
資料２

府中市高齢者保健福祉施策の全体像（案） 

 

１．府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の考え方 

 

部分は「府中市福祉計画」（平成 15～19 年度）の基本理念と基本視点 

 

 

 
安心していきいきと暮らせるまちづくり 

－みんなでつくる、みんなの福祉－ 

基本理念  

 

 

 

 

 

 

 

基本視点  

 
 

 
 

利用者本位の 
福祉サービスの実現

生涯にわたり「自立」

を支える福祉の実現 
 

 

 

地域で支える 
福祉の実現 

市民参加による 
幅広い福祉の実現 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標  

 

 

 １ 利用者本位のサービスの実現のために 
 ２ 介護予防をすすめるために 
 ３ 安心して暮らし続けるために 
 ４ 地域で支える福祉をめざして 
 ５ ともに暮らす福祉をめざして 
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２．府中市高齢者保健福祉計画の施策 

 

1 利用者本位のサービスの実現のために 

 

(1)情報提供体制の拡充 

① 情報提供体制の整備 

区分 方向性 

多様な媒体を使った分かりやすい情報の提供 継続 

 

(2)相談体制・権利擁護体制の拡充 

① 相談援助体制の充実 

区分 方向性 

地域包括支援センターの設置（再掲） 新規 

相談援助体制 継続 

② 権利擁護体制の充実 

区分 方向性 

福祉サービス利用総合支援事業（再掲） 継続 
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 (3)サービスの質の確保 

① 福祉サービス第三者評価制度の普及・促進 

区分 方向性 

福祉サービス第三者評価制度（再掲） 継続 

 

 

２ 介護予防をすすめるために 

 

 (1)健康管理体制の強化 

① 病気の早期発見 

区分 方向性 

成人健康診査・各種検診 継続 

② 健康相談・啓発活動の実施 

区分 方向性 

健康相談 継続 

健康教育 継続 

訪問保健指導 継続 

歯科医療連携推進事業 継続 

→地域支援事業 
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健康づくりへの支援（再掲） 継続 

訪問食事サービス 検討 

③ 健康増進活動への支援 

区分 方向性 

スポーツ健康増進活動 継続 

④ 医療費助成・高齢者入院見舞金 

区分 方向性 

医療費助成 継続 

高齢者入院見舞金 検討 

 

(2)介護予防体制の強化 

① 介護予防推進センターを中心とした介護予防事業の推進 

区分 方向性 

介護予防推進センター 継続 

介護予防事業の PR（再掲） 新規 

介護予防推進センターにおける介護予防事業の充実 新規 

介護予防コーディネーターの育成（再掲） 新規 

市民育成研修の実施（再掲） 新規 

自主グループの支援（再掲） 新規 

② 高齢者福祉館の活用 

区分 方向性 

高齢者福祉館 継続 

 

(３)地域支援事業 

① 地域包括支援センターの設置 

区分 方向性 

地域包括支援センターの設置（再掲） 新規 

地域包括支援センター運営協議会の設置 新規 

② 介護予防事業の実施 

区分 方向性 

介護予防事業の PR（再掲） 新規 

地域介護予防プログラム（介護予防推進事業）の充実 新規 

自主グループの支援（再掲） 新規 

③ 包括的支援事業の実施 

区分 方向性 

介護予防ケアマネジメント事業の実施 新規 

総合相談･支援事業の実施 新規 

地域ケア支援事業の実施 新規 

福祉サービス利用総合支援事業（再掲） 継続 
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３ 安心して暮らしつづけるために 

 

(１)在宅サービスの充実 

① 自立支援対策の充実 

区分 方向性 

生活支援ヘルパー派遣 継続 

自立支援ショートステイ 継続 

いきいきハウス（介護予防推進センター内） 新規 

地域デイサービス（再掲） 継続 

介護予防推進事業の充実（再掲） 新規 

② 医療機関緊急ショートステイの実施 

区分 方向性 

医療機関緊急ショートステイ 継続 

③ 外出支援の充実 

区分 方向性 

外出支援サービス 継続 

高齢者車いす福祉タクシー 継続 

コミュニティ･バスの運行 継続 

④ 訪問理髪・入浴サービス 

区分 方向性 

訪問理髪･入浴サービス 継続 

⑤ 日常生活用品などの検討 

区分 方向性 

介護保険特別給付 検討 

 

 (２)介護保険事業 

① 新・予防給付 

区分 方向性 

運動器の機能向上 新規 

栄養改善 新規 

口腔機能向上 新規 

専門者研修の実施（再掲） 新規 

② 介護情報ネットワークの充実 

区分 方向性 

介護情報ネットワーク 継続 
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③ 在宅サービスの充実 

区分 方向性 

在宅サービス 継続 

 

