用者数の対計画比が9割
以上である。

③看護小規模多機能型居宅介護（旧複合型サービス）について，サービス利用者数の
対計画比が9割以上である。

④在宅限界点が引き上げられている。※２　要介護３以上の方で在宅で暮らしている方
の比率が向上している。（要介護３以上の方で在宅サービスを利用している人数/要介
護３以上の高齢者数）

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○必要な方に対して，モーニングケア・ナイトケアの時間帯に訪問介護の提供ができて
いる。（利用者の希望がある場合で開始時間を制限しているケースはないことを地域ケ
ア会議やサービス担当者会議等において認識が共有されている。）

0

○必要な方に対して，モーニングケア・ナイトケアの時間帯に訪問介護の提供が半数程
度できている。（利用者の希望がある場合で，時間を制限しているケースが半数程度あ
ることを地域ケア会議やサービス担当者会議等において認識が共有されている。）

①介護予防・重度化予防の視点※１及び目標を介護サービス事業者等関係者※２に
対して説明している。

0

②介護サービス事業者等関係者が①を踏まえたうえで，高齢者の在宅生活の継続に
向けて※３，個々の状況等に応じた必要な情報を共有している。

③介護サービス事業者等関係者が①を踏まえたうえで，高齢者の在宅生活の継続に
向けて，本人，家族，その他のサービス提供者（インフォーマルサービス）に対する働き
かけができている。

①社会福祉法人等の地域の法人が，地域ニーズや課題について地域の関係者と情報
共有する場がある。

0

②地域の法人が①を踏まえて次のような地域貢献活動を実施している。
　・地域に必要な生活支援サービス（配食，洗濯サービス等）の提供
　・介護人材の育成（他の法人の職員に対する研修，人事交流など）
　・地域住民交流の場（法人が地域住民と十分に話し合い，地域交流スペース等を幅
広く情報提供したもの）の提供　等

①介護人材が不足する将来の姿を行政，事業所等がそれぞれ共有し，地域を支える人
材の問題として認識している。

0

②①を踏まえ，行政，事業所等が情報共有・連携をしながら，具体的な取組（複数の法
人・事業所合同での求人説明会，合同研修会の開催など）を継続的に実施している。

①ケアマネジャー等の専門職ネットワーク※による資質向上の活動（事例検討，研修会
等）が実施されている。

0

②市町が介護保険事業計画の基本方針を明確に示したうえで，居宅介護支援事業所
等地域の専門職等へ目標の共有や目標を達成するための必要な情報提供を行ってい
る。

③①は②をふまえた内容で実施されている。

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○小学校，中学校又は高校等※の学校教育や地域の様々な活動を通して，健康づく
り，介護，福祉，地域の互助活動などへの理解を深める機会が毎年度継続的に実施さ
れている。

0

○小学校，中学校又は高校等※の学校教育や地域の様々な活動を通して，健康づく
り，介護，福祉，地域の互助活動などへの理解を深める機会が毎年度ではないが，継
続的に実施されている。

評価項目数 割合

小計 0 8 0.0%

コメント欄（取組内容等）

　□小規模多機能型居宅介護，定期巡
回・随時対応型訪問介護看護，看護小規
模多機能型居宅介護（旧複合型サービ
ス）等の在宅サービスが地域特性やニー
ズに応じて整備されていますか。（整備が
計画的に進んでいますか。）また，それら
のサービスが在宅限界点を引き上げる方
向で機能していますか。

×

　□訪問介護等の訪問系サービスの提
供時間は，在宅限界点やＱＯＬ（生活の
質）の向上に資するため，特にモーニング
ケア・ナイトケアの時間帯の提供に制限
はありませんか。

×

　□保険者や介護サービス事業者等が
介護予防・重度化予防の視点，目標を共
有し，排泄の自立，服薬の確認，適切な
食事（栄養）摂取などについて，様々な関
係者が連携して在宅生活の継続に向け
た取組や働きかけを行っていますか。

×

　□社会福祉法人等の地域で中核となる
法人が，在宅で生活する高齢者の生活
支援サービス（配食，洗濯サービス等）の
提供や，介護人材の育成，地域住民の交
流の場として施設を提供するなど，地域
の拠点として地域貢献活動を行っていま
すか。

×

■介護保険サービスの基盤等
　□在宅で生活する高齢者（特に中重度
者）の身体介護を担うサービス（訪問介
護，訪問看護等）の提供量は充足してい
ますか。（計画と実績の乖離，事業所の
サービス提供エリアの制約等）

