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１．評価指標一覧 

第１章 支えあう地域づくりのために 

１．地域支えあい活動の支援 

（１）地域づくりの支援充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

1 1-(1)-1) 自治会事業補助交付件数  158件  160件  160件  160 件 まちづくり協働推進課 

2 1-(1)-1) 
地域ふれあいデイサービス
事業運営協議会の組織数 

124か所 128か所 130か所 132 か所 ちゃーがんじゅう課 

3 1-(1)-1) 
見守り活動団体への補助交
付件数 

－ 40件 45件 50件 福祉政策課 

4 1-(1)-1) 
食生活改善推進員の育成・
支援 

実施 実施 実施 実施 保健所（健康増進課） 

5 1-(1)-1) 
母子保健推進員及び健康づ
くり推進員の育成・支援 

実施 実施 実施 実施 保健所(地域保健課) 

6 1-(1)-2) 
地域包括支援センター担当
圏域レベルの地域ケア会議
の延べ開催数 

48回 72回 72回 72回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

 

（２）地域人材の育成・支援 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

7 1-(2)-1)① 福祉協力員の育成・確保 279人 390人 420人 450 人 社会福祉協議会 

8 1-(2)-1)① 
民生委員児童委員の充足率 
(現任数/定数 459) 

84.5% 
現任数 390人 

89.3% 
現任数 410人 

89.3% 
現任数 410人 

91.0% 
現任数 420人 

福祉政策課 

9 1-(2)-1)② 
ボランティア研修の充実及
び積極的な参画の促進 

2講座 2講座 3講座 3講座 社会福祉協議会 

10 1-(2)-1)③ 那覇市協働大使者数（累計） 679人 839人 919人 999 人 まちづくり協働推進課 

11 1-(2)-1)③ 
なは市民協働大学・大学院の
講座回数 

25回 18回 18回 18回 まちづくり協働推進課 

 

（３）地域におけるネットワークの構築 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

12 1-(3)-1) 
相談協力員による活動報告
件数 

1,857件 1,920件 1,980件 2,040 件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

13 1-(3)-1) 
「地域見守り隊」の結成数
(累積) 

33団体 40団体 45団体 50団体 福祉政策課 

14 1-(3)-1) 
避難支援希望者名簿の登録
申請者数(新規登録申請者数) 

47人 100人 100人 100 人 福祉政策課 

15 1-(3)-1) 
見守りちゃーびら隊の延べ
協定締結事業所数（累積） 

8団体 11団体 12団体 13団体 福祉政策課 

参考資料  
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（４）地域ケア会議による地域支援体制の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

16 1-(4)-1) 
個別ケースの地域ケア会議
の開催数 

61回 90回 108回 126 回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

17 1-(4)-1) 
個別ケースの介護予防ケアマ
ネジメントに関する地域ケア
会議の開催数 

51回 72回 72回 72回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

18 1-(4)-1) 
地域包括支援センター担当
圏域レベルの地域ケア会議
の開催数 

48回 72回 72回 72回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

19 1-(4)-1)  
市レベルの地域ケア会議の開
催数 

3回※1 4回 4回 4回 ちゃーがんじゅう課 

※１ 地域包括ケアシステム推進会議２回、地域包括ケアシステム庁内推進会議１回 

 
 

２．権利擁護の推進 

（１）虐待防止に関する取り組みの充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

20 2-(1)-1) 
那覇市高齢者虐待防止対応
ネットワーク会議開催 

実施 実施 実施 実施 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

21 2-(1)-1) 
市民向けの権利擁護（虐待）
に関する周知啓発 

12回 18回 18回 18回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

22 2-(1)-1) 
介護従事者向けの権利擁護
（虐待）に関する周知啓発 

実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 

23 2-(1)-2) 
養護者による高齢者虐待対
応件数 

虐待認定
55件 

58件 61件 64件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

24 2-(1)-2) 緊急一時保護数 4件 6件 8件 10件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

25 2-(1)-3) 集団指導等の実施回数 － 3回 3回 3回 ちゃーがんじゅう課 

 

（２）成年後見制度等の利用促進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

26 2-(2)-1) 
市長申し立て件数 
※カッコ内は成年後見制度相

談件数 

4件 
（234 件） 

8件 
（244 件） 

11件 
（264 件） 

15件 
（294 件） 

ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

27 2-(2)-1) 
後見制度利用促進関係団体
との連携会議 

実施 実施 実施 実施 福祉政策課 

28 2-(2)-2) 
日常生活自立支援事業の利
用件数 

98件 100件 88件 88件 社会福祉協議会 

 

（３）消費者被害の防止 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

29 2-(3)-1) 高齢者相談受理件数 
171件 

(65 歳以上） 
180件 180件 180 件 市民生活安全課 

30 2-(3)-1) 出前講座の実施回数 10回 10回 10回 10回 市民生活安全課 
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３．認知症対策の推進 

（１）認知症ケアの充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

31 3-(1)-1) 
認知症地域支援推進員総設
置数 

12人 18人 18人 18人 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

32 3-(1)-2) 
那覇市版「標準的な認知症
ケアパス」の作成 

作成 更新 更新 更新 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

33 3-(1)-3) 
那覇市認知症初期集中支援
チームの対応件数 

課題検討 
・調整 

30件 30件 30件 ちゃーがんじゅう課 

34 3-(1)-4) 
認知症疾患医療連携協議会
等への参加 

1回 1回 1回 1回 ちゃーがんじゅう課 

35 3-(1)-5) 
ＳＯＳリング登録者数 
（累積） 

－ 250人 300人 350 人 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

36 3-(1)-6) 
認知症サポート医登録数
（累積） 

8人 12人 14人 16人 ちゃーがんじゅう課 

 

（２）本人及び家族への支援 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

37 3-(2)-1) 
「かけはしの会」との意見
交換会参加の回数 

1回 1回 1回 1回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

38 3-(2)-1) 
「認知症の人と家族の会」と
の意見交換会参加の回数 

1回 1回 1回 1回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

39 3-(2)-2) 認知症カフェの開催箇所数 16か所 20か所 22か所 22か所 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

40 3-(2)-3) 
那覇市地域包括支援センタ
ーでの認知症相談件数 

2,067件 2,500件 2,750件 3,000 件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

41 3-(2)-4) 認知症介護教室の開催数 － 2回 3回 4回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

 

（３）認知症に対する普及啓発 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

42 3-(3)-1) 市民講演会の開催数 1回 1回 1回 1回 ちゃーがんじゅう課 

43 3-(3)-2) 従事者研修会の開催数 1回 1回 1回 1回 ちゃーがんじゅう課 

44 3-(3)-2) 集団指導等の実施回数 － 3回 3回 3回 ちゃーがんじゅう課 

45 3-(3)-3) 
認知症サポーター養成数
（累積） 

16,879人 20,000人 22,000人 24,000 人 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

 

（４）認知症予防の推進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

46 3-(4)-1) 
認知症予防を取り入れた教
室受講者の人数（累積） 

－ 600人 650人 700 人 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

47 3-(4)-1) 認知症教室の開催数 50回 50回 50回 50回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 
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４．総合相談支援の充実 

（１）総合相談体制の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

48 4-(1)-1) 総合相談件数 23,115件 23,610件 24,100件 24,600 件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

49 4-(1)-1) 老人精神保健に関する相談 実施 実施 実施 実施 保健所（地域保健課） 

50 4-(1)-2) 相談協力員登録者数 339人 340人 355人 370 人 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

 

（２）介護者への支援 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

51 4-(2)-1) 
総合相談件数（介護方法、在
宅福祉サービス、介護保険） 

10,277件 10,500件 10,600件 10,700 件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

 
 

