
佐倉市高齢者福祉・介護計画　計画の第２部「施策」内容一覧表
※　重点施策

第１章　「生きがい・介護予防」　～地域で支え合いながら活躍する高齢者へ～ 施策の実施状況 第１章　「生きがい・介護予防」　～地域で支え合いながら活躍する高齢者へ～

１　社会参加の促進と福祉意識の高揚 １　社会参加の促進と敬老意識の高揚

２　生涯学習活動と就労支援

２　いきいき健康づくり

３　いきいき健康づくり

３　介護予防の総合的な推進

４　介護予防の総合的な推進

第２章　「安心な生活の確保」　～住み慣れたまちで自分らしく暮らすために～

１　安心できる在宅福祉サービスの提供

第２章　「生活支援・住環境整備」　～住み慣れたまちで自分らしく暮らすために～ 施策の実施状況

１　安心できる在宅福祉サービスの提供

２　認知症にやさしい佐倉の推進

２　認知症にやさしい佐倉の推進

３　権利擁護と地域での見守り

３　権利擁護と地域での見守り

４　在宅生活を支える体制の充実

４　高齢者が暮らしやすい住環境の整備 ５　高齢者が暮らしやすい住環境の整備

６　地域包括支援センターの運営

第３章　「医療・介護」　～いつまでも自分らしく生きるために～ 施策の実施状況

１　在宅医療・介護の連携と推進 ７　災害・感染症対策の推進

第３章　「医療・介護」　～いつまでも自分らしく生きるために～

１　在宅医療・介護の連携と推進

２　介護保険サービスの充実

２　介護保険制度の適正な運営

（１）地域活動の振興 ①高齢者クラブの活動支援　②老人憩いの家の管理運営　③
ボランティア活動に対する支援　④世代間交流を深めるふれあ
いの場つくり

（１）高齢者の生きがいに
つながる情報の提供

①高齢者の生きがいにつながる各種情報の提供

（２）敬老事業の推進 ①敬老会の実施　②敬老祝金の贈呈 （２）学習機会の確保 ①公民館等における生涯学習等の推進　②各種出前講
座の実施

（１）健康づくりの推進 ①心とからだの健康づくり　②歯と口腔の健康づくり　③
はり、きゅう、マッサージ等利用助成 （２）スポーツ活動の推進

（３）福祉に関する学習機会
の確保や啓発活動の推進

①福祉に関する学習機会の提供　②啓発活動の推進 （３）活動機会の確保 ①地域活動の推進（高齢者クラブ活動への支援、老人憩いの
家の管理運営、ボランティア活動への支援、各種公共施設に
おける各種活動の推進、世代間交流を育む活動の推進）
②就労支援（佐倉市シルバー人材センターへの支援、高齢者
福祉作業所の活用、高齢者のための就業に関する相談及び
情報提供）

（１）生涯学習活動の推
進

①公民館活動における生涯学習等の推進②各種公共施設に
おける実践型学習活動等の推進③教育機関による多様な学
習機会の提供④市政理解のための各種「出前講座」の実施 （４）敬老事業の推進 ①おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝え

たい事業の推進　②敬老祝金の贈呈（２）就労支援 ①佐倉市シルバー人材センターへの支援　②高齢者福祉作業
所の活用　③高齢者のための就業相談、情報提供

（３）介護予防・生活支援
サービスの体制整備

①生活支援コーディネーターの配置　②協議体の設置及
び運営 （１）ひとり暮らし・高齢者世帯

を支える在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ
①高齢者等ふれあい配食サービス　②緊急通報装置の
貸与　③高齢者台帳への登録

（２）在宅生活における介
護者等への負担軽減

①紙おむつ等の購入費用助成　②訪問理美容出張費用の助
成　③生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)　④福祉タクシー
利用料金の助成　⑤介護者教室　⑥介護者のつどい　⑦介護
マークの交付

