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資料資料資料資料１１１１    



施策１　　高齢者の尊厳の保持

　認知症施策の推進

　　　・認知症の早期発見・早期治療により、高齢者がその人らしくあり続ける環境を整えます。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・認知症ケアパスの普及
　　　　　　　・認知症サポーターの養成
　　　　　　　・認知症支援推進員の配置
　　　　　　　・認知症初期支援チームの設置　　など

　権利擁護の推進

　　　・認知症や精神障がいなどにより、判断能力が乏しくなった高齢者の金銭管理や法律行為な
　　　　どを支援するため、成年後見制度の活用を進めます。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・成年後見制度の普及
　　　　　　　・市民後見人の養成
　　　　　　　・法人後見の活動支援　　　など

　
　虐待対策の強化

　　　・高齢者虐待の早期発見・早期保護に努めるほか、養護者への支援などを通じて高齢者虐待
　　　　の防止を図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・医療・介護事業所等との連携による早期発見
　　　　　　　・警察や包括支援センター、介護事業所等との連携による早期対応
　　　　　　　・被虐待高齢者の措置入所　　　　など
　

　見守り体制の強化

　　　・これまでの社会福祉協議会や民生委員、地域包括支援センターなどによる見守りのほか、
　　　高齢者宅を訪問する民間事業所などの協力やITの活用などにより、見守り体制の強化を
　　　図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・地区社協や民生委員などによる訪問、見守り
　　　　　　　・見守り協力事業者の拡大
　　　　　　　・高齢者徘徊SOSネットワークでの早期支援　　　など

施策の方向性

　　一人暮らしや認知症高齢者の増加など、高齢者がその人らしく生活を続けることができなくなって
　きている状況を踏まえ、高齢者が尊厳をもって自分の望むような暮らしができるよう支援します。

施策のねらい
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＜参考資料＞認知症施策の推進(1)

（Ｈ25.9.26「第1回認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」資料）

（Ｈ24.6.18厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチーム資料）
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＜参考資料＞認知症施策の推進(2)

（Ｈ25.9.26「第1回認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」資料）



＜参考資料＞権利擁護の推進

（Ｈ25.9.26「第1回認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」資料）
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＜参考資料＞虐待対策の強化

（Ｈ25.9.26「第1回認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」資料）
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＜参考資料＞見守り体制の強化
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施策２　　在宅医療、生活支援の充実

　在宅医療・介護連携の推進

　　　・市医師会や介護事業者等との連携により、在宅においても、医療や介護のサービスが適切
　　　　に受けられるよう、提供体制の構築を目指します。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・在宅医療、介護連携に向けた医療、介護の関係者による推進会議の設置
　　　　　　　・在宅医療・介護関係者の相談窓口の設置
　　　　　　　・地域の医療・介護サービス資源の実態調査と情報共有
　　　　　　　・在宅医療・介護関係者の研修　　　など

　生活支援サービスの充実
　
　　　・単身世帯等の増加により、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中で生活支援への
　　　　ニーズが増大していることから、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置
　　　　等を通じて、地域資源の掘り起こしやネットワーク化、住民とのマッチングを行いながら、
　　　　地域住民等のボランティアやＮＰＯ、民間企業等の多様な主体による多様な生活支援サー
　　　　ビスの提供を図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・多様な主体による多様な生活支援サービスを提供するための生活支援コーディネー
　　　　　　　　タ（地域支え合い推進員）の配置及び協議体の設置
　　　　　　　・新しい総合事業によるＮＰＯ等多様な主体による見守り、安否確認、外出支援等の
　　　　　　　　実施
　　　　　　　・経済的に困窮する高齢者に対する養護老人ホームへの入所措置　　など

　
　地域包括支援センターの機能強化

　　　・高齢者の増加により相談業務等の業務量が増大するため人員の増強により体制強化を図る
　　　　とともに、新たに「地域ケア会議の充実」や「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推
　　　　進」、「生活支援サービスの体制整備」などへの対応が新たに求められることから、地域包括
　　　　支援センター機能の強化を図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・地域包括支援センターの人員増強
　　　　　　　・基幹型包括支援センターの設置
　　　　　　　・圏域の見直しを通じた高齢者人口の平準化
　　　　　　　・介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的継続的ケ
　　　　　　　　アマネジメント事業の継続　　　など

施策の方向性

　一人暮らしや認知症高齢者の増加、家族の介護負担の問題などを背景に、在宅での生活を維持
できない高齢者が増加してきており、在宅での生活を希望する高齢者が可能な限り地域において自
立した日常生活を営むことができるよう支援します。