×

　□ケアマネジャー等の専門職ネットワー
ク（事例検討，研修会等）による資質向上
の活動と併せて，市町（保険者）が基本方
針を明確にした上で，地域の専門職等の
関係者に対して目指す目標の共有や必
要な情報提供を行っていますか。

×

　□小・中・高校等の学校教育や地域の
様々な活動等の場を通して，若年層に対
して健康づくり，介護，福祉，地域の互助
活動などへの理解を深める機会がありま
すか。

×

■人材育成
　□介護人材が不足する将来の姿を行
政，事業所等が共有し，地域を支える人
材の問題として捉え，複数の法人・事業
所合同での求人説明会や研修会の開催
を行うなど，地域全体の問題として認識さ
れ取り組まれていますか。

×

15

16

17

18

19

21

22

20
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Ｃ 保健・予防（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

住民が自ら望む場での生活の継続に向けて，次の取組を行っている。
①ライフステージに応じた意識啓発等の取組を健康増進計画に示している。

0 80～100％ 5 よくできている

②次のライフステージにおける取組を行っている。
　・妊婦・乳幼児期（0～5歳頃）：妊婦，乳幼児健診，歯科健診等
　・学齢期（6～18歳頃）：歯科保健指導，親子を対象とした教室等
　・若い世代（19～39歳頃）：健康診断，歯科健診，料理教室等
　・働き盛り世代（40～64歳頃）：特定健診，がん検診，歯科健診等
　・高齢期（65歳～）：介護予防教室，低栄養予防，口腔ケアの指導等

60～80％ 4 できている

①医療・介護・保健担当課等が連携し，地域の健康課題について情報共有・協議する
場がある。

0 40～60％ 3 まあまあできている

②各種データ分析等により，地域の健康課題の把握を行っている。 20～40％ 2 あまりできていない

地域づくりを意識した次の取組を行っている。
①住民運営の通いの場・自主グループの活動の実態を把握し，住民に提供している。

0 0～20％ 1 できていない

②住民運営の通いの場・自主グループの参加促進などの動機づけ支援を実施してい
る。

③住民運営の通いの場・自主グループの創設などの拡充支援を実施している。

社会参加が可能となるよう次の取組を行っている。
①住民運営の通いの場などへの，リハビリ専門職等の派遣体制が整っている。（ルー
ル，予算化，関係機関との調整等）

②リハビリ専門職等の助言を活かした住民運営の通いの場などの取組ができている。 0 評価項目数 割合

小計 0 4 0.0%

Ｄ 住まい・住まい方（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○手すりの設置や床段差の解消等の住宅改修に当たっては，ケアマネジャーや地域包
括支援センターが建築の専門職，理学療法士，作業療法士，福祉住環境コーディネー
ターといった専門職とも情報共有したうえで改修している。

0 80～100％ 5 よくできている

○手すりの設置や床段差の解消等の住宅改修に当たっては，ケアマネジャーや地域包
括支援センターがケースのうち半数程度以上は建築の専門職，理学療法士，作業療法
士，福祉住環境コーディネーターといった専門職と情報共有したうえで改修している。

60～80％ 4 できている

次の４点について，地域ケア会議や住民からの相談，地域包括支援センター又は居
宅介護支援事業所が担当しているケースを通してなどで状況や課題を把握している。
①高齢者世帯の持家率

0 40～60％ 3 まあまあできている

②高齢者が居住する中層住宅（３～５階）等へのエレベータ設置状況 20～40％ 2 あまりできていない

③低所得者の居住状況（場所，環境，衛生状態等） 0～20％ 1 できていない

④高齢者世帯の住み替え状況（他地域への移動や他地域からの移動等）

「住まい」と「住まい方」※を一体として捉え，次の取組を行っている。
①生活交通の確保等，必要な移動に関する支援について検討している。

0

②住民の互助による見守り・生活支援の取組の必要性を住民へ説明している。

③住民も①②の必要性を認識し，地域で検討していこうとする取組がある。

①自然環境及び生活環境等による生活のしづらさ（通える範囲にスーパーがない，移
動手段がない，積雪地域，集う場がない等）について，市町高齢者支援担当課が企画
担当課，地域づくり担当課等と情報共有している。

0

②①への対応として，住民（地域）力の再構築※及び住まいや住民交流の場の資源と
して空き家（シェアハウス等），廃校施設等の地域資源の再発掘を行うことなどについ
て，市町高齢者支援担当課が企画担当課，地域づくり担当課等と必要な検討をしてい
る。