（１）ひとり暮らし・高齢者世
帯を支える在宅福祉サービ
ス

①高齢者等ふれあい配食サービス　②緊急通報装置の
貸与　③高齢者台帳への登録

（２）スポーツ活動の推進

（１）一般介護予防事業 ①介護予防把握事業 ②介護予防普及啓発事業 ③地域介護
予防活動支援事業 ④地域リハビリテーション活動支援事業（１）一般介護予防事業

（介護予防・日常生活支援総
合事業）

①介護予防把握事業　②介護予防普及啓発事業　③地域介
護予防活動支援事業　④一般介護予防事業評価事業　⑤地
域リハビリテーション活動支援事業

（２）介護予防・生活支援
サービス事業

①訪問型　②通所型　③その他の生活支援サービス　④
介護予防ケアマネジメント（２）介護予防・生活支援ｻｰ

ﾋﾞｽ事業（介護予防・日常生活支
援総合事業）

①訪問型　②通所型　③その他の生活支援サービス　④
介護予防ケアマネジメント

（２）在宅生活における介
護者等への負担軽減

①紙おむつ等の購入費用助成　②訪問理美容出張費用の助
成　③生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)　④福祉タクシー
利用料金の助成　⑤介護者教室　⑥介護者のつどい　⑦介護
マークの交付

（３）見守り支援・もしもの
時の支援

①安心カードの交付　②緊急医療情報キットの給付　　③佐倉
市高齢者見守り協力事業者ネットワーク　④２市１町SOSネット
ワーク　⑤高齢者見守り事業

（３）見守り支援・もしもの
時の支援

①高齢者安心カードの交付　②緊急医療情報キットの給付
③佐倉市高齢者見守り協力事業者ネットワーク　④２市１町
SOSネットワーク

（１）認知症の理解を深め
るための普及・啓発

①認知症サポーター養成講座　②広報やリーフレットなどによ
る、認知症の理解促進等　③認知症サポート医、認知症専門
医による普及・啓発

・必要な方へ配食、緊
急通報装置貸出、高
齢者台帳登録により、
居宅生活支援を継続
実施
・各助成、SOSや見守
り協力ネットワークの
活用、介護者への支
援を実施

（１）成年後見制度
①成年後見制度利用支援　②成年後見審判請求事務等

（２）予防

（３）医療・ケア・介護サー
ビス・介護者への支援

①物忘れ相談の実施②認知症初期集中支援チームの配置③認知
症連携シート「さくらパス」の積極的な活用推進④多職種連携研修会
の開催⑤認知症地域支援推進員の配置⑥認知症カフェの開設⑦家
族介護支援(介護者教室・介護者のつどい)の開催

（２）認知症の人と介護者を
支えるネットワーク強化

①物忘れ相談の実施　②認知症初期集中支援チームの配置
③認知症連携シート「さくらパス」の活用　④多職種協働研修の
開催

（４）認知症バリアフリー、若
年性認知症の人の支援、
社会参加支援

①認知症高齢者声かけ訓練の実施　②若年性認知症の人への支
援、社会参加支援　　③チームオレンジの整備　④高齢者の虐待防
止ネットワークの活用　⑤２市１町SOSネットワーク　⑥成年後見制度
利用支援

