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政策目標５
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高齢福祉介護課

１

高齢福祉介護課

業務計画

共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち
高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する

施策目標の達成に向けた取り組み方針

高齢者が健康で生きがいを持って生活を送れるよう、学習や趣味等への積極的な参加を促すための事業を展開す
るとともに、高齢者が地域社会の一員として役割を持って地域活動に参加する環境づくりを目指します。また、家
に閉じこもりがちなひとり暮らし等の高齢者に対し、社会的孤立を防ぐための取組を進めます。
介護保険の保険者として、高齢者の健康づくり、介護予防への取組を進め、高齢者の自立を支援します。また、
第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を行います。
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を送ることができるよう、地域
の関係者、医療、介護等の関係機関の連携を強化することにより、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援を一
体的に提供する地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みます。
具体的な施策としては、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で自分らしく、安心して生活できるよう支援するた
めの在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業及び地域密着型サービスの整備に取り組むとともに、加齢
に伴う運動機能の低下防止や脳の活性化を図るための事業を実施し、介護予防及び認知症施策を推進します。
生活支援体制整備事業につきましては、平成30年度に実施したアンケート調査等を踏まえ、関係団体等と連携
し、地区の課題解決に向けた取組への支援を行います。
また、基幹型地域包括支援センターと12か所（※10月1日から13か所の予定）の地域包括支援センターが連携協力
して、高齢者が安心して生活を続けられるように見守り、権利擁護等に関わる相談や支援等を行っていきます。
災害時等に特に支援が必要な方（避難行動要支援者）への避難支援や安否確認等を適切かつ迅速に実施できるよ
う、「避難行動要支援者支援計画（全体計画）」に基づく個別計画の作成支援を進め、より実効性のある顔の見え
る関係づくりや見守り活動の促進に努めます。

優先
順位

実施計画事業名

1 一般介護予防事業

施策の
ねらい

予算額
（千円）

事業主体
性質区分

拡大

市

26,754

政策的事業

４

現状維持

市

5,019

政策的事業

災害時における要配慮者

2 及び避難行動要支援者支援

８

事業（高齢者）

事業内容
【31年度の取組】
高齢者自身が自主的に介護予防に取り組むことができるよ
う、転倒予防教室や歌体操教室等を実施し、参加者増に向
けた施策を展開するとともに、高齢者の介護予防を支援する
介護予防ボランティア（高齢者支援リーダー、歌体操ボラン
ティア、フレイルサポーター）の研修会及び歌体操ボランティ
アの養成講座を開催します。
また、高齢者サロン等に出向き、ミニ健康講座等を実施す
るほか、地域リハビリテーション支援事業（サロンリハ、自宅リ
ハ）に取り組みます。さらに、自分の虚弱化傾向等に気付く
機会としてフレイルチェック事業を実施します。
【課題事項】
・高齢者の介護予防を支援するボランティアの拡大
・介護予防に取り組む高齢者の拡大

【31年度の取組】
「避難行動要支援者支援計画」を推進します。避難行動
要支援者名簿の平常時からの情報提供を年２回、自治会
等の避難支援等関係者に提供するとともに、避難支援等関
係者と連携を図りながら、災害時の支援体制の構築を支援
します。
【課題事項】
・平常時からの情報提供に係る同意を得るための制度周知
・地域における個別計画の作成を含む避難支援体制の構築
支援
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２

施策のねらい

１

高齢者の健康づくりと生きがいづくりの支援

２

介護サービスの充実

３

認知症高齢者に対する支援の充実

４

介護予防・日常生活支援総合事業の推進

５

多職種が連携した在宅医療体制の充実

６

地域包括支援センターの機能充実

７

権利擁護体制の充実

８

災害時要援護者支援制度の充実

スケジュール

４月〜

１０月〜

３月

転倒予防教室 市内26会場 月1回開催
栄養講座 年4回 介護予防講演会 年6回 歯科講演会 年2回開催
歌体操教室 市内２０会場 月2回開催（4月から開始：1７会場、6月開始：３会場）
歌体操ボランティア養成講座

歌体操ボランティア養成講座

介護予防ボランティア（高齢者支援リーダー、歌体操ボランティア、フレイルサポーター）全体研修1回及び各ボランティアの研修各1回
高齢者サロン等での健康相談、ミニ健康講座の実施

年30回

地域リハビリテーション活動支援事業（サロンリハ、自宅リハ 随時）
フレイルチェック事業年1４回、学び講座随時

平常時からの避難支援等関係者への情報提供のための本人同意確認及び制度同意未確認者に同意確認のために追送
●避難支援等関係者
への情報提供
名簿活用・個人情報保護に係る説明会及び講演会
避難行動要支援者名簿のデータ更新
制度周知・啓発、地域との意見交換・支援体制の検討及び個別計画・マニュアル作成支援・訓練の実施

