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事務事業名 在宅要介護者歯科保健推進事業 事業開始年度 Ｈ 20
4121-1

担当部 市民健康部 担当課 健康づくり推進課 担当係 口腔歯科保健係

年度
事務事業コード

法定
根拠

長野県歯科保健推進条例

通常管理 歯科口腔保健の推進に関する法律

実施方法（全てチェック）

事業の
性質

簡易管理

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 4.みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

（ 節 ） 1.みんなが生きいきと安心して暮らせるまちづくり

（施策） 2.高齢者福祉・介護保険

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

在宅要介護者等が、口腔機能を維持し必要な栄養を経口摂取できる。また、口腔内の衛生状態を良好に保
つことにより、誤嚥性肺炎等の疾病予防を行う。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

○対象者
　６５歳以上の在宅要介護者及び４０歳以上の身体障害者等を対象に歯科健診等の実施
①訪問歯科指導
　歯科衛生士による要介護者の口腔内の状況把握及び、口腔内の衛生や口腔機能の維持向上を図る
　ための指導を実施
②訪問歯科健診
　要介護者等の希望により、歯科医師及び歯科衛生士が対象者宅を訪問し、歯科医師による訪問歯科
　健診（口腔内疾患の早期発見や義歯の調整等）を実施
　（健診は個人負担がなく、一人の在宅要介護者が年１回受けることができる。）
③訪問歯科診療
　訪問歯科健診の結果または、痛み等の症状が出ている場合など訪問歯科診療が必要な場合、円滑に
　治療ができるよう、医療機関との連携を図る（治療は健康保険対応）

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 24 年度(決算）(千円） 25 年度(決算）(千円） 26 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

報酬 1,043 1,011 1,154
委託料
需用費 557 421 620
役務費 35 36 43

1,819 1,830 1,827
事業費合計 3,454 3,298 3,644
使用料など

人
件
費

常勤職員 0.88 人 6,090 0.67 人 4,650 0.54 人 3,748
非常勤職員等 1,698 時間 2,893 1,991 時間 3,579 2,344 時間 4,213

人件費合計 8,983 8,229 7,961
総事業費 12,437 11,527 11,605

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他特定財源
一般財源 12,437 11,527 11,605

財源合計
※前年度に実際に実施した活動の内容や量

在宅要介護者等１４９人に対し、延べ７５名の歯科医師により訪問歯科健診を実施した。また、歯科衛生士の訪問に
よる歯科保健指導・相談を実人数２８５人、延べ回数５００回実施した。

12,437 11,527 11,605

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25 （実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

訪問歯科健診実施人数 年間健診実施人数 人
150 149 ― 150

150 150 150 H 28 年度

訪問歯科指導延回数 年間訪問歯科指導実施回数 回
599 500 ― 500

500 500 500 H 28 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25 （実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

健診時要治療となった者の
受診・往診者の割合

要治療となった者のうち実際に
治療を受けた者の割合

％
45 44 ― 65

65 65 65 H 28 年度

「訪問歯科健診を受けた方への
アンケート調査表」の問４．で、
良い感想をもった者の割合

受診後の感想を尋ねるアンケートに
回答した者で「不満」以外に回答し
た者の割合

％
97 98 ― 95

90 90 95 H 28 年度

H 25 年度

実施内容

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型） 

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型） 

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他 
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（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞

・健診時に要治療となった者が実際に治療を受けた割合が目標を下回ったが、その理由としては、受診者本人が
　治療を望まないなどが挙げられる。
・健診後の感想を尋ねるアンケートに対し、「不満」以外を回答した者の割合が、アンケート回答者の９８％と高い
　結果が得られた。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞

・高齢者の増加に伴い、口腔ケア、口腔機能の維持向上のための歯科保健事業の必要性は高まっていく。
・介護保険法によるサービスの充実により介護事業所による口腔ケア導入も行われ、要介護者のニーズが訪問歯科
　診療を希望するなど変化してきている。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞

対象者である在宅要介護者は、認知症等により自身の口腔内の健康を保ちにくい状況にあり、また、後遺症等によ
り身体的状況から歯科医院を受診し難い状況にある。このため、市として、在宅要介護者等の歯科疾患の予防や
治療に繋げるため、訪問歯科保健事業を継続していく必要がある。