■住環境
　□手すりの設置や床段差の解消等の
住宅改修に当たっては，リハビリ等の専
門職との連携がなされていますか。

×

コメント欄（取組内容等）

■住民の主体的な活動
　□健康づくり，介護予防などの推進に当
たっては，近隣住民の交流・地域活動へ
の参加の促進や，そうした共生意識の中
での住民主体の通いの場・自主グループ
の創設など，住民主体の「地域づくり」を
意識した施策・取組が進められています
か。

×

 　□住民運営の通いの場など，リハビリ
専門職等が関与することにより，生活機
能の低下の程度に応じた安全な動き方な
どの助言を受けて，社会参加が可能とな
るような取組を進めていますか。

×

　□高齢者世帯の持家率や，主として高
齢者が居住する中層住宅（3～5階）等へ
のエレベータの設置状況，低所得者の居
住状況，高齢者世帯の住み替え状況の
把握など，地域の居住環境の把握はされ
ていますか。

×

　□ハードとしての「住まい」だけでなく，
「だれと関わり，どのように生活していく
か」といった観点である「住まい方」を一体
として捉え，生活交通の確保等と併せて，
住民の互助による見守り・生活支援の取
組などを地域コミュニティに位置づけてい
くことが意識されていますか。

×

　□自然環境及び生活環境等による生活
のしづらさを抱える地域において，住民
（地域）力の再構築と，住まいや住民の交
流の場の資源として空き家（シェアハウス
等），廃校施設等の地域資源の再発掘を
行うなど，必要な検討が行われています
か。

×

■健康づくり
　□住民が自ら望む場での生活の継続に
向けて，日常的な生活習慣，健康づくり，
介護予防など，自身の健康状態・生活機
能の維持・向上への意識を醸成していく
ため，ライフステージに応じた意識啓発等
の取組を進めていますか。

×

　□生活習慣病予防，疾病予防，介護予
防，重度化予防などの一次予防，二次予
防，三次予防を効果的に行うため，各種
データ分析等により関係部署が連携して
地域の健康課題の把握・分析を行ってい
ますか。

×

23

24

25

26

27

28

29

30

4/9



【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○サービス付き高齢者向け住宅では，医療機関や介護事業所等との連携により，適切
な医療・介護のケアを受けられる体制がとられているか把握している。

0

○サービス付き高齢者向け住宅では，医療機関や介護事業所等との連携により，適切
な医療・介護のケアを受けられる体制がとられているか一部把握している。

①市町の住宅部局，福祉部局が連携して，高齢者世帯，障害者世帯，低所得者等の
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進などに向けて検討している。

0

②市町の住宅部局，福祉部局が連携して，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給
促進計画の策定に向けて具体的に取り組んでいる。

評価項目数 割合

小計 0 6 0.0%

Ｅ 生活支援・見守り等（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

①見守り，外出支援，買い物，掃除等の家事支援，日常のちょっとした困りごと支援な
どを行う事業主体（地域資源）について生活支援コーディネータの活動や調査等により
把握し，必要に応じて更新している。

0 80～100％ 5 よくできている

②社会資源（フォーマル・インフォーマルサービス）が住民，関係者に周知されるよう一
覧（台帳・マップ）が作成され，関係機関や支援が必要な方，家族住民等に周知されて
いる。

60～80％ 4 できている

①生活支援コーディネーターが設置されている。 0 40～60％ 3 まあまあできている

②地域の様々な関係者（ＮＰＯ法人，民間企業，協同組合，ボランティア，社会福祉法
人等）が参画する協議体等が設置されている。

20～40％ 2 あまりできていない

③生活支援コーディネーター等が地域の様々な資源を把握するとともに，住民の声
（ニーズ）を聞くような活動（出前講座，勉強会，サロンへの訪問等）を継続的に行ってい
る。

0～20％ 1 できていない

①生活支援，見守り，ボランティアの育成について，行政，社会福祉協議会，警察，民
生委員・児童委員，老人クラブ，民間事業者等の多様な事業主体が連携するための会
議（地域ケア会議，協議体，自治振興区の会議等）が毎年度，開催されている。

0

②①で協議された内容が，実施に結びついている。
（協議された内容のうち，１つでも実施されていれば可）

①自主防災組織が設置され，組織率（カバー率）※が79％以上である。 0

②住民を含めた勉強会が開催されたり，防災について話し合う機会等が，毎年度継続
して，ある。

①民生委員・児童委員や地域包括支援センター以外に気軽に相談できる窓口がある。
（例：自治会，社会福祉施設，介護施設，老人介護支援センター，認知症介護アドバイ
ザー等）