●避難支援等関係者
への情報提供

優先
順位

実施計画事業名

3 生活支援体制整備事業

地域包括支援センターの

4 運営に関する事務

5 認知症施策推進事業

6 在宅医療介護連携推進事業

多様な主体による高齢者の
外出の機会提供事業
7 (高齢者のための優待サー
ビス事業）

介護予防・生活支援サービ

8 ス事業

施策の
ねらい

予算額
（千円）

事業主体
性質区分

拡大

市

12,367

政策的事業

４

拡大

市

253,254

政策的事業

６

現状維持

市

671

政策的事業

現状維持

市

9,175

政策的事業

３

５

現状維持

民間

211

政策的事業

現状維持

市

712,196

政策的事業

1

４

事業内容
【3１年度の取組】
市内13地区に配置した「地域支え合い推進員」を中心に、
「高齢者の外出」に係る地域の課題把握及び社会資源の把
握等の活動を行うとともに、推進員の活動を組織的に補完す
る「協議体」の運営を行います。
また、地域の様々な活動について情報交換を行える交流
会を開催し、新たな担い手の確保につなげます。
【課題事項】
・全市的に把握した社会資源（サロン等の情報）の活用方法
・外出に係る課題解決に向けた検討及び新たなサービス創
出
・高齢者の日常生活を支える地域活動団体、ＮＰＯ法人等の
多様な主体間の連携強化
【31年度の取組】
各地域包括支援センター（包括）が中心となり、高齢者が
住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域包
括ケアシステムの深化・推進に取り組みます。
各地域包括支援センターが、事業計画に基づき活動でき
るよう、機能強化を図ります。
茅ヶ崎南地区地域包括支援センターを新たに整備するた
めの準備を進めます。
【課題事項】
・委託型及び基幹型地域包括支援センター、地域や関係機
関等の連携協力体制のさらなる強化
・地域包括支援センターのさらなる周知
・新包括の開設に向けた準備
【3１年度の取組】
認知症初期集中支援事業として、専門職によるチーム員
会議で支援方針を検討し、認知症の方や家族に支援すると
ともに、認知症施策検討会で本市の認知症施策の在り方を
検討します。
また、世界アルツハイマーデーに合わせて、第２回ちがさき
オレンジＤａｙを開催します。
【課題事項】
・認知症の困難事例等を相談できる認知症初期集中支援
事業について関係者への周知拡大
・関係者の協同による第２回ちがさきオレンジＤａｙの開催
【3１年度の取組】
地域包括ケアの推進に向け在宅ケア相談窓口で住民、関
係機関から在宅医療介護についての相談を受け、連携を図
るとともに医療福祉介護等関係者の人材育成を図り、支援
体制の充実に取り組みます。
【課題事項】
・地域包括ケアシステムの地域住民への普及啓発
・在宅医療・介護に関わる多職種連携の強化
・多職種連携ガイドライン及び入退院支援ガイドブックの運
用・修正
【31年度の取組】
高齢者の皆様が、まちに出かけ、趣味等を見つけ、豊かな
生活を送れるよう支援する「高齢者のための優待サービス事
業」を推進します。
また、高齢者のガイドを30,000部発行して公民館や地区コ
ミュニティセンター等に配布し、対象者への事業周知を図り
ます。
【課題事項】
・協賛店舗の拡大
・対象者への事業周知
【3１年度の取組】
介護予防を目的として、利用者の状態に合った必要な
サービスが適切に利用できるよう進めます。
また、訪問型サービスA及び通所型サービスAに従事する
ために必要な基礎知識及び技能を習得するための研修を実
施し、新たな担い手の育成を図ります。
【課題事項】
・総合事業の趣旨の市民、事業者への浸透
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スケジュール

４月〜

１０月〜

３月

平成30年度に実施した「外出」に関するアンケート調査
を踏まえた課題解決に向けた検討

新たなサービス創出に向けた取組

●担い手確保に向けた情
報交換会・交流会の開催
市内13地区の社会資源リストの活用（関係者間での共有・利用者への提供）※情報は適宜更新
●第１層協議体

●第１層協議体

第2層協議体（13地区）の運営支援

包括支援センター管理責任者会議開催（年6回）・管理責任者会議専門職（保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士）部会開催
●各包括3１年度
事業計画書提出

30年度事業計画ヒアリング・評価

各包括３０年度事業計画評価提出

3１年度事業計画中間ヒアリング

32年度事業計画策定に向けた意見交換

報告意見聴取

計画推進委員会（運営協議会）（年6回）

▼新たな地域包括支援センター（新包括）開設に向けた取組
●法人との契約
事務引継ぎ・職員研修
新包括運営開始
関係団体への周知・広報

認知症地域支援推進員の配置（随時活動）

対象者への支援（訪問等）

随時

●第２回ちがさきオレンジＤａｙ
支援チームによるチーム員会議
●認知症施策検討会①

●認知症あんしんガイドの改訂

原則月1回

●認知症施策検討会②

●認知症施策検討会③

地域リーダー会議（年４回）・多職種連携研修会（年３回）
在宅ケア相談窓口（随時）
医療介護連携推進部会①
●

●住民向け研修

医療介護連携推進部会②
●

ワーキンググループ(医療介護連携システム検討（年4回）
医療介護連携システム検討グループ（ 年４回） 在宅ケア相談窓口検討グループ（年４回）
在宅ケア相談窓口検討（年４回） 病院間情報交換会・運営委員会(各年２回））
病院間情報交換会等（年４回）
地域リーダー会議（年４回）・多職種連携研修会（年３回）
●えぼ丸通信発行

●えぼ丸通信発行

●えぼ丸通信発行

●えぼ丸通信発行

同行訪問研修(随時）、依頼講座（随時）
協賛店舗によるサービスの提供

高齢者のガイド配布
利用者、企業等との意見交換・ニーズ把握・協賛店舗とのイベント開催検討・協賛店舗の募集・新規開拓

協賛店舗数拡大月間

協力店舗のＰＲ（ホームページ更新(随時）・サービスチラシの作成（随時）、広報紙・ケーブルテレビ等での周知

国基準サービス、サービスA（訪問型、通所型）の実施
短期集中通所型サービス①

短期集中通所型サービス②
●短期集中通所型フォロー教室

短期集中通所型サービス③
●短期集中通所型フォロー教室

短期集中訪問型サービス（随時 約4か月）
担い手研修

担い手研修