５．医療サービスの充実 

（１）医療サービスの充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

52 5-(1)-1) 紹介率（％） 75.2％ 65% 65% 65% 
保健所（保健総務課

（市立病院）） 

53 5-(1)-1) 逆紹介率（％） 70.1％ 40% 40% 40% 
保健所（保健総務課

（市立病院）） 

54 5-(1)-1) 開放病床利用率（％） 155.3％ 50% 50% 50% 
保健所（保健総務課

（市立病院）） 

55 5-(1)-2) 医療情報等の共有化 
H27.10 

稼働 

H27.10 

稼働 

H27.10 

稼働 

H27.10 

稼働 

保健所（保健総務課

（市立病院）） 

56 5-(1)-2) 
入退院連携デザインシート

の作成・活用 
作成 活用 活用 活用 

ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

57 5-(1)-3) がんフォーラム開催数 2回 2回 2回 2回 
保健所（保健総務課

（市立病院）） 

58 5-(1)-3) 
沖縄県緩和ケア研修会開催

数 
1回 1回 1回 1回 

保健所（保健総務課

（市立病院）） 

 
 

６．在宅医療・介護連携の充実及び継続的な支援体制の整備 

（１）在宅医療及び介護連携の体制づくり支援 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

59 6-(1)-1)  
在宅医療・介護連携に関す
る相談件数 

－ 120件 120件 120 件 

ちゃーがんじゅう課
（在宅医療・介護連携
支援センター） 

60 6-(1)-1)  
在宅医療・介護連携支援ネ
ットワーク協議会の開催 

－ 実施 実施 実施 

ちゃーがんじゅう課
（在宅医療・介護連携
支援センター） 
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（２）在宅医療・介護連携の質の向上 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

61 6-(2)-1) 
在宅医療・介護連携に関す
る研修会参加者数 

780人 900人 1,100人 1,300 人 
ちゃーがんじゅう課
（在宅医療・介護連携
支援センター） 

62 6-(2)-1) 
在宅医療・介護連携に関す
る研修の開催数 

12回 12回 12回 12回 
ちゃーがんじゅう課
（在宅医療・介護連携
支援センター） 

 

（３）在宅医療に関する普及啓発 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

63 6-(3)-1) 市民講演会等の開催数 － 1回 1回 1回 

ちゃーがんじゅう課
（在宅医療・介護連携
支援センター） 

 

 

７．交通安全・防犯・防災対策の充実 

（１）交通安全、防犯対策 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

64 7-(1)-1) 

那覇地区交通安全協会によ
る交通安全指導・法令講習
実施数 

4回 4回 4回 4回 市民生活安全課 

65 7-(1)-2) 
保安灯設置・修繕・省電力型
取替への補助灯数 

304灯 270灯 270灯 270 灯 市民生活安全課 

 

（２）防災等の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

66 7-(2)-1) 
自主防災組織の結成数 
（累積） 

60団体 80団体 85団体 90団体 防災危機管理課 

67 7-(2)-1) 協定福祉避難所数（累積） 24箇所 29箇所 32箇所 35箇所 福祉政策課 

68 7-(2)-2) 

高齢者施設などへの結核・
感染症マニュアルの配布と
感染症に関する正しい知識
面の啓発実施 

実施 実施 実施 実施 
保健所（保健総務

課） 

69 7-(2)-3) 
消防局への介護施設の情報
提供による防火対策の推進 

－ 実施 実施 実施 
ちゃーがんじゅう課・

消防局 

70 7-(2)-3) 

洪水浸水想定区域内及び土
砂災害警戒区域に立地する
要配慮者利用施設における
避難確保計画の策定（累積） 

3事業所 5事業所 － － 防災危機管理課 
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第２章 いきいきと自立した生活のために 

１．高齢者の実態把握 

（１）高齢者の実態把握 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

71 2-(1)-1)  
基本チェックリストをとっ
た件数 

－ 2,672件 2,966件 3,326 件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

72 2-(1)-1) 高齢者見守り訪問件数 9,357件 9,900件 10,800件 11,700 件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

73 2-(1)-2) 地域見守り隊の設置 33件 40件 45件 50件 社会福祉協議会 

74 2-(1)-2) 緊急医療情報キットの設置 2,015件 3421件 3821件 4221 件 社会福祉協議会 

75 2-(1)-2) 個別訪問安否確認世帯数 429世帯 914世帯 1,014世帯 1,114 世帯 社会福祉協議会 

 

 

２．生きがいづくり（生きがい活動支援の充実） 

（１）生涯学習環境の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

76 2-(1)-1)① 
老人福祉センター等での講
座開催数（利用人数） 

2,763回 
（25,747 人） 

2,700回 
（25,700

人） 

2,700回 
（25,700

人） 

2,700 回 
（25,700

人） 
ちゃーがんじゅう課 

77 2-(1)-1)② 大型活字本の蔵書数 1,453冊 1,539冊 1,579冊 1,619 冊 中央図書館 

78 2-(1)-1)② 録音図書数（カセット＆ＣＤ） 877枚 909枚 925枚 941 枚 中央図書館 

79 2-(1)-1)② 
高齢者に関する講座受講生
の満足度 

90.4％ 90.6％ 90.8％ 91.0％ 中央公民館 

80 2-(1)-2) 体力テスト会への参加人数 352人 360人 370人 380 人 市民スポーツ課 

81 2-(1)-2) 地域スポーツ教室参加人数 876人 900人 915人 930 人 市民スポーツ課 

82 2-(1)-2) 
ひやみかちなはウォークの参加
申込者数 

4,142人 4,400人 4,840人 5,324 人 市民スポーツ課 

83 2-(1)-3) 
生涯学習情報提供システム
のアクセス数 

2,111件 2,250件 2,380件 2,500 件 生涯学習課 

84 2-(1)-4)① 各種サークルへの支援 実施 実施 実施 実施 中央公民館 

85 2-(1)-4)② 
単位老人クラブへの支援・
連携件数 

24件 27件 27件 27件 ちゃーがんじゅう課 

86 2-(1)-4)② 市老連への加盟数（累積） 39団体 40団体 40団体 40団体 ちゃーがんじゅう課 

87 2-(1)-5)① 施設開放 実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 

88 2-(1)-5)① 
地域学校連携施設の整備数
（累積） 

26校 27校 28校 29校 生涯学習課 

89 2-(1)-5)② 高齢者割引制度の情報発信 実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 
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（２）地域社会貢献活動支援の推進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

90 2-(2)-1) 
校区まちづくり協議会設立
校区数（累計） 

6校区 8校区 11校区 14校区 
まちづくり協働推進
課 

91 2-(2)-2)  高齢者ボランティアの活用 実施 実施 実施 実施 
中央公民館・社会福
祉協議会 

92 2-(2)-2)  
那覇市人材データバンクモ
デル事業の活用 

実施 実施 実施 実施 
まちづくり協働推進
課 

93 2-(2)-3) 
なは市民活動支援センター
で高齢者を対象に開催され
た講座の件数 

349件 350件 350件 350 件 
まちづくり協働推進
課 

94 2-(2)-4) 自治会事業補助交付件数 158件 160件 160件 160 件 
まちづくり協働推進
課 

 

 

３．就労支援の充実 

（１）生きがい就労の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

95 3-(1)-1)  
就労機会確保、会員数の増
に向けての支援 

実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 

 

（２）就労創出への支援 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

96 3-(2)-1) 
60 代「なはし就職なんでも
相談センター」利用者数 

323人 300人 300人 300 人 商工農水課 

97 3-(2)-2) 就職セミナーの実施回数 17回 20回 20回 20回 商工農水課 

98 3-(2)-3) 事業所への情報提供 実施 実施 実施 実施 商工農水課 
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４．健康づくり支援の充実 