0

②サロン及び住民の通いの場などがあり，住民がお互いに相談し合える関係性が築か
れている。

③社会的孤立防止や早い段階から住民ニーズをキャッチできる仕組みがあり，課題に
対応できる。（例：出前住民相談会の開催，自治振興会（自治会）の見守り，住民運営
の通いの場，新聞販売所・宅配業者等との見守り協定，相談活動等）

①市町が定める計画に沿い，認知症サポーター養成講座が毎年度行なわれている。
（計画に基づき，他圏域で開催の講座への参加により養成を行う場合等も含む。）

0

②認知症上級サポーター養成講座（フォローアップ講座）が毎年度行われている。

③認知症カフェが設置されている。

④認知症の医療・介護に関する住民講座等が毎年度行われている。

⑤意欲のある認知症サポーターがボランティアとして参加する場がある。

31

32

33

34

35

36

37

38

コメント欄（取組内容等）

　□自主防災組織が設置され，住民の勉
強会が開催されたり，防災について話し
合う機会が設けられていますか。

　□地域の様々な関係者（ＮＰＯ法人，民
間企業，協同組合，ボランティア，社会福
祉法人等）が参画する生活支援に関する
体制整備が進むとともに，生活支援コー
ディネーター等が地域の様々な資源を把
握したり，住民の声（ニーズ）を聞くような
活動（出前講座，勉強会等）を行っていま
すか。

×

■地域福祉活動，ニーズ把握等
　□生活支援，見守り，ボランティアの育
成等については，多様な事業主体が関わ
りながら地域全体で取り組むことが望ま
れるため，行政，社会福祉協議会，警
察，民生委員・児童委員，老人クラブ，民
間事業者等が連携し，効果的な地域福祉
活動が実施されていますか。

×

×

■サービス付き高齢者向け住宅
　□サービス付き高齢者向け住宅では，
医療機関や介護事業所等との連携によ
り，適切な医療・介護のケアを受けられる
体制がとられているか把握しています
か。
　※日常生活圏域内にサービス付き高齢者住宅が
ない場合は，市区町内の状況を評価してください。市
区町内にもない場合は評価を「－」（バー）にしてくだ
さい。

×

■居住支援
　□高齢者世帯，障害者世帯，低所得者
等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住
宅供給促進計画を策定するなど，市町の
住宅部局，福祉部局とが連携して取り組
んでいますか。
　※日常生活圏域内に「セーフティネット住宅」（住宅
確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都
道府県等に登録した賃貸住宅）がないなど評価が難
しい場合は，市区町の状況で評価してください。市区
町内にも「セーフティネット住宅」の登録がないなど評
価が難しい場合は評価を「－」（バー）にしてくださ
い。

×

■地域資源の把握・周知
　□見守り，外出支援，買い物，掃除等の
家事支援，日常のちょっとした困りごと支
援などを行う事業主体（地域資源）の把握
と，そうした地域資源が住民，関係者に周
知されていますか。（例：尾道市「ねこのて
手帳」）

×

　□住民が困ったときに民生委員・児童
委員及び地域包括支援センター以外に
気軽に相談できる窓口があったり，サロン
などの住民の通いの場などで住民がお
互いに相談し合える関係性が築かれるな
ど，社会的孤立の防止や早い段階から住
民ニーズをキャッチする資源（人，場所，
仕組み等）がありますか。
　例： 出前住民相談会の開催，自治振興会
（自治会）の見守り，住民運営の通いの場，新
聞販売所・宅配業者等との見守り協定，相談
活動等

×

■認知症への対応
　□認知症サポーター（地域住民）の養
成・普及，効果的な活用や，認知症カフェ
の設置など認知症の人とその家族への
支援に関する取組が推進され，認知症に
対する理解が地域へ広がっていますか。

×
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①徘徊ＳＯＳネットワーク等が構築されメンバーの代表者等が集まる会議が毎年度実
施されている。（圏域を越えての体制構築も含む。）

0

②徘徊や見守りに民間事業者の協力が得られている。

③地域で徘徊模擬訓練を実施している。

④徘徊等の見守りが必要な高齢者の実態を把握している。

本人の意向（自己決定）が尊重されるよう次のことに取り組んでいる。
①成年後見制度の利用支援・普及啓発
（裁判所への申し立て費用等の援助事業，市民後見制度，家族との調整等）

0

②福祉サービス利用援助事業（かけはし）の利用支援・普及啓発（かけはしの生活支援
員や家族との調整等）

③関係機関（民生委員・児童委員，行政，病院，地域包括支援センター等）との情報共
有や連携

①虐待防止ネットワークが設置され，毎年度，継続して会議が開催されている。 0

②関係団体等との連携・協力体制が構築されることなどにより，虐待通報に対する迅
速・適切な対応が図られている。

評価項目数 割合

小計 0 9 0.0%

Ｆ 専門職・関係機関のネットワーク（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

①ケアマネジャー等の同職種の専門職ネットワークや，医療・介護等(歯科医療，薬局
等含む。)の多職種ネットワークがあり，事例検討や研修会等が毎年度開催されてい
る。

