
施策及び継続予定事業について、第２回協議会提示の案から、さらに以下のように統合・移動を行います。　　※新規事業については、第６期計画事業の評価を踏まえて今後追加提示いたします。

目標 方針 施策（案）
継続
予定

事業 目標 方針 施策（案）
継続
予定

事業

(1)高齢者の社会参加の促進 ①地域活動の情報提供 継続 地域貢献活動・地域参加の促進 (1)高齢者の社会参加の促進 ①地域活動の情報提供 継続 地域貢献活動・地域参加の促進
①老人クラブの活性化への支援 継続 老人クラブへの支援 ①老人クラブの活性化への支援 継続 老人クラブへの支援
②自主グループへの支援 継続 自主グループへの支援 ②自主グループへの支援 継続 自主グループへの支援
③生涯学習やスポーツ活動との連携 継続 生涯学習やスポーツ活動との連携 継続 生涯学習やスポーツ活動との連携
④交流機会の確保と支援 継続 交流機会の確保と支援 継続 交流機会の確保と支援

⑤｢未来ノート」の活用の推進 継続 「未来ノート」の活用の推進　　　　　　　 継続
地域支え合いのための情報提供・人材育成及び居場所づく
りの支援

継続 地域支え合いのための情報提供・人材育成及び居場所づくりの支援 継続 生活支援事業の推進            
継続 生活支援事業の推進            (4)高齢者の就労支援 ①就業機会の拡大 継続 関係機関との連携による就業機会の拡大

(4)高齢者の就労支援 ①就業機会の拡大 継続 関係機関との連携による就業機会の拡大 継続 スポーツ健康増進活動
継続 スポーツ健康増進活動 継続 自主的な健康づくりへの支援
継続 自主的な健康づくりへの支援 継続 健康相談
継続 健康相談 継続 健康教育
継続 健康教育 継続 健康応援事業
継続 健康応援事業 継続 栄養改善事業
継続 栄養改善事業 継続 歯科医療連携推進事業
継続 歯科医療連携推進事業 継続 特定健康診査・特定保健指導
継続 特定健康診査・特定保健指導 継続 後期高齢者医療健康診査
継続 後期高齢者医療健康診査 継続 介護予防事業のＰＲ

継続 介護予防事業のＰＲ 継続
介護予防推進センター（いきいきプラザ）における介護予防
事業や介護予防センターの機能の強化

継続
介護予防推進センター（いきいきプラザ）における介護予防事
業や介護予防センターの機能の強化

継続 介護予防コーディネーター活動 継続 地域デイサービス事業（ほっとサロン）
継続 地域デイサービス事業（ほっとサロン）
継続 介護予防推進事業 継続 介護予防サポーターの人材育成と活用

②介護予防サポーターの活用 継続 介護予防サポーターの人材育成と活用 継続 地域での自主グループへ支援・育成
③介護予防の地域における展開 継続 地域での自主グループへ支援・育成 ①地域のニーズに合ったサービスの推進 ※新しい総合事業の新規事業が入ります。

継続 介護予防コーディネーター活動
継続 介護予防推進事業

継続 高齢者見守りネットワークの推進 継続 高齢者見守りネットワークの推進
継続 制度としての見守り 継続 制度としての見守り

②ふれあい訪問活動の充実 継続 ふれあい訪問活動の充実 ②ふれあい訪問活動の充実 継続 ふれあい訪問活動の充実
③多様な地域資源の発掘・育成 継続 多様な地域資源の発掘・育成 ③多様な地域資源の発掘・育成 継続 多様な地域資源の発掘・育成
④一時的に養護が必要な高齢者への在宅支援サービス 継続 自立支援ショートステイ 継続 自立支援ショートステイ

継続 おむつ支給、訪問理髪、寝具乾燥 継続 おむつ支給、訪問理髪、寝具乾燥
継続 高齢者車いす福祉タクシー 継続 高齢者車いす福祉タクシー
継続 生活支援ヘルパー派遣 継続 生活支援ヘルパー派遣
継続 高齢者ホームヘルパー派遣 継続 高齢者ホームヘルパー派遣

⑦高齢者の権利擁護の強化 継続 権利擁護事業の充実 継続 権利擁護事業の充実
継続 ケアマネジャーとかかりつけ医の連携 継続 相談援助体制の充実
継続 顔の見える連携会議の開催 継続 高齢者虐待と養護者支援

②認知症の早期診断・早期対応の推進 継続 認知症の早期診断・早期対応の推進 継続 「未来ノート」の活用の推進
③認知症ケアパスの普及 継続 認知症ケアパス作成の推進 継続 ケアマネジャーとかかりつけ医の連携