（１）健康診査等の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

99 4-(1)-1) 
特定健診受診率（％））  
（国保 40～74 歳） 

37.2％ 41％ 45％ 49％ 特定健診課 

100 4-(1)-1) 
特定保健指導実施率（％） 
（国保 40～74 歳） 

47.9％ 50％ 52％ 54％ 特定健診課 

101 4-(1)-2) 
胃がん検診受診率 
（40 歳以上） 

14.22％ 増 増 増 保健所（健康増進課） 

102 4-(1)-2) 
大腸がん検診受診率 
（40 歳以上） 

20.08％ 増 増 増 保健所（健康増進課） 

103 4-(1)-2) 
肺がん検診受診率 
（40 歳以上） 

20.13％ 増 増 増 保健所（健康増進課） 

104 4-(1)-2) 
子宮がん検診受診率 
（20 歳以上） 

14.01％ 増 増 増 保健所（健康増進課） 

105 4-(1)-2) 
乳がん検診受診率 
（30 歳以上） 

13.94％ 増 増 増 保健所（健康増進課） 

106 4-(1)-3) 
インフルエンザ予防接種率
（％） 

53.7％ 55.0％ 55.0％ 55.0％ 保健所（健康増進課） 

107 4-(1)-4) 
高齢者肺炎球菌予防接種率
（％） 

38.9％ 40.0％ 40.0％ 40.0％ 保健所（健康増進課） 

108 4-(1)-5) 長寿健診受診率（％） 30.1％ 30.5％ 31.0％ 31.5％ 
国民健康保険課（後
期高齢者医療） 

109 4-(1)-6) 
一般健康診査（生保）受診率
（40 歳以上）（％） 

9.86％ 10.00% 11.00% 11.80% 
保健所（健康増進
課）･保護管理課・保護
課 

 

（２）健康相談・教育の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

110 4-(2)-1) 
電話・来所相談、地域健康相
談、こころの健康相談、栄養
相談の実施 

実施 実施 実施 実施 
保健所（健康増進
課・地域保健課） 

111 4-(2)-1) 
電話・来所等による健康や栄
養等に関する相談の実施 

実施 実施 実施 実施 
ちゃーがんじゅう課 

（地域包括支援センター） 

112 4-(2)-2) 
健康情報の提供、市の広報
誌・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･講演会等 

実施 実施 実施 実施 
保健所（健康増進課） 
特定健診課 

113 4-(2)-3) 
成人を対象とした健康料理
教室（食生活改善推進員） 

実施 実施 実施 実施 保健所（健康増進課） 

114 4-(2)-3) 
ミニ健康展の開催 
（健康づくり推進員） 

実施 実施 実施 実施 保健所（地域保健課） 

115 4-(2)-3) 
自治会等を対象とした健康
学習会（健診の意義・制度の
理解のため） 

実施 実施 実施 実施 特定健診課 
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５．介護予防・生活支援の充実 

（１）一般介護予防事業の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

116 5-(1)-1) 
介護予防教室への参加実人数 
（がんじゅう教室、認知症
予防教室、など） 

1,351人 1,367人 1,395人 1,425 人 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

117 5-(1)-1) 

介護予防に資する住民主体
の通いの場への参加実人数 
（ふれあいデイサービス、ちゃ
ーがんじゅう体操サークル、フ
ィットネスダンスサークル、など） 

5,107人 5,497人 5,815人 6,208 人 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

118 5-(1)-2) 

介護予防リーダー養成者数
（累計） 
（いきいき百歳体操リーダ
ー養成講座、ちゃーがんじ
ゅう体操広めたい講座、等） 

297人 406人 461人 516 人 ちゃーがんじゅう課 

119 5-(1)-2) 
ポイント制度ボランティア登
録者数（累計） 

71人 115人 130人 145 人 ちゃーがんじゅう課 

120 5-(1)-3) 
専門職を活用した講座開催
数 

－ 26回 26回 26回 ちゃーがんじゅう課 

 

（２）介護予防・生活支援サービス事業の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

121 5-(2)-1)① 
従来の訪問型サービス利用
者数（現行相当） 

－ 823人 818人 793 人 ちゃーがんじゅう課 

122 5-(2)-1)② 
訪問型サービス A 利用者数
（基準を緩和したサービス） 

－ 45人 50人 75人 ちゃーがんじゅう課 

123 5-(2)-1)③ 
訪問型サービス B 利用者数
（ボランティア主体訪問型
サービス） 

－ 10人 30人 50人 ちゃーがんじゅう課 

124 5-(2)-1)④ 
訪問型サービス C 利用者数
（短期間での専門職による
相談指導事業） 

－ 15人 25人 35人 ちゃーがんじゅう課 

125 5-(2)-1)⑤ 
未実施の訪問型サービスの
調整・検討 

－ 検討 検討 検討 ちゃーがんじゅう課 

126 5-(2)-2)① 
従来の通所型サービス利用
者数（現行相当） 

－ 1,770人 1,765人 1,760 人 ちゃーがんじゅう課 

127 5-(2)-2)② 
通所型サービス A 利用者数
（基準を緩和したサービス） 

－ 60人 65人 70人 ちゃーがんじゅう課 

128 5-(2)-2)③ 
通所型サービス B 実施状況
利用者数（ボランティア主
体によるサービス） 

－ 60人 70人 80人 ちゃーがんじゅう課 

129 5-(2)-2)④ 
通所型サービス C 地域リハ
ビリ教室利用者数（短期間
の専門職によるサービス） 

－ 480人 480人 480 人 ちゃーがんじゅう課 

130 5-(2)-3) 
会食事業利用者数（ 
その他の生活支援サービス） 

－ 15人 20人 30人 ちゃーがんじゅう課 

131 5-(2)-4) 第１層協議体の開催数 4回 2回 2回 2回 ちゃーがんじゅう課 

132 5-(2)-4) 第２層協議体の開催数 21回 36回 36回 36回 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 
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（３）介護予防ケアマネジメントの実施 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

133 5-(3)-1) 
多様なサービスを利用する
介護予防ケアマネジメント
実施人数 

－ 670人 755人 840 人 ちゃーがんじゅう課 

 

（４）総合事業の情報の公表 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

134 5-(4)-2) 生活支援サービスの公表 － 実施 実施 実施 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 

 

 

６．在宅生活支援の充実 

（１）在宅サービスの充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

135 6-(1)-1) 軽度生活援助利用者数 116人 90人 90人 90人 ちゃーがんじゅう課 

136 6-(1)-2) 配食サービス利用実人員 679人 750人 775人 800 人 ちゃーがんじゅう課 

137 6-(1)-3) アシスト収集利用世帯数 283世帯 350世帯 380世帯 430 世帯 クリーン推進課 

138 6-(1)-4) 福祉電話貸与台数 210台 205台 205台 205 台 ちゃーがんじゅう課 

139 6-(1)-5) 
緊急通報システム設置台数
（累計） 

121台 120台 120台 120 台 ちゃーがんじゅう課 

140 6-(1)-6) ふれあいコール登録人数 25人 24人 24人 24人 ちゃーがんじゅう課 

141 6-(1)-7) 高齢者祝状の贈呈 実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 

 

（２）家族介護支援の推進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

142 6-(2)-1) 
介護用品支給利用者数（月
平均） 

117人 119人 119人 119 人 ちゃーがんじゅう課 

143 6-(2)-2) 家族介護慰労金給付件数 3件 3件 3件 3件 ちゃーがんじゅう課 

144 6-(2)-3) 総合相談件数 23,155件 23,610件 24,100件 24,600 件 
ちゃーがんじゅう課（地
域包括支援センター） 
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（３）移動支援の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

145 6-(3)-1) 福祉バス利用者数 25,615人 26,000人 26,000人 26,000 人 ちゃーがんじゅう課 

146 6-(3)-2) 
公共交通機関(路線バス・モ
ノレール)の利用者数 

2,262万人 2,072万人 2,403万人 2,412 万人 都市計画課 

147 6-(3)-3) 
公共交通割引制度の延べ利
用者数 

20,217人 22,500人 22,500人 22,500 人 ちゃーがんじゅう課 

148 6-(3)-4) 通院支援サービス登録者数 257人 220人 220人 220 人 ちゃーがんじゅう課 

 

 

７．住まいの充実 

（１）高齢者の住まいの安定的な確保 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

149 7-(1)-1) 
市営住宅建替事業における
バリアフリー住戸の整備数 

78戸 150戸 158戸 220 戸 
市営住宅課 
建築工事課 

150 7-(1)-2)① 
サービス付き高齢者向け住
宅の普及・啓発 

実施 実施 実施 実施 まちなみ整備課 

151 7-(1)-2)② 
高齢者家賃債務保証制度の
情報提供 

実施 実施 実施 実施 
まちなみ整備課 
ちゃーがんじゅう課 

152 7-(1)-3) 
有料老人ホーム等の把握・情
報提供 

実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 

 