0 80～100％ 5 よくできている

②①を通じて，医療・介護等(歯科医療，薬局等含む。)の専門職については，顔の見え
る関係性が築かれている。

60～80％ 4 できている

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○顔の見える関係は，一方通行の「信用関係」レベルから相互の「信頼関係」が築かれ
ているレベルまで発展し，本人の希望や状況等に応じた連携を行い，個別の連携に寄
与している。

0 40～60％ 3 まあまあできている

○顔の見える関係は，一方通行の「信用関係」レベルから相互の「信頼関係」が築かれ
ているレベルへと発展する途中段階であり，本人の希望や状況等に応じた連携を行
い，個別の連携に一部寄与している。

20～40％ 2 あまりできていない

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○医療・介護等(歯科医療，薬局等含む。)の多職種ネットワークの活動のリーダー
（キーパーソン）※がいる。

0 0～20％ 1 できていない

○医療・介護等(歯科医療，薬局等含む。)の多職種ネットワークの活動のリーダー
（キーパーソン）※はおらず行政，地域包括支援センターがネットワークを構築している
が，多職種の積極的な協力はある。

次の①～②の項目全て該当する。
①医療・介護等(歯科医療，薬局等含む。)の専門職・機関が主体的に住民向けの相談
会や健康教室などに参加している。

0

②住民主体の通いの場などから医療・介護等(歯科医療，薬局等含む。)の専門職・機
関に対する参加依頼に対して，医療・介護等の専門職・機関が参加している。

【いずれか該当する項目に○をしてください。】
○多職種ネットワークの活動等を通じて，情報連携のための共通シート（連携シート，Ｉ
ＣＴ等）が作成され，実際に活用されている。

0

○多職種ネットワークの活動等を通じて，情報連携のための共通シート（連携シート，Ｉ
ＣＴ等）が作成されているが，実際にはほとんど活用されていない。

次の①～③の項目全て該当する。
①行政，住民，専門職についての共通目標（例：寝たきりゼロ作戦，その他住民にとっ
てもわかりやすい目標）を市町がプランなどで設定し，それぞれが共有している。

0

②共通目標に向かって，行政，住民，専門職の役割が文書で明確となっており，それぞ
れが共有している。

③地域における行政，専門職，住民による様々なサービスについて，同じ目標に向かっ
て連携して提供されている。

評価項目数 割合

小計 0 6 0.0%

43

44

45

46

47

39

40

41

42

コメント欄（取組内容等）

コメント欄（取組内容等）

■権利擁護（成年後見制度等），高齢者
虐待防止対策の取組
　□本人の意向（自己決定）が尊重される
よう，成年後見制度や福祉サービス利用
援助事業（かけはし）の利用支援・普及啓
発などに取り組んでいますか。

　□虐待防止ネットワークが設置されると
ともに，定期的な会議が開催され，関係
団体等との連携・協力体制が構築される
ことなどにより，虐待通報に対する迅速・
適切な対応が図られていますか。

×

×

　□ケアマネジャー等の同職種の専門職
ネットワークや，医療・介護等の多職種
ネットワークがあり，事例検討や研修会
等を通じて顔の見える関係性が築かれて
いますか。

×

　□地域住民，行政，警察・消防，社会福
祉協議会，民生委員・児童委員，老人ク
ラブ，タクシー会社等事業者等の協力の
下，徘徊ＳＯＳネットワークなどの見守り
システムが構築されていますか。

×

　□多職種ネットワークの活動等を通し
て，情報連携のための共通シート（連携
パス，共通様式等）の活用や検討が進め
られていますか。

　□病病連携，病診連携，診診連携，医
療と介護の連携等の「線」の連携に留ま
らず，行政，住民を加えた「面」の連携と
なるよう，行政，住民，専門職が同じ目標
（例：寝たきりゼロ作戦）を共有し，それぞ
れ自らの役割を認識した上で，各サービ
スが同じ目標に向かってシームレスに提
供されていますか。（以下の「住民参画」，
「行政の関与」の項目と関連項目）

×

×

　□顔の見える関係は，一方通行の「信
用関係」レベルから相互の「信頼関係」が
築かれているレベル（例：無理の言える関
係）まで発展し，個別の連携に寄与してい
ますか。

