
課　長 係　長
様

計画作成者所属　

計画作成者 職 1 回目

～

本人

本人

本人

家族

E票-個別 個別支援計画評価票 決　裁　欄（例）
担当者

本人氏名 B

○○○ 地域包括支援センター

社会福祉士 氏名 D 計画評価 記入年月日 平成26年5月20日

評価期間 平成26年2月 平成26年5月 会議日時 平成26年5月23日 午後１時半～午後３時

会議目的 個別支援計画の評価・今後の支援計画について 出席者
（所属・氏名）

ご本人　Bさん
介護支援専門員　Aさん
訪問診療　C先生

民生委員　○さん
○○市職員　△
○○市社会福祉協議会　□さん

対象 目標
（「C票-個別」の目標を転記）

実施状況（誰がどのように取り組んだか）
計画通りの役割分担・対応方法を実施した場合には、□にチェック

確認した事実と日付 目標及び対応方法の評価
目標及び対応方法に変更の場合、（　　）内に記載

治療の必要性をご本人が理解さ
れ、訪問診療を継続する。

■　訪問診療医師C先生が、訪問診療を実施。Bさんから
拒否的な言動などあったら介護支援専門員に報告いただ
くことになっていたが、そのような言動はなかった。

２月～５月、Bさんは訪問診療を受け入れ、継続
して必要な治療を受けることが出来た。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

食事や内服管理、清潔保持が出
来、在宅生活を継続する。

■　訪問介護のE事業所がサービスに入った。介護支援専
門員は、Bさんの意向を丁寧にモニタリングし、サービス
の提供状況に反映させていった。

４月に、一度訪問介護に対する苦情がBさんから
訴えられたが、介護支援専門員が調整に入り、
トラブルは解消した。

■目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安心して金銭管理が出来るよう
になる。

■　社会福祉協議会職員が、日常生活自立支援事業の手
続きを進めた。

前回地域ケア会議においては、Bさんが了解して
いたが、その後、利用料の点などでBさんに迷い
が見られ、まだ利用に至っていない。

□目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

姪御さんの今後の支援に関する
考え方を確認する。

■　介護支援専門員が、姪ごさんに電話連絡。会議結果
を報告するとともに、今後の支援に関する意向を確認し
た。

3月初旬に電話。週1回位、電話をして様子を確
認してくれる。親族としての判断が必要な時に
は連絡をもらってもよい、とのことだった。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「C票-個別」の目標をそのまま転記
し、実施状況や達成状況を評価す

関係者

関係者

関係者

判定

2

4

2

■　本人等への家庭訪問実施（ 3 回） ■　地域ケア個別会議の実施（ 1 回）

■　本人・家族との電話や来所面接 ■　関係機関への連絡・情報聞きとり

□　その他の活動　（ ）

　４．その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

た。 は連絡をもらってもよい、とのことだった。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地域住民に、本人の在宅生活に
ついて理解をえる。

■　民生委員さんから、本人のことを心配していた地域
住民の方に、在宅生活を暖かく見守ってほしい旨伝えて
もらった。

3月初旬に地域住民と話し合ってもらった。今
後、地域にBさんのようなひとり暮らしの高齢者
が増え、助け合いが必要という話になったとの
こと。

□目標達成　■目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（今後、地域活動計画につなげていく）

今後、同様の高齢者が増えるこ
とをコンビニエンスストアに理
解してもらい、本人が安心して
利用できるようにする。

■　介護支援専門員とBさん本人がコンビニエンスストア
に出向き、今後の利用、現金の支払い方などについて、
理解と協力を求めた。

3月中旬、コンビニエンスストアの店長・勤務し
ていた職員に、Bさんの状況を伝えて理解を求め
た。今後、地域にひとり暮らしの高齢者が増え
ることを伝え、Bさんに限らず、配慮していただ
けるとありがたい旨伝えた。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（今後、地域活動計画につなげていく）

介護支援専門員としての、力量
を向上する。

■　地域包括支援センターが介護支援専門員の相談にの
りながら、共に対応している。

２月～５月の間、訪問診療や訪問介護などの支
援が入り、その後の関係機関の連携もスムーズ
になったということ。

□目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個別課題の
解決状況

種別 高齢者本人の状況(意見・希望) 養護者・家族の状況(意見・希望)

本人の課題 日常生活利用支援事業を使うかどうか迷っ
ている。訪問診療や訪問介護は、今のまま
使っていきたい。

姪：訪問診療や訪問介護が入って、安心
した。親族として、出来る範囲のことを
していきたい。家族の課題

関係者の課題 　家族支援の必要性　　□あり　■なし

支援内容・
量の評価
（評価期間中）

新たな課題と対応方法 評価結果のまとめ

金銭管理の部分で、日常生活自立支援事業
の利用に至っていない中、自宅に訪問販売
業者がよく訪ねていることが分かった。詐
欺被害を防ぐ対処が必要。

　１．個別支援の終結

　２．現在の計画内容に基づき、支援を継続

支援内容によ
る総合的成果

※　本人・家族・関係機関との信頼関係、ネットワーク強化等の点でどんな成果があったか。 　３．アセスメント、支援計画の見直し

地域ケア会議を通して、関係機関・介護支援専門員の連携がとりやすくなった。ご本人も、関係者
が集まって自分のことを話し合ってくれたことで気持ちが良い方向に変化した様子。

【判定欄に該当番号を記入】

１．課題は解決していない

２．課題が残っている疑いがある

３．一時的に解決（再発の可能性が残る）

４．課題は解決した

０．課題は存在していない

評価結果が２や３の場合は、A票～C票を使用して、地域ケア会議
を行ったり、新たな計画期間の計画書を作成する。以後、１の「個

別支援の終結」に至るまで、計画⇒活動⇒評価のサイクルを繰り
社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