継続 認知症ケアの普及啓発 継続 顔の見える連携会議の開催
継続 生活環境の安定に向けた事業展開の研究 継続 認知症の早期診断・早期対応の推進
継続 認知症高齢者を支えるまちづくり 継続 認知症ケアパス作成の推進
継続 保健・医療・福祉関係機関のネットワーク構築 継続 認知症ケアの普及啓発
継続 在宅療養に関わる専門職のスキルアップ 継続 生活環境の安定に向けた事業展開の研究

継続 認知症高齢者を支えるまちづくり
継続 介護予防推進センターにおける認知症予防教室の実施

継続 かかりつけ医等の普及 継続 保健・医療・福祉関係機関のネットワーク構築
継続 在宅療養支援窓口等の整備 継続 在宅療養に関わる専門職のスキルアップ
継続 後方支援病床の整備 継続 在宅療養の促進
継続 高齢者医療ショートステイの充実 継続 かかりつけ医等の普及
終了 介護者慰労金のあり方の検討 継続 在宅療養支援窓口等の整備
継続 ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進 継続 後方支援病床の整備
継続 福祉の総合相談体制 継続 高齢者医療ショートステイの充実
継続 地域での多様な相談体制の整備 継続 福祉の総合相談体制
継続 家族介護者教室 継続 地域での多様な相談体制の整備
継続 家族介護者の交流支援 継続 家族介護者教室

④緊急時ショートステイの確保 継続 緊急時のショートステイの確保 継続 家族介護者の交流支援
継続 相談援助体制の充実 終了 介護者慰労金のあり方の検討
継続 高齢者虐待と養護者支援 継続 ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進
継続 地域包括支援センターの機能の充実 継続 緊急時のショートステイの確保

②地域ケア会議の推進 継続 担当地区ケア会議 ①地域包括支援センターの充実 継続 地域包括支援センターの機能の充実
③生活支援体制の整備 ※新規施策のため現行事業はなく、新規事業が入ります ②地域ケア会議の推進 継続 担当地区ケア会議
④民生委員・児童委員や自治会・町会との連携の推進 継続 民生委員・児童委員や自治会・町会と連携した地域づくり ③生活支援体制の整備 ※新規施策のため現行事業はなく、新規事業が入ります
⑤介護予防コーディネーターの地域活動の充実 継続 介護予防コーディネーターの地域活動の充実　→　削除 ④民生委員・児童委員や自治会・町会との連携の推進 継続 民生委員・児童委員や自治会・町会と連携した地域づくり
①高齢者住宅の運営 継続 高齢者住宅の運営 継続 高齢者住宅の運営
②高齢者の住まいのあり方の検討 継続 高齢者の住まいのあり方の検討 継続 公営住宅の高齢者入居枠の確保
③公営住宅の高齢者入居枠確保 継続 公営住宅の高齢者入居枠の確保 継続 住まいの情報提供

継続 住宅改修支援 ②高齢者の住まいのあり方の検討 継続 高齢者の住まいのあり方の検討
継続 住まいの情報提供 ③住環境の改善支援 継続 住宅改修支援
継続 避難行動要支援者支援体制の整備 継続 避難行動要支援者支援体制の整備
継続 介護サービス事業者への事業継続計画（ＢＣＰ）策定の促進 継続 介護サービス事業者への事業継続計画（ＢＣＰ）策定の促進

②社会福祉施設等との災害時の連携 継続 社会福祉施設等との災害時の連携 ②社会福祉施設等との災害時の連携 継続 社会福祉施設等との災害時の連携
③消費者被害の対策 継続 消費者被害の防止対策 ③消費者被害の対策 継続 消費者被害の防止対策
①介護サービス相談体制の充実 継続 介護サービス相談体制の充実 ①介護サービス相談体制の充実 継続 介護サービス相談体制の充実

継続 介護保険サービス利用料等の軽減 継続 介護保険サービス利用料等の軽減
継続 介護保険料の減免 継続 介護保険料の減免
継続 保険料多段階制の導入 継続 保険料多段階制の導入

③給付の適正化 継続 給付の適正化 ③給付の適正化 継続 給付の適正化
継続 介護サービス事業者等との連携とその支援 継続 介護サービス事業者等との連携とその支援
継続 専門者研修の実施 継続 専門者研修の実施
継続 働く環境の改善 継続 働く環境の改善
継続 多様な人材の確保 継続 多様な人材の確保
継続 居住系サービスの基盤整備充実 継続 居住系サービスの基盤整備充実
継続 施設サービスの基盤整備充実 継続 施設サービスの基盤整備充実
継続 地域密着型サービスの基盤整備充実 継続 地域密着型サービスの基盤整備充実

⑥介護保険特別給付の検討 継続 介護保険特別給付の検討 ⑥介護保険特別給付の検討 継続 介護保険特別給付の検討
①情報の収集と提供体制の整備 継続 多様な媒体を使った分かりやすい情報の提供 ①情報の収集と提供体制の整備 継続 多様な媒体を使った分かりやすい情報の提供
②利用しやすいサービス情報の提供 継続 福祉サービス第三者評価制度の普及・促進 ②利用しやすいサービス情報の提供 継続 福祉サービス第三者評価制度の普及・促進