④ 施設サービスの充実 

区分 方向性 

施設サービス 継続 

⑤ 介護保険特別給付の検討 

区分 方向性 

介護保険特別給付（再掲） 検討 

⑥ 低所得者への配慮 

区分 方向性 

介護保険サービス利用料等の軽減 検討 

介護保険料の軽減 継続 

保険料７段階制の導入 新規 

⑦ 介護保険サービスの質の確保 

区分 方向性 

サービス提供事業者の各種研修事業への支援 継続 

ケアマネジャーへの情報提供 継続 

ケアプランの実効性の確保 継続 

福祉サービス第三者評価制度（再掲） 継続 

⑧ サービス提供事業者等の連携とその支援 

区分 方向性 

サービス提供事業者等の連携とその支援 検討 

⑨ 地域密着型サービスの実施 

区分 方向性 

福祉生活圏の設定 新規 

夜間対応型訪問介護の設置 新規 

認知症対応型通所介護の充実 新規 

小規模多機能型居宅介護の設置 新規 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の充実 新規 

小規模介護専用特定施設の設置 新規 

小規模介護老人福祉施設の設置 新規 

⑩ 介護を担う人材の育成 

区分 方向性 

介護予防コーディネーターの育成（再掲） 新規 

専門者研修の実施（再掲） 新規 

市民育成研修の実施（再掲） 新規 

 



 (３)介護者への支援の充実 

① 介護者支援の充実 

区分 方向性 

介護者慰労金 検討 

② 緊急時のショートステイの確保 

区分 方向性 

緊急時ショートステイ 継続 

③ 介護者教室などの充実 

区分 方向性 

家族介護者教室 継続 

④ 家族介護者の交流支援 

区分 方向性 

家族介護者支援 継続 
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 (４)認知症高齢者支援対策の推進 

① 認知症高齢者支援の普及・啓発 

区分 方向性 

認知症高齢者支援の普及・啓発 新規 

② 家族への支援 

区分 方向性 

認知症高齢者家族への支援 継続 

③ 生活環境の安定に向けた事業展開の研究 

区分 方向性 

生活環境の安定に向けた事業展開 継続 

④ 認知症高齢者ケアシステムの検討 

区分 方向性 

認知症高齢者ケアシステム 継続 

⑤ 認知症高齢者グループホームの整備 

区分 方向性 

認知症高齢者グループホーム 継続 

 

(５)安心して住める環境づくり 

① 高齢者住宅の運営 

区分 方向性 

高齢者住宅（やすらぎ） 継続 

② グループホームなどの設置誘導 

区分 方向性 

認知症高齢者グループホーム（再掲） 継続 

ケアハウス 見直し 

→地域支援事業 

→地域支援事業 
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③ 公営住宅の高齢者入居枠拡大 

区分 方向性 

公営住宅の高齢者入居枠 継続 

④ 住環境の改善支援 

区分 方向性 

住環境の改善 継続 

 

 

４ 地域で支える福祉をめざして 

 

(1)地域包括支援センターと在宅介護支援センターとの連携 

① 在宅介護支援センターの役割の見直し 

区分 方向性 

在宅介護支援センターの役割の見直し 新規 

② 地域支援の充実 

区分 方向性 

地域包括支援センターと在宅介護支援センターとの連

携による地域支援 
新規 

  

(2)見守りネットワークの推進 

① 見守りネットワークの推進 

区分 方向性 

見守りネットワーク 継続 

② 見守りネットワークを支援する各種制度 

区分 方向性 

見守りネットワークを支援する制度の充実 継続 

 

 

５ ともに暮らす地域をめざして 

 

(1)生きがい活動への支援 

① 元気な高齢者の活躍場面の創出 

区分 方向性 

高齢者の活躍場面の創出 継続 

② 老人クラブへの支援 

区分 方向性 

老人クラブ 継続 
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③ 生涯学習やスポーツ活動との連携 

区分 方向性 

生涯学習やスポーツ活動 継続 

④ 地域デイサービスの充実 

区分 方向性 

地域デイサービス（再掲） 継続 

⑤ ふれあいの場の提供 

区分 方向性 

ふれあいの場の提供 継続 

⑥ ふれあい訪問活動の充実 

区分 方向性 

ふれあい訪問活動 継続 

⑦ 各種福祉券のあり方の見直し 

区分 方向性 

福祉券の見直し 検討 

⑧ 保養機会の確保 

区分 方向性 

高齢者保養施設利用助成 継続 

ひとり暮らし高齢者保養事業 継続 

 

 (2)就業支援 

① シルバー人材センターへの支援 

区分 方向性 

シルバー人材センター 継続 

② 関係機関との連携による就業機会の拡大 

区分 方向性 

就業機会の拡大 継続 

 

 