施策のねらい
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＜参考資料＞在宅医療・介護の推進

（Ｈ26.4.24「都道府県在宅医療・介護連携推進担当者・アドバイザー会議」資料）

8



＜参考資料＞生活支援サービスの充実

（Ｈ26.7.28「全国介護保険担当課長会議」資料）
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＜参考資料＞地域包括支援センターの機能強化

（Ｈ26.7.28「全国介護保険担当課長会議」資料）
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施策３　　介護サービスの充実

　持続可能な介護体制の構築

  　　利用者が満足できるサービスの提供ができるよう、介護従事者の資質向上を図るとともに、一
      人暮らしの高齢者などの増加を踏まえて、必要性が高まるボランティア、NPO、協同組合等の
      多様な主による多様なサービスの提供体制を構築します。また、地域包括ケアシステムの構築
      に向け、小規模多機能型居宅介護サービスなどの在宅支援への普及を図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・介護従事者に対する研修の実施
　　　　　　　・就労斡旋に関する情報提供
　　　　　　　・生活支援や介護予防サービスの担い手に対する研修や人材育成
　　　　　　　・訪問介護サービスの適正化と小規模多機能型居宅介護サービス等への転換　など

　適正なサービス提供体制の確保

　　　「高齢者の尊厳の保持」の観点に立ち、サービスの質の確保・向上が図られるよう、また、不正
     請求の防止と制度管理の適正化を図るため、事業者に対し適切かつ具体的な指導・助言を行う
     とともに、介護保険関連施設等に対する指導監査体制の強化を図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・監査指導体制の強化
　　　　　　　・全ての介護サービス事業者及び有料老人ホームに対する実地指導
　　　　　　　・不正請求の防止と制度管理の適正化
　　　　　　　・介護給付等費用適正化事業（要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の
    　　　　　　点検、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知）の実施

　介護保険料収納率の向上
　
　　　　保険料負担の公平性・公正性を図るとともに、訪問介護、通所介護の給付費の大幅な増加に
　　　  より初めて青森県介護保険財政安定化基金からの貸付を受ける予定となっており、介護保険
　　　　制度の安定的運営のため、介護保険料収納率の向上に努めます。
　　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　　・介護保険制度の周知
　　　　　　　　・納入方法を納入通知書による金融機関等での納付から口座振替への変更を促進
　　　　　　　　・介護保険料未納入者に対する督促・催告・電話連絡等
　　　　　　　　・収納体制の強化　など
　
　施設・居住系サービスの整備

　　　　地域包括ケアシステムの構築に向け、施設サービスから在宅サービスへの転換を図るため、
　　　  在宅サービスの強化を図ります。また、高齢化の進展により重度な要介護者の増加が見込ま
        れることから、必要な施設・居住系サービスの整備を進めます。
　　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　　・在宅サービスの充実のため、地域密着型サービスの整備促進
　　　　　　　　・在宅での中重度の入所待機者の解消に向けた施設整備
　　　　　　　　・サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームの設置届出の受理事務

施策の方向性

　高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、持続可能な介護体制の構築と介護
保険制度の安定的な運営を進めます。

施策のねらい
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要介護認定の適正化 

 

要介護認定の平準化のため、市職員による直接調査・委託した認介護保険制度の

趣旨の普及を図るとともに、認定調査結果のチェック点検を行う。 

 

ケアプランの点検 

 

サービス利用者にとって真に必要で効果的なサービスであるかケアプランを 

チェックし、併せてケアマネジャーへの指導を行う。 

 

住宅改修等の点検 

 

国や県において介護適正化計画を策定しており、訪問調査などを通じて、真に必

要な住宅改修等のサービスであるかどうかを点検する。 

 

 

医療情報との突合・縦覧点検 

 

国保連合会介護給付適正化システムを活用し、サービス提供事業者の保険給付に

ついて調査・確認する。 

 

介護給付費通知書の発送 

 

介護サービス利用者へ利用実績を通知する。これにより利用者の意識啓発及び事

業者への牽制効果が期待される。 

 

                                            

介護給付費等費用適正化事業介護給付費等費用適正化事業介護給付費等費用適正化事業介護給付費等費用適正化事業（（（（主要主要主要主要 5555 事業事業事業事業））））    

 



施策４　　平均寿命・健康寿命の延伸

　健康づくりの強化

　　　・高齢になっても心身の維持向上につながる健康づくりの取組を推進します。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・生活習慣病の予防に関する正しい知識の普及
　　　　　　　・健康診査の受診率の向上と保健指導の充実
　　　　　　　・介護が必要となる危険性の高い状態であるロコモティブシンドロームを予防するための
　　　　　　　　正しい知識の普及
　　　　　　　・高齢者の孤立や閉じこもり予防のための訪問相談やネットワークづくりの推進　　　など