×

　□医療・介護等の多職種ネットワークの
活動のリーダー（キーパーソン）はいます
か。

×

　□医療・介護等の専門職・機関が，住民
向けの相談会や健康教室などに参加して
いますか。

×
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Ｇ 住民参画（自助・互助）（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

①市町の方針（地域包括ケアシステムの構築，市民協働のまちづくり，市町の総合計
画等）について，複数の団体・組織（協議体，ボランティア団体，ＮＰＯ法人，自治会等住
民組織など）に住民説明会及び様々な会議を通じて説明し，情報共有されている。

0 80～100％ 5 よくできている

②地域課題に対して検討会議（地域ケア会議，協議体など）が開催されるとともに，市
町の方針を踏まえ，様々な団体・組織が具体的な取組（見守りネットワークなど含む。）
を既に行っている。（検討しているだけでは含まない。）

60～80％ 4 できている

①地域や施設（病院，介護保険施設等）において，公民館や施設の空きスペース，地
域交流室などを活用し，地域住民の交流の場が定例的に開催されている。

0 40～60％ 3 まあまあできている

②地域や施設（病院，介護保険施設等）における住民（個人又はグループ）のボラン
ティア活動（有償・無償）が定例的に行われている。

20～40％ 2 あまりできていない

③学生ボランティア又は民間企業・事業所の地域貢献活動（ボランティア活動）が定例
的に実施されている。

0～20％ 1 できていない

①年１回，避難行動要支援者※１の名簿の更新が行われている。 0

②避難行動要支援者のうち，同意がある方について，避難支援プラン（個別計画）※２
を作成している。

③②に基づき，避難訓練が実施されている。

④年１回，②の更新ができている。

⑤②について同意がない方へ，理解を得る働きかけができている。

①週1回以上活動している常設サロン又は住民主体の健康づくり活動（体操教室等）を
行う場がある。

0

②地域の様々な主体（行政，地域包括支援センター，民生委員・児童委員，老人クラ
ブ，郵便局，新聞配達業，コンビニ等）による見守り活動が実施されるとともに，当該見
守りについてのローカルルールがある。

①地域課題を分析したうえで，通いの場を何か所設置するかの目標を立てている。 0

②①の目標を達成するために，具体的な取組，スケジュールが明確である。

③市町の考え方，方針，スケジュールを地域包括支援センターやリハビリテーション専
門職等に示したうえで，通いの場の創設に向け連携した取り組みを行っている。

①生きがい就労やコミュニティビジネスなどの活動についての情報を提供している。 0

②高齢者の生きがいづくりや地域の担い手を増やす活動を実施する団体がある。

①地域活動等※の社会参画への動機づけのための学びの機会がある。 0

②学んだ方に対して当該社会参画する場へのマッチングを行っている。

①地域の互助力が向上していることが地域ケア会議などを通じて，医療・介護・住民代
表等の参加者が実感している。（住民意識が向上し高齢者のSOSに気づく，住民同士
で情報共有し具体的に動いているなど。）

0

②住民の自主的な取組を把握し，当該取組が毎年増加している。 評価項目数 割合

小計 0 8 0.0%

49

50

51

52

53

54

55

48

コメント欄（取組内容等）

  □災害時を想定し，高齢者や障害者等
の要介護者一人ひとりに対する避難支援
者，避難方法等について，住民等の関係
者で話し合いが行われていますか。

×

　□ふれあいサロン活動，住民主体の健
康づくり活動（体操教室等），高齢者の見
守り等の住民の地域活動が活発に行わ
れていますか。

×

　□行政の方針（地域包括ケアシステム
の構築，市民協働のまちづくり，市町の
総合計画等）を踏まえ，住み慣れた地域
で安心して暮らし続けることができる地域
の実現に向けて，様々な団体・組織（ボラ
ンティア団体，ＮＰＯ法人，自治会等住民
組織など）が取組を進めていますか。

  □地域や施設（病院，介護保険施設等）
における地域住民の交流の場及び住民
（個人又はグループ）のボランティア活動
（有償・無償）が活発ですか。また，学生
ボランティアや民間企業・事業所の地域
貢献活動（ボランティア活動）の実態はあ
りますか。

×

×

　□住民運営の通いの場の創設の取組
を進めていますか。また，地域に何か所
整備するかなどの具体的な目標が設定さ
れていますか。

×

　□生きがい就労（※1）やコミュニティビ
ジネス（※2）などの活動を通して，高齢者
の生きがいづくりや地域の担い手を増や
す取組が進んでいますか。
　※1　生きがい就労，慣れ親しんだ生活スタイ
ルである“働く”ことと，人との関わりをもちなが
ら地域貢献できる“生きがい”を両立させる新
たな就労形態
　※2　市民が主体となって，地域の抱える課
題をビジネスの手法で解決する事業（高齢者
支援，子育て支援，商店街活性，地域情報発
信等）

