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加賀市・山中町の

高齢者保健福祉施策体系

（案）



施策体系の設定について
介護保険室・健康課・山中町によるワーキングﾞグ
ループ設置 4月～7月 全9回

作業工程

・現行事業の洗い出し（目的・必要性等）

・類似事業の統一、実施方法の検討

・最上位目的の検討

・必要な現行事業のグループ化（棚卸方式）

・最上位目的に照らしての細分化

今後

・新規事業の追加 ・事業費の積算

・評価指標の設定



施策体系の組み方
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最上位目的

高齢者が住みなれた地域
で支えあいながら、その
人らしく自立したくらし
を継続できる。



上位目的

介護予防 地域包括ケア

権利擁護 安心・安全



高齢者が住みなれた地域で支えあいながら、

その人らしく自立したくらしを継続できる。

①住み慣れた・・・・・・・・安心・安全

②支えあいながら・・・・・地域包括ケア

③その人らしく・・・・・・・・権利擁護

④自立した・・・・・・・・・・・介護予防

⑤くらしの継続・・・・・・・・上位目的の総合的

なもの



上位目的・中位目的の位置づけ
について



介護予防
要介護状態の防止、維持、向上に取り組み、その人らしく
いきいきと生活できるように取り組む。

中位目的
1．社会参加と健康づくりの推進
自らが、必要な知識が身につき、介護予防（健康増進）に取り組む高齢
者を増やす。

２．リハビリテーション・自立支援の推進
・介護予防が必要な住民を要介護状態または悪化になることを少しでも
遅らせる。
・自立支援につながるような、サービスの質、内容の充実を図る。

上位目的



３．家族介護支援
サービスの提供や支援者の対応により、家族介護者の身体
的、精神的負担が軽減し、介護をするうえで、利用者本人の
重症化予防、住み慣れた地域での暮らしの重要性を理解し
た家族介護者が増える。

４．認知症対策
・認知症予防対策として、認知症症状の出現を遅らせる。

・認知症の人がいつでも、どこでも安心して暮すことができる
ような利用者本位のケア提供を図ることが出来る。



地域包括ケア
保健、医療、福祉が一体となり、インフォーマルサービス
を含めた地域全体で、高齢者をサポートし、ケア提供する。

中位目的

１．地域資源の充実（地域づくり）
・人づくり・・高齢者をサポートできる人を増やす

・場づくり・・高齢者が参加できる地域の場やつながりを増
やす

２．保健・医療・福祉の連携
各分野の隙間がなく、必要な人に必要なケア提供ができる。

上位目的



権利擁護
様々な権利侵害から高齢者を守り、高齢者が尊厳を保持し、
自立した生活を営むことができる。

中位目的

１．虐待予防の推進

高齢者虐待が起こらない地域づくりと権利
擁護を行うことが出来る。

２．成年後見・身寄りのない高齢者支援

その人らしく生活する上で、基本的人権や
尊厳を保持し、地域で生活することが出来る。

上位目的



安心・安全
高齢者が健やかに、不安なく生活することが出来る。

中位目的

１．生活の安定

高齢者福祉の観点から、生活するうえで、
必要なサービス提供を図る。

２．環境整備

自らの力が発揮できるような（介護予防につ
ながるような）環境(ハード面）を整えることで、
生活機能の維持向上を図る。

上位目的



施策体系シートのうえでの
基本施策・主要施策等について



介護予防体系について



介護予防
中位目的
１ 社会参加と健康づくりの推進

基本施策
（１）社会参加の推進



介護予防
１ 社会参加と健康づくりの推進

•シルバー人材センター
•ボランティア養成
•かがし園芸栽培事業
•長寿いきいきシルバー賞
•老人クラブ活動支援事業
•いきいき大集合

（１）社会参加の推進



介護予防
中位目的
１ 社会参加と健康づくりの推進

基本施策
（２）健康づくり（健康かが２１）の推進
①健康づくりの啓発普及
②健康づくりの活動支援



介護予防
１ 社会参加と健康づくりの推進

•健康かが21地区集会・市民会議の開催
•70歳からの健康づくり教室(生活習慣予防・認
知症予防・栄養改善・運動)
•生活習慣病予防教室
•介護予防普及教室(転倒予防・認知症予防教室)
•各種訪問指導
•健康手帳の交付

（２）健康づくり（健康かが21）の推進
①健康づくりの普及啓発



介護予防
１ 社会参加と健康づくりの推進

•食生活改善基礎講座
•運動促進支援(高齢者体力づくり指導者育成講
座)
•栄養改善推進(高齢者食自立支援教室)
•地域住民活動支援(地域型生きがいデイサービス
支援・自主運動サークル支援)

（２）健康づくり（健康かが21）の推進
②健康づくりの活動支援



介護予防
中位目的
２ リハビリテーション・自立支援
基本施策
（１）虚弱高齢者への支援

①介護予防スクリーニング体制構築
②介護予防マネジメントの構築
③要介護状態への移行防止



介護予防
２ リハビリテーション・自立支援

•基本健診・がん検診
•訪問活動による実態把握
•関係機関との連携体制強化(相談協力員連携等)

（１）虚弱高齢者への支援

①介護予防スクリーニング体制構築



介護予防
２ リハビリテーション・自立支援

•総合相談・支援事業(在宅介護支援センター運営
事業)
•介護予防プラン作成・モニタリング
•在宅介護支援センター連絡会・自立支援型ケー
ス検討会

（１）虚弱高齢者への支援

②介護予防マネジメントの構築



介護予防
２ リハビリテーション・自立支援

•支援型生きがいデイサービス(機能別)
•高齢者筋力向上トレーニング事業
•認知症予防教室の実施
•食の自立支援事業(訪問支援事業)
•食の自立支援事業(食関連調整会議・配食ｻｰﾋﾞｽ)
•食の自立支援事業(家事訓練教室)
•機能訓練事業(機能訓練教室・自主グループ支援)
•地域リハビリテーション窓口設置