（２）高齢者に配慮した住環境の充実 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

153 7-(2)-1) セミナー等の開催回数 5回 5回 5回 5回 福祉政策課 

154 7-(2)-2) 歩道の整備延長（ｍ） 継続 900ｍ 900ｍ 900ｍ 道路建設課 

 

（３）施設への措置入所 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

155 7-(3)-1) 養護老人ホーム措置人数 44人 60人 60人 60人 ちゃーがんじゅう課 
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第３章 安心できる介護保険サービスのために 

１．介護保険サービスの充実 

（１）居宅サービスの充実促進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

156 1-(1)-1) 
地域密着型サービス事業所
連絡会や運営推進会議への
延べ参加職員数 

420人 451人 451人 451 人 ちゃーがんじゅう課 

157 1-(1)-2) 住宅改修後の完了確認 727件 760件 795件 832 件 ちゃーがんじゅう課 

158 1-(1)-3) 事業所への周知 － 実施 実施 実施 
ちゃーがんじゅう課 
障がい福祉課 

 

（２）施設サービスの適正利用及び充実促進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

159 1-(2)-1) 特例入所の際の適切な関与 実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 

160 1-(2)-2) 介護医療院の整備 － － － 1事業所 ちゃーがんじゅう課 

161 1-(2)-2) 
介護療養型医療施設からの
転換 

－ － 1事業所 － ちゃーがんじゅう課 

 
（３）地域密着型サービスの充実促進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

162 1-(3)-1) 
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所数 

－ － 2事業所 1事業所 ちゃーがんじゅう課 

163 1-(3)-2) 
夜間対応型訪問介護事業所
数(整備済み) 

1事業所 － － － ちゃーがんじゅう課 

164 1-(3)-3) 

認知症対応型通所介護利用
定員数 
※H29 年度に 2 事業所(利用定員 3

名)開設 

30人 9人 9人 9人 ちゃーがんじゅう課 

165 1-(3)-4) 
小規模多機能型居宅介護事
業所数 
※H29 年度に 1 事業所廃止 

20事業所 － － － ちゃーがんじゅう課 

166 1-(3)-5) 

認知症対応型共同生活介護
事業所数(ユニット数)  
※H29 年度に 1 事業所（2ユ

ニット）開設（1 ユニット
は 9人定員） 

24事業所
（26ユニ
ット） 

2ユニッ
ト(第 6 次

計画繰越

分) 

4ユニット 
(うち 2 ユニッ

トは繰越分) 

4ユニット ちゃーがんじゅう課 

167 1-(3)-6) 
地域密着型特定施設入居者
生活介護事業所数 

2事業所 － 
1事業所 
(第 6 次計

画繰越分) 
2事業所 ちゃーがんじゅう課 

168 1-(3)-7) 
地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護事業所数 
※H29 年度に 3 事業所開設 

－ 
1事業所 
(第 6 次計

画繰越分) 

1事業所 
(第 6 次計

画繰越分) 
3事業所 ちゃーがんじゅう課 

169 1-(3)-8) 
看護小規模多機能型居宅介
護事業所数（小規模多機能型
居宅介護からの転換分を除く） 

－ － 2事業所 2事業所 ちゃーがんじゅう課 

170 1-(3)-9) 

地域密着型通所介護（小規
模型通所介護事業所からの
移行分） 
※H29年度に 4 事業所廃止、

１事業所開設 

35事業所 － － － ちゃーがんじゅう課 
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２．適正な運営による介護保険事業の推進 

（１）サービスの質の向上への適切な対応促進 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

171 2-(1)-1) 
ボランティア介護相談員活動

報告会 
1回 1回 1回 1回 ちゃーがんじゅう課 

 

（２）介護保険事業の周知徹底 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

172 2-(2)-1) 説明会の開催数 
1回

（年） 
3回 3回 3回 ちゃーがんじゅう課 

 

（３）要介護認定の適正化・介護保険サービス事業所の指導監査 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

173 2-(3)-1) 要介護認定の適正化 実施 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 

174 2-(2)-2) 
実地指導を実施した事業所

数 
76事業所 80事業所 85事業所 90事業所 ちゃーがんじゅう課 

175 2-(2)-2) 集団指導の実施回数 2回 2回 2回 2回 ちゃーがんじゅう課 

176 2-(2)-3) 
医療突合・縦覧点検件数に

対する過誤件数の割合（％） 
44.2％ 47％ 50％ 53％ ちゃーがんじゅう課 

 

（４）要介護状態の軽減・重度化防止に向けた取組 

№ 評価指標 

実績値 

H28 年度 

（2016年度） 

計画値 

担当課 H30年度 

(2018 年度) 

H31年度 

(2019 年度) 

H32 年度 

(2020 年度) 

177 2-(4)-1) 
多職種協働によるケ

アプラン点検回数 
－ 6回 12回 12回 ちゃーがんじゅう課 

178 2-(4)-2) 

ケアプランの実態把握・分

析による課題抽出及び点

検・情報共有の手法の構築 

－ 実施 実施 実施 ちゃーがんじゅう課 
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２．日常生活圏域（18 圏域）の資源分布状況等 

 

圏域１．石嶺（城東小・石嶺小）                   

〈地 域〉  首里石嶺町２丁目、首里石嶺町３丁目、首里石嶺町４丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     18,982人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 4,353人（22.9％） 

    65～74歳人口 2,110人 

    75歳以上人口 2,243人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ４団体 

 ・認知症カフェ開催場所 ０カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域１．石嶺（城東小・石嶺小）                   

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 地域包括支援センター石嶺 首里石嶺町 2-97-1 886-7987 

◇市立公民館・図書館 

番号 名称 所在地 電話番号 

6 石嶺公民館・石嶺図書館 首里石嶺町 2-70-9 917-3447 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

2 城東小学校 首里石嶺町 2-74-1 917-3302 

27 石嶺小学校 首里石嶺町 4-360-8 917-3329 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

17 石嶺中学校 首里石嶺町 2-109 917-3417 
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圏域２．大名（城北小・大名小）                   

〈地 域〉  首里石嶺町１丁目、首里赤平町、首里儀保町、首里久場川町、     

首里平良町、首里大名町 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     14,999人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,811人（25.4％） 

    65～74歳人口 1,820人 

    75歳以上人口 1,991人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ８団体 

 ・認知症カフェ開催場所 ２カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域２．大名（城北小・大名小）                   

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

2 地域包括支援センター大名 首里大名町 1-43-2 886-5177 

◇本庁・支所 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 首里支所 首里久場川町 2-18-9 884-4312 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 城北小学校 首里石嶺町 1-162 917-3303 

26 大名小学校 首里大名町 1-49 917-3328 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

12 城北中学校 首里石嶺町 1-112 917-3412 
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圏域３．城西（城西小・城南小）                   

〈地 域〉  首里池端町、首里大中町、首里金城町、首里寒川町、首里鳥堀町、

首里当蔵町、首里桃原町、首里真和志町、首里山川町、首里赤田

町、首里崎山町、首里汀良町 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     19,223人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 5,078人（26.4％） 

    65～74歳人口 2,340人 

    75歳以上人口 2,738人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 11団体 

 ・認知症カフェ開催場所 ０カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域３．城西（城西小・城南小）                   

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 地域包括支援センター城西 首里池端町 1番地 

YOGIビル 102号 

887-7700 

◇市立公民館・図書館 

番号 名称 所在地 電話番号 

4 首里公民館・首里図書館 首里当蔵町 2-8-2 917-3445 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

4 城西小学校 首里真和志町 1-5 917-3304 

5 城南小学校 首里崎山町 4-35-2 917-3305 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

2 首里中学校 首里汀良町 2-55 917-3402 
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圏域４．繁多川（識名小）                     

〈地 域〉  繁多川、識名２丁目、識名３丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     13,618人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,432人（25.2％） 