年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

・8020運動等により、自分の歯がある高齢者が増えている。このことから、口腔ケアや口腔機能の維持向上を行える
　高齢者を増やす必要がある。
・介護者に口腔ケアが重要であることを認識してもらい、また、居宅介護支援事業所や介護サービス事業所の
　スタッフによる口腔ケアが日常的に行える体制づくりが必要である。

労働量

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H

千円

千円

今後の取組方針

・訪問歯科健診を必要とする在宅要介護者の掘起しに努める。
・歯科医師会との連携を図り、訪問歯科診療が円滑にできるようにする。
・歯科衛生士による介護者への口腔ケアの方法の指導など訪問歯科指導の充実を図り、在宅要介護者の
　誤嚥性肺炎等の疾病予防を図る。
・居宅介護支援事業所や介護サービス事業所のスタッフの口腔ケアの技術指導を行い、口腔内が清潔に
　維持できるよう図る。

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

千円

千円

千円

千円0計

千円

25

25概　要団体名等 費　目

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

増加する方向にある 現状と変わらない 減尐する方向にある 

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される 

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される 

サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している 

その他 

法令等により、市に実施が義務づけられている 

民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる 
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい 

市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある 

その他 

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある 

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある 

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある 

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある 

受益者負担のあり方について見直す余地がある 

成果を高める工夫の余地がある 

その他 

現状のまま継続 見直しして継続 休止 

廃止・中止 完了 今年度中 来年度 今年度中 来年度 

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される 

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった 

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない 

拡大 現状のまま 縮小 

拡大 現状のまま 縮小 

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない 
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☆訪問歯科相談　

要支援者・要介護者・身体の働きに障がいがある方・自覚症状が分かり
にくい方・お口の清掃状態が不良になりやすい方を対象に
その方に合ったお口の手入れ方法等をお話しています

通年

歯科衛生士が対象者宅を訪問し、歯科保健相談を

とおして、お口の中の衛生状態の改善に努め美味しく楽しく
安全に食事が出来るように支援しています

☆訪問歯科健診　

ご自宅で介護保険を利用されている方、身体の働きに障がいがある方、自覚症状が
分かりにくい方、お口の清掃状態が不良になりやすい方、歯科治療が困難で、
重症化するおそれがある方を対象に訪問による歯科健診を実施しています

４月中旬〜２月中旬まで

６５歳以上の在宅要介護者及び概ね４０歳以上の身体に

障がいがある方等で通院歯科受診が困難であると思われる方　

むし歯と歯周病の有無　　　舌と粘膜などの状態の確認
入れ歯の状態の確認
口腔清掃状態の確認など

個人負担なし

☆在宅要介護者歯科往診治療事業

事前に歯科衛生士が訪問し、口腔内の状況把握・情報提供書等の作成を行い
歯科診療・歯科保健指導が円滑に進むよう歯科医師に依頼します
往診終了後の経過観察訪問も行っています

通年

個人負担はありません)

詳しくは　

86

個人負担あり(ただし歯科衛生士の情報提供書等の作成まで

通院・介助歯科受診が困難な方

在宅で療養されている方

個人負担なし

実施期間 

対象者 

健診内容 

料 金 

対象者 

相談内容 

実施期間 

料 金 

 佐久市役所 

 健康づくり推進課 口腔歯科保健係 

 ６３－３７８１までご連絡ください 

ご自宅で歯の健診・お口の相談が受けられます 

実施期間 

対象者 

料 金 



食べるたのしみ　話すたのしみ　
　いつまでも

～在宅で療養されている方・介護されている方へ～

お口のことで困っていることはありませんか？

　　たとえば・・・
　歯ぐきが
　　はれている

　　口がかわく
　　食べ物がかみにくい

　　　舌が白い

　 入れ歯を
　 出してしまう

　　入れ歯がほしい
　　入れ歯を作り
　　なおしたい

　入れ歯が
　あたって痛い

　食べるのが
　遅くなった

　　歯が痛い
　　歯が動く

ずっと歯医者に
行っていない

　　入れ歯がおちてくる

往診してくれる
　　　しゃべりにくい 歯科医院がわからない
　　　　しゃべりにくそう

市の歯科衛生士がお宅へうかがい相談をおうけいたします。

ご希望の方は担当ケアマネジャーか下記までご連絡ください。

　　　《連絡先》
　　サングリモ中込２階　口腔歯科保健センター
　　佐久市役所　健康づくり推進課　口腔歯科保健係　６３－３７８１
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