　介護予防の推進

　　　・高齢者の主体的な介護予防の取組を促すとともに、「心身機能」、「活動」、「参加」へのバラン
　　　　スのとれたアプローチ等により、要介護状態となることの予防を図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・介護予防教室等による介護予防に関する正しい知識の普及
　　　　　　　・機能回復訓練に生きがいづくり等の要素を加えた多様な介護予防の場の提供
　　　　　　　・リハビリテーション等の専門職に地域住民や民間事業者等を加えた多様な主体による
　　　　　　　　介護予防の取組　　など

施策の方向性

　
　　高齢者の健康づくりに係る知識や意識の向上を図ること等により、平均寿命とともに健康寿命の
延伸を図ります。

施策のねらい
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＜参考資料＞介護予防の推進

（Ｈ26.7.28「全国介護保険担当課長会議」資料）
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施策５　　高齢者の生きがいと社会参加
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　社会活動への参加促進

　　　・高齢者の外出手段の確保及び生きがいづくり活動を支援します。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・高齢者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進のための外出手段の確保
　　　　　　　・老人クラブ活動への支援　　など

　就労機会の創出

　　　・高齢者への就業機会の確保により、高齢者の収入の増加や生きがいづくりを図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・シルバー人材センターへを通じた高齢者の就労機会の提供　　など

施策の方向性

　
　　高齢者の外出活動や地域社会との交流活動への支援を通じて、高齢者の社会活動への参加
を促進し、高齢者が生きがいをもった生活を送ることができるよう支援する。

施策のねらい

　社会活動への参加促進

　　　・高齢者の外出手段の確保やボランティア活動への参加意欲を高めることなどにより、社会
　　　　活動への参加を促進します。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・７０歳以上高齢者への福祉乗車証の交付
　　　　　　　・新しい総合事業での移動支援サービスの実施
　　　　　　　・老人クラブ活動への支援と参加促進
　　　　　　　・シニアボランティアポイント制度の創設　　など

　就労機会の創出

　　　・シルバー人材センターの事業強化のほか、新しい総合事業の担い手として元気な高齢者
　　　　を育成するなど、高齢者が就業できる環境を整えます。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・シルバー人材センターでの就労事業の強化
　　　　　　　・新しい総合事業での訪問型サービスなどへの就労支援　　など

施策の方向性

　
　　高齢者の社会活動への参加促進や就労機会の創出を通じて、高齢者が生きがいをもった生活を
　送ることができるよう支援します。

施策のねらい



ヨコハマいきいきポイント（横浜市介護支援ボランティアポイント事業）
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施策６　　高齢者の安全で安心な暮らし
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　交通安全活動の推進

　　　・高齢者への交通安全の意識啓発や地域や事業者などの交通安全活動を促進し、高齢者が
　　　　当事者となる交通事故の抑制に努めます。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・高齢者向けの交通安全教室の開催
　　　　　　　・高齢者への反射材の配布
　　　　　　　・信号機やカーブミラーなどの交通安全施設の整備
　　　　　　　・交通災害共済の加入促進　など

　消費生活相談の充実

　　　・高齢者の消費生活相談や高齢者をターゲットとした振り込め詐欺などの情報提供などを
　　　　通じて、高齢者の消費被害の防止と支援に努めます。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・消費生活相談を通じた高齢者の消費トラブル解決の支援
　　　　　　　・高齢者団体などへの振り込め詐欺などの情報提供　　　など

　災害時支援の充実

　　　・在宅での支援が必要な高齢者や障がい者などを対象に、災害時の情報伝達、避難誘導や
　　　　安否確認、冬期の雪処理支援などを通じて、災害時等における支援の充実に努めます。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・避難行動要援護者名簿やマップの作成、避難支援等関係者との情報共有
　　　　　　　・災害時の福祉避難所の開設・運営
　　　　　　　・高齢者世帯等への間口除雪支援、屋根の雪下ろし費用の一部助成　　　など

　
　住まいの充実

　　　・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に関する情報提供や相談、市営住宅
　　　　の更新時でのバリアフリー化など、高齢者に適した住まいの確保を図ります。
　　　　　（想定される事業）
　　　　　　　・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの整備状況の情報提供
　　　　　　　・有料老人ホームなどでの入居トラブル相談
　　　　　　　・市営住宅更新時でのバリアフリー化
　　　　　　　・住み替え相談　　　など
　

施策の方向性

　
　　高齢化の進展にあわせ、高齢者が関係する交通事故や消費トラブルなどが増加しており、
　高齢者がそうしたトラブルに巻き込まれないよう支援します。
　　また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者に適した住まいが確保
　できるよう支援します。

施策のねらい
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「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」