４　介護保険
制度の円滑
な運営

(1)介護保険事業の推進

②低所得者への配慮

④サービスの質の確保・向上

⑤介護基盤の整備

(2)情報の提供体制の充実

４　介護保
険制度の円
滑な運営

(1)介護保険事業の推進

②低所得者への配慮

④サービスの質の確保・向上

⑤介護基盤の整備

(2)情報の提供体制の充実

(7)災害や防犯に対する支援体制の
充実

①避難行動要支援者支援体制の整備（支援体系の整備）

３　地域での
生活を支え
る仕組みづ
くりの推進

(1)生活支援・見守り支援

①高齢者見守りネットワークの推進

⑤高齢者の権利擁護の強化

(2)認知症対策の充実

③認知症高齢者を支えるまちづくり

(7)災害や防犯に対する支援体制の
充実

①避難行動要支援者支援体制の整備（支援体系の整備）

(3)医療と介護の連携強化

①医療と介護・福祉の連携の推進

①多職種連携による認知症対策

②認知症の容態に合わせた支援

(5)地域支援体制の推進

(6)多様な住まい方への支援の推進

②相談支援体制の充実

③介護者教室、交流の充実

(5)地域支援体制の推進

①地域包括支援センターの充実

(6)多様な住まい方への支援の推進

④住環境の改善支援

①介護予防事業の推進

②介護予防に取り組む地域への支援と担い手の育成

(3)総合事業の推進

３　地域での
生活を支え
る仕組みづく
りの推進

(1)生活支援・見守り支援

①高齢者見守りネットワークの推進

⑤介護度が重い高齢者への在宅支援サービス

⑥一人暮らし高齢者等在宅支援サービス

(2)認知症対策の充実

①ケアマネジャーとかかりつけ医の連携

②在宅療養環境支援体制づくり

④認知症高齢者を支えるまちづくり

(3)医療と介護の連携強化

①医療と介護・福祉の連携の推進

(4)介護者への支援の充実

①介護者支援のあり方の検討

２　健康づく
り・介護予防
の推進

(1)健康づくりの推進

①健康増進活動への支援

②健康相談・啓発活動の支援

③メタボリックシンドロームの予防と病気の早期発見

(2)介護予防の充実
①介護予防事業の推進

(3)総合事業の推進 ①総合事業を構成する各事業の推進

(2)充実した暮らしへの支援
③高齢者の生きがいづくりの支援

(3)住民主体による地域づくりの推
進

①住民主体の地域支え合い事業の推進

１　高齢者の
生きがいづく
り・就労支援
の推進

(2)充実した暮らしへの支援

(3)住民主体による地域づくりの推進 ①住民主体の地域支え合い事業の推進

１　高齢者
の生きがい
づくり・就労
支援の推進

２　健康づく
り・介護予
防の推進

介護予防給付の一部と介護予防事業の新しい総合事業への
移行（※新規事業へ変更となります）

(1)健康づくりの推進

①健康増進活動への支援

②健康相談・啓発活動の支援

③メタボリックシンドロームの予防と病気の早期発見

(2)介護予防の充実

施策及び継続予定事業の統合・移動等について（案）

第７期計画体系（案） 第６期計画事業第７期計画体系（案） 第６期計画事業

第２回協議会提示案 統合・移動案

②一般介護予防事業の推進

継続 在宅療養の促進

①高齢者の住まいの確保支援

④高齢者への在宅支援サービスの提供

③介護者支援サービスの提供

②在宅療養環境支援体制づくり

(4)介護者への支援の充実

①相談支援体制の充実

②介護者への情報提供と交流機会の充実

資料 ２

余暇活動を通した

生きがいづくりとい

う点で共通するた

め、１つの施策に

統合

自分の意思を伝える手段で

あるという点で権利擁護に

関連するため、目標３（１）⑦

「高齢者の権利擁護の強化」

に移動

住宅の確保、運営と

いう点で共通するた

め、１つの施策に統

合

総合事業

の開始に

合わせて

施策名を

変更

高齢者の権利擁護に関連する内容

であるため、目標３（１）⑦「高齢者の

権利擁護の強化」に移動

0

目標２（２）①の事業「介

護予防コーディネーター

活動」と重複するため、

目標３からは削除

類似するため、１

つの施策に統合

類似するため、１

つの施策に統合

並べ替え、類似する

ため、「介護者支援の

あり方の検討」「緊急

時ショートステイの確

保」を１つの施策に統

合

ケアマネジャー、かかりつ医以外

とも連携が必要であるため、施策

名を「多職種連携による認知症対

策」に変更

認知症の早期対

応という点で共通

するため、１つの

施策に統合

住まいの確保に関す

る情報の提供である

ため、「高齢者の住

まいの確保支援」に

移動