    65～74歳人口 1,557人 

    75歳以上人口 1,875人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ５団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域４．繁多川（識名小）                     

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

4 地域包括支援センター繁多川 繁多川 3-8-13 

マンションニュー松城 101 

963-6478 

△老人福祉センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

4 識名老人福祉センター 識名 2-5-5 854-7877 

◇市立公民館・図書館 

番号 名称 所在地 電話番号 

7 繁多川公民館・繁多川図書館 繁多川 4-1-38 917-3448 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

10 識名小学校 識名 2-2-1 917-3310 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

4 石田中学校 繁多川 5-17-1 917-3404 

14 松城中学校 繁多川 3-15-1 917-3414 
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圏域５．松川（大道小・松川小）                   

〈地 域〉  字大道、三原１丁目、三原２丁目、字松川、松川１丁目、松川２丁

目、松川３丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     16,381人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 4,154人（25.4％） 

    65～74歳人口 1,922人 

    75歳以上人口 2,232人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ４団体 

 ・認知症カフェ開催場所 ０カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域５．松川（大道小・松川小）                   

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

5 地域包括支援センター松川 松川 301-4 882-1622 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

8 大道小学校 字大道 146-1 917-3308 

9 松川小学校 松川 1-7-1 917-3309 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 真和志中学校 字大道 158 917-3403 
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圏域６．松島（真嘉比小・松島小）                  

〈地 域〉  真嘉比、首里末吉町、古島、松島 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     15,359人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 2,656人（17.3％） 

    65～74歳人口 1,353人 

    75歳以上人口 1,303人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ５団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域６．松島（真嘉比小・松島小）                  

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

6 地域包括支援センター松島 古島 2-16-25 1階 882-2266 

▽保健所・保健センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 那覇市北保健センター 古島 2-31-1 885-6117 

△老人福祉センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 末吉老人福祉センター 首里末吉町 2-14 886-3510 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

6 真嘉比小学校 字真嘉比 1-17-1 917-3306 

23 松島小学校 古島 2-30-12 917-3325 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

11 松島中学校 古島 2-11-2 917-3411 
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圏域７．識名（真和志小・上間小）                  

〈地 域〉  字寄宮、寄宮３丁目、識名１丁目、識名４丁目、三原３丁目、      

長田、上間１丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     15,375人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,394人（22.1％） 

    65～74歳人口 1,592人 

    75歳以上人口 1,802人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ７団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域７．識名（真和志小・上間小）                  

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

7 地域包括支援センター識名 長田 1-16-7 C-101 987-1010 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

14 真和志小学校 寄宮 3-1-1 917-3316 

25 上間小学校 長田 2-11-60 917-3327 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

8 寄宮中学校 長田 1-13-65 917-3408 

 

 

  



192 

 

圏域８．安里（壺屋小・神原小）                   

〈地 域〉  安里、壺屋、牧志３丁目、樋川２丁目、寄宮１丁目、寄宮２丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     17,648人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 4,723人（26.8％） 

    65～74歳人口 2,234人 

    75歳以上人口 2,489人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ９団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域８．安里（壺屋小・神原小）                   

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

8 地域包括支援センター安里 安里 1-7-3 7F 860-2211 

◇本庁・支所 

番号 名称 所在地 電話番号 

2 真和志支所 寄宮 2-32-1 832-8232 

◇市立公民館・図書館 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 中央公民館・中央図書館 寄宮 1-2-15 917-3442 

2 牧志駅前ほしぞら公民館 

・牧志駅前ほしぞら図書館 

安里 2-1-1 917-3443 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

11 壺屋小学校 牧志 3-14-12 917-3311 

13 神原小学校 樋川 2-7-1 917-3315 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

7 神原中学校 樋川 2-8-1 917-3407 
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圏域９．古波蔵（与儀小・古蔵小）                  

〈地 域〉  与儀、古波蔵、樋川１丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     18,829人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 4,303人（22.9％） 

    65～74歳人口 2,004人 

    75歳以上人口 2,299人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ８団体 

 ・認知症カフェ開催場所 ０カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域９．古波蔵（与儀小・古蔵小）                  

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

9 地域包括支援センター古波蔵 古波蔵 1－24－21 

幸ビル 108号室 

855-6254 

▽保健所・保健センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 那覇市保健所 与儀 1-3-21 853-7964 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

15 与儀小学校 与儀 1-1-1 917-3317 

24 古蔵小学校 古波蔵 1-33-1 917-3326 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

9 古蔵中学校 古波蔵 4-8-1 917-3409 
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圏域 10．国場（仲井真小・真地小）                  

〈地 域〉  国場、字仲井真、字真地、字上間、字識名 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     25,207人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 4,228人（16.8％） 

    65～74歳人口 2,271人 

    75歳以上人口 1,957人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ６団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域 10．国場（仲井真小・真地小）                  

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

10 地域包括支援センター国場 字国場 326番地 851-9308 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

28 仲井真小学校 字仲井真 173 917-3330 

32 真地小学校 字真地 313 917-3334 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

15 仲井真中学校 字仲井真 189 917-3415 
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圏域 11．新都心（銘苅小・天久小）                  

〈地 域〉  銘苅、天久１丁目、天久２丁目、おもろまち３丁目、        

おもろまち４丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     14,517人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 1,576人（10.9％） 

    65～74歳人口   826人 

    75歳以上人口   750人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ４団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域 11．新都心（銘苅小・天久小）                  

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

11 地域包括支援センター新都心 銘苅 1-6-15 1 階 941-2252 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

34 銘苅小学校 銘苅 2-3-20 917-3336 

35 天久小学校 天久 1-4-1 917-3337  

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 安岡中学校 銘苅 3-10-26 917-3401 
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圏域 12．安謝（安謝小・曙小）                    

〈地 域〉  安謝、曙、字天久、港町 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     16,545人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,390人（20.5％） 

    65～74歳人口 1,635人 

    75歳以上人口 1,755人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ７団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域 12．安謝（安謝小・曙小）                    

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

12 地域包括支援センター安謝 安謝 1-3-10 Ｋbuild 101号室 860-3747 

△老人憩いの家 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 安謝老人憩の家 安謝 2-15-1 

（安謝福祉複合施設内） 

862-4341 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 安謝小学校 安謝 2-15-28 917-3301 

30 曙小学校 曙 2-18-1 917-3332 
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圏域 13．泊（泊小・那覇小）                     

〈地 域〉  上之屋、泊、久茂地、前島１丁目、前島２丁目、牧志１丁目、     

牧志２丁目、おもろまち１丁目、おもろまち２丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     19,746人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,885人（19.7％） 

    65～74歳人口 1,996人 

    75歳以上人口 1,889人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ５団体 

 ・認知症カフェ開催場所 ０カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域 13．泊（泊小・那覇小）                     

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

13 地域包括支援センター泊 上之屋 402-3 6階 860-5121 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

7 泊小学校 泊 2-23-9 917-3307 

36 那覇小学校 前島 1-7-1 917-3339 
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圏域 14．若狭（若狭小・天妃小）                   

〈地 域〉  松山、若狭、久米、辻、通堂町、西、東町、前島３丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     18,748人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 4,363人（23.3％） 

    65～74歳人口 2,162人 

    75歳以上人口 2,201人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 11団体 

 ・認知症カフェ開催場所 ３カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

〈社会資源マップ〉 

  



205 

 

圏域 14．若狭（若狭小・天妃小）                   

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

14 地域包括支援センター若狭 若狭 2-1-10 863-1165 

△老人憩いの家 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 辻老人憩の家 辻 2-14-1（辻市営住宅内） 864-0580 

◇市立公民館・図書館 

番号 名称 所在地 電話番号 

5 若狭公民館・若狭図書館 若狭 2-12-1 917-3446 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

12 若狭小学校 若狭 2-16-1 917-3312 

17 天妃小学校 久米 1-3-2 917-3319 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

5 那覇中学校 松山 2-24-1 917-3405 

6 上山中学校 久米 1-3-1 917-3406 
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圏域 15．城岳（城岳小・開南小）                   