評価結果が２や３の場合は、A票～C票を使用して、地域ケア会議
を行ったり、新たな計画期間の計画書を作成する。以後、１の「個

別支援の終結」に至るまで、計画⇒活動⇒評価のサイクルを繰り



課　長 係　長

様

計画作成者所属　

計画作成者 職 1 回目

～

E票-地域 地域活動計画評価票
決　裁　欄（例）

担当者

本人氏名 B

○○○ 地域包括支援センター

社会福祉士 氏名 D 計画評価 記入年月日 平成26年5月20日

評価期間 平成26年2月 平成26年5月 会議日時 平成26年5月23日 午後１時半～午後３時

会議目的 地域活動計画の評価・今後の支援計画について 出席者
（所属・氏名）

ご本人　Bさん
介護支援専門員　Aさん
訪問診療　C先生

民生委員　○さん
○○市職員　△
○○市社会福祉協議会　□さん

目標
（「C票-地域」の目標を転記）

実施状況（誰がどのように取り組んだか）
計画通りの役割分担・対応方法を実施した場合には、□にチェック

実　　施　　結　　果 目標及び対応方法の評価
目標及び対応方法に変更の場合、（　　）内に記載

①Bさんのように、外来受診
に拒否的な方を支援する在
宅医がもっといれば。

■　C先生が、医師会の会合の際に、Bさんのケース
を匿名で報告。訪問診療の必要性が高まっているこ
とを報告した。

他の医師から、訪問診療が必要な他の事例を、もっと知りた
いという意見が出たということだった。

□目標達成　■目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（　市主催で事例検討会につなげていきたい　）

①今後、親族遠方の独居が
増えていく地域である。在
宅生活を支えるため、地域
の理解・見守り支援が必
要。

■　民生委員と地域包括支援センターが、自治会に
働きかけ、地域住民に、地域の高齢化の状況を伝
え、住民が不安なことなど話し合ってもらった。

住民自身、出来るだけ施設に行かずに家で暮らしたい、とい
う思いを持っている人がほとんどで、そのためには地域で支
え合うことが大事なんだ、という気付きにつながった。

□目標達成　■目標の継続　　■対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　今後も話し合いの場を持ち、地域で出来る取り
組みを検討することになった　）

①今後、認知症の高齢者が
増えることから、地域住民
に在宅生活の継続について

■　民生委員と地域包括支援センターが、地域住民
と話し合いを持った際に、認知症のDVDを上映した。

DVDの感想を、地域住民の方々に話し合ってもらった。身内
に認知症の方がいる、という方が多く、介護の大変さを語っ
ておられた。今後認知症高齢者が増えること、地域で支えあ

□目標達成　■目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　■対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「C票-地域」の目標をそのまま転記
し、実施状況や達成状況を評価す

■　地域ケア推進会議の実施（ 1 ）回

■　取り組み実現のための出前講座の実施（ 1 ）回

　⇒内容（ ）

□　多職種等に対する研修会の実施（ ）回

■　保険者・その他取り組みに必要な部署への報告をした

□　その他の活動（ ）

　４．その他(　　　　　　　　　　　　　　）

社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変

に在宅生活の継続について
理解を得る。

ておられた。今後認知症高齢者が増えること、地域で支えあ
うことが大事、という結論になったが、参加者の中には、や
はり施設に入るしかないという声もあった。

①今後、認知症・独居の高
齢者が増えることから、コ
ンビニエンスストアの職員
に対応方法を理解してもら
う。

■　社会福祉協議会と地域包括支援センターが、地
域のコンビニエンスストア・スーパーの職員を対象
に、認知症サポーター養成講座を実施した。

職員からは、認知症の仕組み、対応の仕方について、かなり
勉強になった、との声が聞かれた。今後は、Bさんに限ら
ず、学んだことを対応に活かしたい、とのことだった。

■目標達成　□目標の継続　　□対応方法の継続
　　　　　　□目標の変更　　□対応方法の変更
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□

活動内容・
量の評価
（評価期間
中）

新たに構築されたネットワーク・支援者 新たな課題と対応方法

新たに連携が取れた人・機関 今後の支援にどう生かすか 在宅医を増やしていく、という課題については、事
例検討会など引き続き取り組みを進めながら、地域
医療機関の理解を得ていきたい。地域には色々な声
があり、全員の理解を得ることは困難だが、引き続
き、地域で支えあうことについて取り組みをしてい
きたい。

コンビニ職員等への認知症サポーター養成講座

地域のFスーパーの店長

養成講座に参加出来なかった職員にも
学ばせたいので、また講座を実施して
ほしいとのこと。他の高齢者への対応
向上や認知症理解に役立つことが期待
される。 評価結果のまとめ

　１．地域活動・取り組みの終了

活動による総
合的成果

※　地域連携、ネットワーク構築、資源開発や政策形成の点でどんな成
果があったか。

　２．現在の計画内容に基づき、継続

在宅医をふやしていく、ということについては、従前から課題で
あったが、C先生からの働きかけをきっかけに、事例検討会につな
げていき、他の先生にも在宅医療の必要性に理解を深めていただき
たい。地域の店舗に対する認知症サポーター養成講座で、認知症高
齢者への理解が深まった。

　３．地域活動計画の見直し

評価結果が２や３の場合は、B票やC票を適宜使用して、地
域ケア会議を行ったり、新たな計画期間の計画書を作成す

る。以後、１の「地域活動・取り組みの終了」に至るまで、計

画⇒活動⇒評価のサイクルを繰り返していく。

社団法人日本社会福祉士会 作成様式を改変