×

　□プラチナ世代（高齢になって年齢を重
ねても，地域や社会の中で，自分のでき
る範囲で自分らしく活動し，輝いている
方々）等に向けて，地域活動等の社会参
画への動機づけのための学びの機会が
ありますか。（啓発イベント，ライフプラン
セミナーなど）

×

　□上記のような地域活動を通して，住民
の自主的な取組が増えることなどにより，
地域の互助力が向上していますか。

×
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Ｈ 行政の関与・連携（５点） 1 点

評価の視点 評価基準（※は「評価基準」シートの「備考」欄に記載があるものです）
評価基準の
該当状況

評価 割合 点数 評価

①地域包括ケアシステムの強化・地域づくりに向けて，市町関係課が連携した取組を行
うということを市町方針として示している。

0 80～100％ 5 よくできている

②市町関係課が地域課題等を協議する場が開催されるなど，必要な連携を行ってい
る。

60～80％ 4 できている

①市町の総合計画に住民の自助・互助の取組を促進していく記述がある。 0 40～60％ 3 まあまあできている

②関係機関・団体等※と毎年，定期的な情報交換を行い，かつ，地域の課題を共有し
ている。

20～40％ 2 あまりできていない

③関係機関・団体等と連携して，住民主体で取り組んでいる事例が現時点である。 0～20％ 1 できていない

①地域ケア会議及び地域診断について市町が明確に基本方針※を定め，その方針を
地域包括支援センターが十分に理解している。

0

②市町と地域包括支援センターの明確な役割分担のもと，地域ケア会議が開催計画に
基づき，定期的（月1回以上）に開催されている。

①市町が，自立，自立支援及び自立支援型ケアマネジメントの定義並びにその推進に
ついて明確に方針として示している。

0

②自立及び自立支援の定義並びに自立支援型ケアマネジメントの推進方針を市町が
地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等に対して研修会や説明会などで説
明している。

①市町がリーダーシップを発揮し，地域ケア会議で実際に地域課題を抽出している（地
域ケア会議が単に個別課題の解決になっていない。）

0

②地域ケア会議で抽出した課題について介護保険事業計画等の施策に反映するため
の仕組みが体系図など文書で示されており，施策化した場合には関係者に説明する機
会がある。

①2025年の将来の姿（高齢者人口増加，生産年齢人口減少，及び介護保険料の推
計）について，地域の関係者（地域包括支援センター，社会福祉協議会，自治会，民生
委員・児童委員又は老人クラブ等）や住民に対して説明会等の機会を通じて説明してい
る。

0

②2025年の将来の姿，介護保険事業計画の基本方針や目標等についてホームページ
等で周知している。

①本人の選択と本人・家族の心構えを住民に促していく前提として，市町が住民に対す
る意識啓発（自助，自立支援，健康状態・生活機能の維持向上等）について資料（パン
フレットなど）を住民に配布している。

0

②市町が住民に対する意識啓発（自助，自立支援，健康状態・生活機能の維持向上
等）について出前講座等の小規模な説明会を開催し周知している。

地域包括支援センターに次のデータを提供している。(地域包括支援センターが直営
の場合は共有している。）
①高齢者人口

0

②高齢者世帯数

③要支援・要介護認定者数

④介護サービスの利用特性等の基礎データ（ケアバランスシート等）

①介護保険事業計画等の策定に合わせて，介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を実
施し，各圏域の特性を把握している。

0

②住民ニーズ（要介護者のニーズ含む。）を介護保険事業計画等へ反映している。

①住民自らが介護予防に取り組むよう，住民への具体的な働きかけ（通いの場，住民
説明会，サロンなどを通じての働きかけ，説明ツールを活用した働きかけ）をしている。

0

②介護予防ケアマネジメントの効果的な実施方法（自立支援型地域ケア個別会議の開
催及び関係者への研修等）に取り組むとともに，そのことが関係者間で共有されてい
る。

①市町で地域福祉計画を策定している。 0

②地域共生社会に向け，高齢者，障害者，児童等の包括的な相談支援体制（ワンス
トップ型等）又は多分野との連携強化による総合的な支援の提供体制を検討するため
の会議（地域ケア会議なども含む。）を設置し，実際に検討をしている。