〈地 域〉  楚辺、壺川、旭町、泉崎、松尾 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     16,276人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 4,135人（25.4％） 

    65～74歳人口 1,973人 

    75歳以上人口 2,162人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 11団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域 15．城岳（城岳小・開南小）                   

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

15 地域包括支援センター城岳 松尾 2-16-45 836-3511 

◇本庁・支所 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 那覇市役所 泉崎 1-1-1 867-0111 

△老人福祉センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

2 壺川老人福祉センター 壺川 2-3-11 853-1139 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

16 城岳小学校 楚辺 2-1-1 917-3318 

18 開南小学校 泉崎 1-1-6 917-3320 
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圏域 16．かなぐすく（垣花小・金城小・さつき小）           

〈地 域〉  奥武山町、山下町、垣花町、字鏡水、鏡原町、住吉町、当間、赤

嶺、安次嶺、大嶺、金城、田原１丁目、高良３丁目、宇栄原１丁

目、宇栄原２丁目、宇栄原３丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     23,031人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,404人（14.8％） 

    65～74歳人口 1,680人 

    75歳以上人口 1,724人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ６団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域 16．かなぐすく（垣花小・金城小・さつき小）           

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

16 地域包括支援センター  

かなぐすく 

鏡原町 1-68 852-0777 

▽総合福祉センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

1 那覇市総合福祉センター 金城 3-5-4 859-0099 

▽保健所・保健センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

2 那覇市保健センター 金城 3-5-3 858-1456 

△老人憩いの家 

番号 名称 所在地 電話番号 

2 金城老人憩の家 金城 3-5-4 

（那覇市総合福祉センター1 階） 

859-0099 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

19 垣花小学校 山下町 17-1 917-3321 

29 金城小学校 金城 4-3-1 917-3331 

33 さつき小学校 宇栄原 1-12-1 917-3335 

□中学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

10 小禄中学校 字宇栄原 2-23-1 917-3410 

13 鏡原中学校 鏡原町 36-1 917-3413 

16 金城中学校 金城 4-4-1 917-3416 
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圏域 17．小禄（小禄小・小禄南小）                  

〈地 域〉  字田原、田原２丁目、田原３丁目、田原４丁目、字小禄、      

小禄１丁目、小禄４丁目、小禄５丁目 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     21,551人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,757人（17.4％） 

    65～74歳人口 1,814人 

    75歳以上人口 1,943人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ６団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

 

〈社会資源マップ〉 



211 

 

圏域 17．小禄（小禄小・小禄南小）                  

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

17 那覇市地域包括支援センター 

小禄 

小禄 551-1 858-0096 

△老人福祉センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 小禄老人福祉センター 小禄 5-4-2 857-7365 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

20 小禄小学校 字小禄 1150 917-3322 

31 小禄南小学校 小禄 4-14-1 917-3333 
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圏域 18．高良（宇栄原小・高良小）                  

〈地 域〉  小禄２丁目、小禄３丁目、字宇栄原、宇栄原４丁目、宇栄原５丁

目、宇栄原６丁目、字高良、高良１丁目、高良２丁目、具志、宮

城 

〈圏 域 の 現 状〉 ・人口     17,958人 

 ・65歳以上人口（対人口比） 3,054人（17.0％） 

    65～74歳人口 1,578人 

    75歳以上人口 1,476人 

 （平成 28年 9月末現在） 

〈社会資源等の現状〉 ・ふれあいデイサービス活動 ８団体 

 ・認知症カフェ開催場所 １カ所 

 （平成 29年 2月末現在） 

 

 

〈社会資源マップ〉 
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圏域 18．高良（宇栄原小・高良小）                  

〈社会資源一覧〉 

☆地域包括支援センター 

番号 名称 所在地 電話番号 

18 地域包括支援センター高良 宮城 1-18-1 3 階 859-6633 

◇本庁・支所 

番号 名称 所在地 電話番号 

4 小禄支所 宇栄原 4-2-2 857-0086 

◇市立公民館・図書館 

番号 名称 所在地 電話番号 

3 小禄南公民館・小禄南図書館 高良 2-7-1 917-3444 

□小学校 

番号 名称 所在地 電話番号 

21 高良小学校 高良 2-12-1 917-3323 

22 宇栄原小学校 字小禄 1066 917-3324 
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３．なは市民協働大学院メンバーによるグループワーク結果 

（参考）個人または地域でできる介護予防の取り組みについて 

なは市民協働大学院において、個人または地域でできる介護予防の取り組みについ

てグループワークを行い、様々な取り組みが提案されました。提案された意見を分類

した結果、健康づくり（からだを動かす）が 29提案で１番多く、次にコミュニケー

ションをとる 28提案、生きがいづくり（地域での役割）24提案、生きがいづくり

（趣味）17提案の順でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なは市民協働大学院グループワーク概要） 

 日 時  平成 29年 

8月 17日（木） 

19：00～21：00 

 場 所  なは市民協働プラザ２階会議室 

 参加者  26人 

20代 1名、30代 3名、 

40代 8名、50代 8名、 

60代 2名、70代 4名 
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その他
環境づくり（家族での支えあい）

意識づけ（終活）
生きがいづくり（生き方）

生きがいづくり（交流）
健康づくり（検診等で健康状態を確認する）

環境づくり（人材育成）
意識づけ（笑顔で過ごす）

環境づくり（施設整備関連）
環境づくり（介護予防活動）

健康づくり（生活習慣の改善）
生きがいづくり（婚活）
意識づけ（外出する）

環境づくり（情報共有）
生きがいづくり（就労）
環境づくり（集まる場）

認知症予防等への対応
環境づくり（地域の支援）

健康づくり（「食」への対応）
生きがいづくり（趣味）

生きがいづくり（地域での役割）
コミュニケーションをとる

健康づくり（からだを動かす）

提案数



215 

 

４．計画策定の経緯 
 

  開催日 議題等 

平成 28年度 

第１回高齢者福祉 

介護専門分科会 

平成 28年 

11月１日 

・介護予防･日常生活圏域実態調査 調査票案につ

いて 

・在宅介護実態調査 調査票案について 

平成 29年度 

第１回那覇市社会 

福祉審議会 

平成 29年 

５月 30日 

・委員の専門部会所属の指名 

・第７次なは高齢者プランの策定について（諮

問） 

平成 29年度 

第１回高齢者福祉 

介護専門分科会 

５月 30日 

・第７次高齢者プラン（介護保険事業計画及び高

齢者保健福祉計画）策定の目的や進め方等につ

いて 

・作業スケジュールについて 

なは市民協働大学院

グループワーク 
８月 17日 

・個人または地域でできる介護予防の取り組み
について 

第１回作業部会 ８月 23日 
・那覇市の高齢者を取り巻く現状と課題について 

・計画課題の整理について 

第１回検討委員会 ８月 24日 
・那覇市の高齢者を取り巻く現状と課題について 

・計画課題の整理について 

平成 29年度 

第２回高齢者福祉 

介護専門分科会 

８月 29日 
・那覇市の高齢者を取り巻く現状と課題について 

・計画課題の整理について 

第２回作業部会 10月 19日 

・「第１部 計画策定にあたって、第３部 計画課

題の整理」について 

・「第４部 計画の基本的な考え方」について 

・「第５部 具体的な取り組み内容」について 

第２回検討委員会 10月 20日 

・「第１部 計画策定にあたって、第３部 計画課

題の整理」について 

・「第４部 計画の基本的な考え方」について 

・「第５部 具体的な取り組み内容」について 

平成 29年度 

第３回高齢者福祉 

介護専門分科会 

10月 31日 

・「第１部 計画策定にあたって、第３部 計画課

題の整理」について 

・「第４部 計画の基本的な考え方」について 

・「第５部 具体的な取り組み内容」について 

第３回作業部会 11月 16日 ・各論の施策について 

第３回検討委員会 11月 20日 ・各論の施策について 

平成 29年度 

第４回高齢者福祉 

介護専門分科会 

11月 28日 ・「高齢者プラン各論」について 
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第４回作業部会 12月 15日 