（１）虚弱高齢者への支援

③要介護状態への移行防止



介護予防

基本施策
（２）要支援高齢者への支援

①要介護状態への移行防止
②サービスの質の向上

中位目的
２ リハビリテーション・自立支援



介護予防
２ リハビリテーション・自立支援

•食の自立支援事業(食関連調整会議・配食ｻｰﾋﾞｽ)
•住宅改修・福祉用具相談事業
•住宅リフォーム事業
•歯科訪問指導
•各種介護保険サービス提供

（２）要支援高齢者への支援

①要介護状態への移行防止



介護予防
２ リハビリテーション・自立支援

•介護サービス事業者の連絡会・研修会開催
•ケアマネジャーの相談窓口設置
•ケアマネジメントリーダーの設置・ケアマネ
ジャー研修開催
•苦情・相談対応の充実
•介護予防試行事業の実施(体制整備)

（２）要支援高齢者への支援

②サービスの質の向上



介護予防
中位目的
２ リハビリテーション・自立支援
基本施策
（３）要介護高齢者への支援

①要介護状態の重症化予防
②サービスの質の向上



介護予防
２ リハビリテーション・自立支援

•食の自立支援事業(食関連調整会議・配食ｻｰﾋﾞｽ)
•住宅改修・福祉用具相談事業
•住宅リフォーム事業
•歯科訪問指導
•各種介護保険サービス提供(2号被保険者への
サービス提供検討)

（３）要介護高齢者への支援

①要介護状態の重症化防止



介護予防
２ リハビリテーション・自立支援

（３）要介護高齢者への支援

②サービスの質の向上

•介護サービス事業者の連絡会・研修会開催
•ケアマネジャーの相談窓口設置
•ケアマネジメントリーダーの設置・ケアマネ
ジャー研修開催
•苦情・相談対応の充実



介護予防
中位目的
３ 認知症対策

基本施策
（１）早期発見対応システムの構築

（２）ケア技術の向上

•認知症に関する正しい理解の普及
•認知症予防地区活動支援

•センター方式ケアマネジメントの普及
•グループホームの計画的整備



介護予防

中位目的
４ 家族介護支援

•おむつの支給
•家族介護教室の開催
•家族元気回復事業
•介護者の会
•家族介護健康相談
•家族介護健診



地域包括ケア体系について



地域包括ケア

中位目的
１ 地域資源の充実

基本施策
（１）活動推進の人材育成



地域包括ケア
１ 地域資源の充実

（１）活動推進の人材育成
•ボランティアネットワークの推進
•保健推進員活動の促進
•民生委員活動の促進
•食生活改善推進員等活動の促進
•介護予防普及員の養成
•高齢者体力づくり指導員養成講座
•ボランティア育成講座



地域包括ケア

中位目的
１ 地域資源の充実

基本施策
（２）活動拠点の整備
①地域支え合いネットワーク構築
②健康なまちづくり推進運動の
促進支援



地域包括ケア
１ 地域資源の充実

（２）活動拠点の整備

•高齢者見守りネットワーク形成支援事業の実施
•高齢者虐待防止ネットワーク運営事業の実施
•いきいきサロン活動支援
•老人会友愛訪問事業支援
•地域型生きがいデイサービス事業支援
•認知症予防地区活動支援

①地域支え合いネットワーク構築



地域包括ケア
１ 地域資源の充実

（２）活動拠点の整備

•市民参画型活動の実施支援
•地域間交流促進によるコミュニティ形成支援
•地区健康づくり育成支援事業(モデル地区育成)
•地区健康づくり交流事業(16地区活動報告会)

②健康なまちづくり推進運動の促進支援



地域包括ケア

中位目的
２ 保健・医療・福祉の連携

•地域ケア会議
•医療連携モデル事業の実施
•包括支援センター体制検討



権利擁護体系について



権利擁護
中位目的
１ 虐待予防の推進

•高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催
•高齢者虐待実態把握
•高齢者虐待相談窓口の設置
•やむを得ない措置対応

中位目的
２ 成年後見・身寄りのない高齢者支援

•成年後見制度の普及
•地域福祉権利擁護事業の普及
•相続財産管理人申し立て制度の支援



安心・安全体系について



安心・安全
中位目的
１ 生活の安定
基本施策
（１）住まいへの支援

•養護老人ホームへの入所措置
•高齢者生活福祉センターへの入所
•やむを得ない措置対応



安心・安全
中位目的
１ 生活の安定
基本施策
（２）生活支援の充実

•日常生活用具の給付
•訪問理美容サービスの提供
•寝具洗濯乾燥消毒サービスの提供
•配食サービスの提供
•養護老人ホーム入所者生活補給金の支給
•外国人高齢者福祉手当の支給



安心・安全

中位目的
２ 環境整備
基本施策
（１）居住環境への支援

•住宅リフォーム事業
•日常生活用具の給付
•緊急通報装置の設置



安心・安全
中位目的
２ 環境整備
基本施策
（２）外出手段の確保

•高齢者移送サービスの検討



安心・安全
中位目的
２ 環境整備

基本施策
（３）防災対策

•災害時の緊急体制の検討
•ひとり暮らし高齢者住宅防火診断(消防署事業)
協力