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

×

×

×

×

　□福祉ニーズの多様化・複雑化などに
対応するため，高齢者，障害者，児童等
の支援を単独の機関のみで対応するの
ではなく，包括的な相談支援体制（ワンス
トップ型等）や多分野との連携強化による
総合的な支援の提供体制について検討
がなされていますか。

　□市町から地域包括センターに対して，
担当圏域の高齢者人口，高齢者世帯数，
要介護認定者数，介護サービスの利用
特性等の基礎データが提供されています
か。

　□市町は日常生活圏域ニーズ調査等
により，住民のサービス利用に関する意
向調査や要介護者の生活ニーズ等を把
握し，介護保険事業計画等の施策に反映
していますか。

　□市町や地域包括支援センター等の関
係者が介護保険法に規定される自立支
援の原点を再確認するとともに，住民自
らが意欲的に介護予防に取り組むような
働きかけや介護予防マネジメントの効果
的な実施方法について，市町窓口での相
談対応の流れを含め関係者で共有され
ていますか。

×

×

×

　□地域ケア会議で抽出した地域課題等
を受け，必要に応じて介護保険事業計画
等の施策に反映する仕組みがあります
か。

　□2025年の将来像の姿（高齢者人口増
加，生産年齢人口減少，介護保険料の推
計等）を地域の関係者や住民と共有し，
介護保険事業計画の基本方針や目標等
を周知する取組を行っていますか。（介護
保険事業計画の基本方針・目標の明確
化と関係者による共有）（地域包括ケア
ロードマップ）（規範的統合）

  □地域包括ケアシステムの重要なコン
セプトである「本人の選択と本人・家族の
心構え」を住民に促していく前提として，
市町が住民に対する意識啓発（自助，介
護保険法で規定される自立支援や健康
状態・生活機能の維持向上等）を市町の
窓口や出前講座等の小規模の説明会等
で行っていますか。

×

×

×

×

　□地域包括ケアシステムの強化・地域
づくりに向けて，市町の関係課は組織横
断的に連携していますか。

　□行政は，市町の総合計画や市民協働
のまちづくりの指針等に基づき，住民互
助力や地域の福祉力が向上するよう，主
体性を持った住民への働きかけや，関係
機関・団体等との連携を積極的に行って
いますか。

　□地域ケア会議や地域診断について，
市町が基本方針を明確にし，地域包括支
援センターと協働した取組となっています
か。

　□市町（保険者）は，自立支援に資する
ケアマネジメントの視点（自立支援型ケア
プラン）について，地域包括支援センター
や介護支援専門員等に普及する取組を
行っていますか。
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①認知症初期集中支援チームを資源として活用している。 0

②認知症地域支援推進員が支援活動に関与している。

③認知症初期集中支援チームの役割を地域包括支援センターが把握している。

④認知症初期集中支援チームが認知症地域支援推進員に支援事例について情報提
供し，具体的な支援方法の検討を行う等，定期的に情報連携する体制が構築されてい
る。

⑤住民や専門職に対し，認知症初期集中支援チームの設置（活動）を周知している。

⑥地区医師会等の医療関係団体と調整し，認知症のおそれのある人に対して，かかり
つけ医と認知症疾患医療センター等専門医療機関との連携により，早期診断・早期対
応に繋げる体制が構築されている。

①市町，地域包括支援センターは家庭訪問，アンケート調査，自治会，民生委員・児童
委員からの情報などにより地域の高齢者の実態を把握している。

0

②自治会，民生委員・児童委員から市町へ情報が入るための連携体制がある。

③市町，地域包括支援センターは情報が入った際に，早期の相談対応を行っている。 評価項目数 割合

小計 0 13 0.0%

Ａ 1
Ｂ 1
Ｃ 1
Ｄ 1
Ｅ 1
Ｆ 1
Ｇ 1
Ｈ 1

合計 8 点
/40点

67

68

コメント欄（取組内容等）

×

×

　□認知症地域支援推進員や認知症初
期集中支援チームが設置され，早期診
断，早期対応に向けた体制づくりが進ん
でいますか。

　□市町，地域包括支援センターはでき
るだけ早い段階での相談対応や早期対
応によるリスク軽減のため，地域の高齢
者の実態を家庭訪問やアンケート調査，
民生委員・児童委員からの情報提供等に
より把握していますか。（支援を必要とす
る台帳整備等）

0

5
Ａ 医療 

Ｂ 介護 

Ｃ 保健・予防 

Ｄ 住まい・住まい方 

Ｅ 生活支援・見守り等 

Ｆ 専門職・関係機関のネットワーク 

Ｇ 住民参画（自助・互助） 

Ｈ 行政の関与・連携 

○ ○ 市○○○圏域 レーダーチャート 
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