・第７次高齢者プラン第５部の「評価指標および

計画値」について 

・第７次高齢者プラン第６部（計画の進捗管理）

について 

・第７期の介護給付関連サービス料の推計と保険

料について 

第４回検討委員会 12月 19日 

・第７次高齢者プラン第５部の「評価指標および

計画値」について 

・第７次高齢者プラン第６部（計画の進捗管理）

について 

・第７期の介護給付関連サービス料の推計と保険

料について 

平成 29年度 

第５回高齢者福祉 

介護専門分科会 

12月 25日 

・第７次高齢者プラン第５部の「評価指標および

計画値」について 

・第７次高齢者プラン第６部（計画の進捗管理）

について 

・第７期の介護給付関連サービス料の推計と保険

料について 

地域包括ケアシステ

ム庁内推進会議 
12月 26日 

・要綱及びこれまでの経過について説明 

・第７次高齢者プラン策定について概要説明 

・第７次高齢者プラン各論説明 

・内容について協議 

パブリックコメント 

平成 30年 

（2018年） 

１月 10日～ 

２月９日 

・那覇市ホームページへの掲載 

・那覇市役所本庁舎（市政情報センター、ちゃー

がんじゅう課）、各支所への設置 

第５回検討委員会 ３月２日 
・なは高齢者プランの確認 

・パブリックコメントの内容と対応策 

平成 29年度 

第６回高齢者福祉 

介護専門分科会 

３月 14日 
・なは高齢者プランの確認 

・パブリックコメントの内容と対応策 

平成 29年度 

那覇市社会福祉 

審議会 

３月 19日 ・答申 

那覇市議会 

平成 30年２月 

定例会 

３月 19日 ・原案可決 

庁議 ３月 27日 ・承認 
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５．計画策定の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

 

事務局：ちゃーがんじゅう課 

報告 修正等指示 

ワーキング：コンサルタント 

市   長 

諮問 

答申 

検討案報告 調査、検討指示 

 

 

 

 

連携 

 

調整 

提案 

助言 

那覇市地域包括ケアシステム 

庁内推進会議 

（副市長・関連部長会議） 

調査、検討指示 

那覇市社会福祉審議会 

調査、検討指示 検討案報告 

高齢者福祉介護専門分科会 

市
民
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
） 

意見収集 

検討案報告 

意見 

なは高齢者プラン作業部会 

（関係課職員・グループ会議） 

【庁内検討組織】 

検討案報告 

なは高齢者プラン検討委員会 

（関連課長会議） 
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○那覇市社会福祉審議会規則 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第７条第１項

に基づき設置する那覇市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、

法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 (組織) 

第２条 審議会は、委員30人以内で組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に

臨時委員を置くことができる。 

(任期) 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員の任期は、当該臨時委員の担任する特別の事項に関する調査審議が終了する

までの間とする。 

(委員長の職務の代理) 

第４条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名す

る委員が、その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 審議会の会議は、委員長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の合計数の半数以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数

で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。 

(専門分科会) 

第６条 審議会に次の各号に掲げる専門分科会を置き、当該各号に掲げる事項を調査審議

するものとする。 

(1) 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項 

(2) 障がい者福祉専門分科会 障がい者の福祉に関する事項 

(3) 高齢者福祉介護専門分科会 高齢者の福祉・介護に関する事項 

(4) 地域福祉専門分科会 地域福祉に関する事項 

２ 専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、審議会の議を経て委員長が指名する。 

３ 専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員の互選によりこれを

定める。 

４ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を総理する。 
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５ 専門分科会長に事故があるとき、又は欠けたときは、専門分科会長があらかじめ指名す

る委員が、その職務を代理する。 

(専門分科会の会議) 

第７条 第５条の規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、同条中

「審議会」とあるのは「専門分科会」と、「委員長」とあるのは「専門分科会長」と読み

替えるものとする。 

２ 審議会においてあらかじめ議決を経た諮問事項については、専門分科会の決議をもっ

て審議会の決議とすることができる。 

(審査部会) 

第８条 身体障がい者の障害程度の審査等に関する調査審議のため、障がい者福祉専門分

科会に審査部会を置くほか、必要に応じて、その他の専門分科会に審査部会を置くことが

できる。 

２ 第６条第２項から第５項までの規定は、審査部会について準用する。この場合において

同条中「専門分科会」とあるのは「審査部会」と、「専門分科会長」とあるのは「審査部

会長」と読み替えるものとする。 

(審査部会の会議) 

第９条 第５条の規定は、審査部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審

議会」とあるのは「審査部会」と、「委員長」とあるのは「審査部会長」と読み替えるも

のとする。 

２ 審議会においてあらかじめ議決を経た諮問事項については、審査部会の決議をもって

審議会の決議とすることができる。 

 (関係者の出席) 

第10条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。 

(庶務) 

第11条 審議会の庶務は、総括的事務については福祉部福祉政策課において、その他の事務

については福祉部各担当課において処理する。 

(委任) 

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会

に諮って定める。 

 

付 則 

１ この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

２ 那覇市保健福祉医療審議会規則(平成12年那覇市規則第15号)は、廃止する。 
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(参考) 

社会福祉法 

（地方社会福祉審議会） 

第七条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調

査審議するため、都道府県並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十

二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二

十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議

制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとする。 

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、

その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。  
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No 氏名 構成団体名等 所属専門分科会

1 新城  ヒロ子 那覇市民生委員児童委員連合会 会長
民生委員審査

地域福祉

2 玉井　栄良 那覇市自治会長会連合会 副会長
民生委員審査
地域福祉

3 仲里　政幸 那覇市社会福祉協議会 会長 民生委員審査

4 川村　和久 那覇市立小学校校長会 会長
民生委員審査
地域福祉

5 島村  聡 沖縄大学人文学部福祉文化学科 准教授 民生委員審査

6 高嶺　豊 那覇市身体障害者福祉協会 会長 障がい者福祉

7 知念　道之 那覇市手をつなぐ育成会 会長 障がい者福祉

8 棚原　信子 社会福祉法人からし種の会 理事長 障がい者福祉

9 竹藤　登 沖縄県社会福祉士会 会長
障がい者福祉
高齢者福祉介護

10 富樫  八郎 沖縄大学人文学部福祉文化学科 教授 障がい者福祉

11 大湾　明美 沖縄県立看護大学 教授 高齢者福祉介護

12 福井  彰雄 沖縄県介護福祉士会 理事 高齢者福祉介護

13 金城　陽子
沖縄県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会 那覇支部
会員

高齢者福祉介護

14 定木　麻佐美 那覇市グループホーム連絡会 会長 高齢者福祉介護

15 大城　貴史 沖縄県介護支援専門員連絡会 那覇支部 副支部長 高齢者福祉介護

16 名渡山　千枝子 認知症介護を支えるかけはしの会 代表 高齢者福祉介護

17 堀川　美智子 介護と福祉の調査機関おきなわ 代表 高齢者福祉介護

18 仲本　しのぶ 市民介護相談員なは 代表理事 高齢者福祉介護

19 喜納　美津男 那覇市医師会 理事 高齢者福祉介護

20 上地　武昭 沖縄大学人文学部福祉文化学科 教授 地域福祉

21 玉木　千賀子 沖縄大学人文学部福祉文化学科 准教授 地域福祉

22 銘苅　春雄 那覇市協働によるまちづくり協議会 会長 地域福祉

23 山城　章 那覇市社会福祉協議会 事務局長 地域福祉

那覇市社会福祉審議会
専門分科会委員名簿（平成29年度（2017年度））
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No 氏名 構成団体名等 所属専門分科会

1
（会長）
大湾　明美

沖縄県立看護大学 教授 高齢者福祉介護

2
（副会長）
竹藤　登

沖縄県社会福祉士会 会長
障がい者福祉
高齢者福祉介護

3 福井  彰雄 沖縄県介護福祉士会 理事 高齢者福祉介護

4 金城　陽子
沖縄県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会 那覇支部
会員

高齢者福祉介護

5 定木　麻佐美 那覇市グループホーム連絡会 会長 高齢者福祉介護

6 大城　貴史 沖縄県介護支援専門員連絡会 那覇支部 副支部長 高齢者福祉介護

7 名渡山　千枝子 認知症介護を支えるかけはしの会 代表 高齢者福祉介護

8 堀川　美智子 介護と福祉の調査機関おきなわ 代表 高齢者福祉介護

9 仲本　しのぶ 市民介護相談員なは 代表理事 高齢者福祉介護

10 喜納　美津男 那覇市医師会 理事 高齢者福祉介護

那覇市社会福祉審議会
高齢者福祉介護専門分科会　委員名簿（平成29年度（2017年度））
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○那覇市地域包括ケアシステム 庁内推進会議要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は那覇市地域包括ケアシステム構築に向け、庁内関係部署で市全 

域の課題を共有し具体的な解決に向け協議する那覇市地域包括ケアシステム庁内推

進会議（以下「庁内推進会議」という。）の設置に関し必要な事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 庁内推進会議は次に掲げる事項を行う 

（1）地域包括ケアシステム構築に関すること 

（2）高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（高齢者プラン）に関すること 

（開催回数） 

第３条 庁内推進会議は必要に応じ開催するものとする 

（委員の構成） 

第４条 副市長及び那覇市全体の課題に沿って関係部署の長を委員として別表１の

とおり構成する 

（組織） 

第４条 庁内推進会議に委員長を置く 

庁内推進会議の委員長は副市長をもって充て、副委員長は福祉部長をもって充て

る。 

 ２ 委員長は会議を招集し会務を総理する。 

 ３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠ける

ときは、その職務を代理する。 

 ４ 会議においては、必要に応じ、関係者の出席を求めて意見を聴くことができ

る。 

（幹事会） 

第５条 委員長は特定の事項を調査審議させるため、庁内推進会議に幹事会を置く

ことができる。 

 ２ 幹事会は委員長が指名する者をもって組織する。 

（書類等の提出） 

第６条 委員長は必要に応じ、関係者に資料等の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 庁内推進会議の庶務はちゃーがんじゅう課包括支援グループにおいて行

う。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 
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   付 則 

 この要綱は、平成 28 年 11 月 15 日より施行する。 

 

別表 1 

副市長 

政策統括調整監 

那覇市福祉部 部長 

那覇市健康部 部長 

那覇市総務部 部長 

那覇市企画財務部 部長 

那覇市経済観光部 部長 

那覇市環境部 部長 

那覇市こどもみらい部 部長 

那覇市市民文化部 部長 

那覇市都市計画部 部長 

那覇市建設管理部 部長 

那覇市上下水道局 部長 

那覇市教育委員会 生涯学習部 部長 

那覇市教育委員会 学校教育部 部長 

那覇市消防局 局長 
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○なは高齢者プラン検討委員会要綱 

 

(目的） 

第１条 なは高齢者プラン＜那覇市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画＞

の策定に関して必要な事項を検討するため、なは高齢者プラン検討委員会(以下

「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、計画の策定に関し、那覇市社会福祉審議会高齢者福祉介

護専門分科会から求められた事項について調査及び検討し、その結果を報告す

る。 

 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長に福祉部副部長、副委員長にちゃーがんじゅう課長、委員に次に掲げ 

る者をもって充てる。 

(1)内部委員 

ちゃーがんじゅう課担当副参事、障がい福祉課長、保護管理課長、企画調整課

副参事、健康部参事、国民健康保険課長、特定健診課長、健康増進課長、地域

保健課長、まちづくり協働推進課長、市民生活安全課長、建設企画課長、生涯

学習課長 

(2)外部委員 

那覇市立病院事務局経営企画室長、那覇市社会福祉協議会地域福祉課長 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 

（招集） 

第５条 検討委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

 

（部会） 

第６条 検討委員会の効率的運営を図るため、検討委員会の下に作業部会(以下

「部会」という。)を置く。 

２ 部会は、検討委員会から指示された事項について調査及び検討し、その結果
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を検討委員会に報告する。 

３ 部会は、ちゃーがんじゅう課の主幹及び主査並びに次に掲げる組織の長が指

名した職員で組織する。 

福祉政策課、障がい福祉課、企画調整課、国民健康保険課、特定健診課、保健

総務課、健康増進課、地域保健課、まちづくり協働推進課、市民生活安全課、

建設企画課、生涯学習課、那覇市立病院、那覇市社会福祉協議会 

４ 部会長、副部会長はちゃーがんじゅう課長が指名する。 

５ 前2条の規定は、部会について準用する。 

 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係部課の職員に検

討委員会若しくは部会への出席又は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は、ちゃーがんじゅう課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員

長が定める。 

 

 

付則 

この要綱は、平成17年6月14日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成20年5月26日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成23年5月2日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成23年12月13日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成26年1月28日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成 29年 4月 18日から施行する。 
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別紙１

番号 役職 所属 役職 氏名

1 委員長 福祉部 副部長 野原 健一 

2 副委員長 ちゃーがんじゅう課 課長 知念 功 

3 委員 ちゃーがんじゅう課 副参事 仲宗根 輝子 

4 委員 障がい福祉課 課長 岸本 敏和 

5 委員 保護管理課 課長 宮城 寿満子 

6 委員 企画調整課 副参事 坂田　英一

7 委員 健康部 参事 仲宗根　正

8 委員 国民健康保険課 課長 根間　秀夫

9 委員 特定健診課 課長 岸本　隆

10 委員 健康増進課 課長 砂川　早百合

11 委員 地域保健課 課長 屋嘉　のり子

12 委員 まちづくり協働推進課 課長 又吉　弘

13 委員 市民生活安全課 課長 座安　まり子

14 委員 建設企画課 課長 眞喜屋　勇

15 委員 生涯学習課 課長 砂川　龍也

16 外部委員 経営企画室（那覇市立病院事務局） 室長 金城　勉

17 外部委員 地域福祉課（那覇市社会福祉協議会） 課長 高野　大秋

検討委員会名簿

なは高齢者プラン検討委員会（第7次）



228 

 

 

 

 

別紙２

番号 役職 所属 役職 氏名

1 部会委員 福祉政策課 主幹 岸本　康

2 部会委員 障がい福祉課 主査 上原　善周

3 部会委員 企画調整課 主査 阿波根　崇乃

4 部会委員 国民健康保険課 主幹 屋比久 健治

5 部会委員 特定健診課 主査 内嶺　史恵

6 部会委員 保健総務課 主任主事 砂川　剛宏

7 部会委員 健康増進課 主査 宮城　京子

8 部会委員 地域保健課 主幹 山口　智恵美

9 部会委員 まちづくり協働推進課 主幹 宮里　仁

10 部会委員 市民生活安全課 主幹 池間　康晴

11 部会委員 建設企画課 技師 糸数　拓弥

12 部会委員 生涯学習課 主幹 田場　壮子

13 部会委員 ちゃーがんじゅう課　管理G 主幹 佐久川　正守

14 部会委員 ちゃーがんじゅう課　管理G 主査 池原　丈晴

15 部会委員 ちゃーがんじゅう課　給付G 主幹 石嶺　優子

16 部会委員 ちゃーがんじゅう課　施設G 主幹 城間　聡

17 部会委員 ちゃーがんじゅう課　認定G 主幹 比屋根　司

18 部会委員 ちゃーがんじゅう課　保険料G 主幹 諸見里　格

19 部会委員 ちゃーがんじゅう課　在宅G 主幹 高江洲　司 

20 部会委員 ちゃーがんじゅう課　包括支援G 主幹 金城　真理枝

21 部会委員 ちゃーがんじゅう課　包括支援G 主査 崎 辰子

22 部会委員 ちゃーがんじゅう課　包括支援G 主査 東  英二

23 部会委員 ちゃーがんじゅう課　包括支援G 主査 崎原  真由美

24
外部

部会委員 経営企画室（那覇市立病院事務局） 主査 安谷屋　篤哲

25
外部

部会委員 地域福祉課（那覇市社会福祉協議会） 主幹 上地　哲司
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