（１）認知症の理解を深めるための普及・啓発

（３）認知症の人とその家族の視点を重視したやさしい地域づくり

（２）地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

①福祉のまちづくりの推進　②公共公益施設等の整備に
おけるユニバーサルデザイン化の推進

（２）地域ケア会議の推進 ①地域ケア個別会議の実施　②地域ケア推進会議の実施　③
介護予防のための地域ケア個別会議の取組強化

（２）安心して利用できる
交通基盤の整備

①道路整備　②公共交通の整備　③交通安全の推進
④移動が困難な高齢者に対する支援

（３）高齢者の虐待防止 ①高齢者をとりまく地域における見守り意識の高揚　②佐
倉市高齢者虐待防止ネットワークの活用

（４）養護老人ホームへの適切な入所措置

（４）介護保険などに関する
情報の提供・周知啓発

①介護保険や福祉制度に関する情報の提供　②介護
サービス事業者に関する情報の提供

（１）介護保険サービスの
推進

①事業所の整備　②事業者への支援　③共生型サービ
スの円滑な導入

（２）感染症等による健康危機への対応

（１）医療・介護連携における課題の把握と対応策の検討

（２）医療・介護関係者に対する相談体制の構築

（３）地域住民への普及啓発

（２）介護保険制度の円滑
な運営や給付の適正化

①サービスの質の担保　②適切な要介護認定の推進　③介護
給付適正化事業の推進　④低所得者等の負担軽減

（３）介護サービスの質の
向上

①苦情相談体制の充実　②介護相談員派遣事業の実施　③
介護人材の確保に関する取組と介護従事者への支援

（４）介護保険などに関する
情報の提供・周知啓発

①介護保険や福祉制度に関する情報の提供　②介護
サービス事業者に関する情報の提供

（１）介護保険サービスの
推進

①事業所の整備　②事業者への支援　③共生型サービ
スの円滑な導入

（１）医療・介護連携における課題の把握と対応策の検討

（２）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築・推進

（３）地域住民への普及啓発

第７期　計画　〔平成３０年～令和２年度〕 第８期　計画　〔令和３年～令和５年度〕

（２）地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

（４）養護老人ホームへの適切な入所措置

（２）多様な相談体制（総合相談）

（３）専門職による介護支援専門員の支援体制

・高齢者クラブ、ボラン
ティア活動への支援
実施
・従来の敬老会方式
は平成30年度限りと
し、令和2年度から支
援事業に変更（市主体
事業から地域主体事業
へ）

・生涯学習機会の提
供、生きがいや健康
維持増進を図る就労
支援を実施

・佐倉ふるさと体操や
わくわく体操活動を支
援、施術費一部補助
実施

（３）高齢者が生活しやす
い住まいの整備

①市営住宅の改修②高齢者に配慮したまちづくり・住宅づくりの誘導
③介護保険サービスにおける住宅改修費支給④高齢者の住まいに
関する情報提供、相談活動⑤高齢者施設の整備方針について

（３）高齢者の虐待防止 ①高齢者をとりまく地域における見守り意識の高揚　②佐
倉市高齢者虐待防止ネットワークの活用

（１）健康づくりの推進 ①心とからだの健康づくり　②歯と口腔の健康づくり　③
はり、きゅう、マッサージ等利用助成

（３）高齢者が生活しやす
い住まいの整備

①市営住宅の改修　②高齢者に配慮したまちづくり・住宅づくり
の誘導　③介護保険サービスにおける住宅改修費支給　④高
齢者の住まいに関する情報提供、相談活動　⑤高齢者施設の
整備方針について

（１）福祉のまちづくり推
進

①福祉のまちづくりの推進　②公共公益施設等の整備に
おけるユニバーサルデザイン化の推進

（２）安心して利用できる
交通基盤の整備

①道路整備　②公共交通の整備　③交通安全の推進
④移動が困難な高齢者に対する支援

（１）生活支援体制の整
備

①生活支援コーディネーターの配置　②協議体の設置及
び運営

（１）福祉のまちづくり推
進

令和３年度　第１回佐倉市高齢者福祉・
介護計画推進懇話会(令和3年6月21日)

・専門医による物忘れ
相談や各地区に認知
症初期集中支援チー
ム、地域支援員を配
置し、つなぐ取り組み
を実施
・オレンジカフェ等の
語りの場運営

・成年後見制度の更
なる普及啓発、利用
促進のため「佐倉市成
年後見制度利用促進
基本計画」を整備し、
相談や手続きの支援
を実施

・法令等に準拠した施
設のバリアフリー化、
歩行環境の整備につ
いて各関係者との協
議を実施

・住み慣れた地域で
日常生活が営めるよう
在宅医療、介護連携
対応を図った
・生き方が尊重される
よう「わたしらしく生きる
を支える手帳」を配布

・施設サービスや地域
密着型サービスを計
画にも続き整備
・介護給付費適正化5
事業を実施し改善を
図った、一部継続事
項も有
・介護職員初任者研
修やケア会議を実施
し、人材確保や資質
向上を図った

・介護予防リーダーの
養成や支援、情報交
換を実施、市民団体も
支援
・介護予防日常生活
支援総合事業実施、
生活支援コーディ
ネーターを各地域に
配置

（４）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築・推進

（４）圏域間の連携

（５）地域包括支援センターの事業評価

（１）安定した事業運営 ①地域包括支援センターの設置　②専門職の配置

（１）災害への対応 ①高齢者施設の整備方針について　②在宅避難者への対応

（２）介護保険制度の円滑
な運営や給付の適正化

①サービスの質の担保　②適切な要介護認定の推進　③介護
給付適正化事業の推進　④低所得者等の負担軽減

（３）介護サービスの質の
向上

①苦情相談体制の充実　②介護相談員派遣事業の実施　③
介護人材の確保と資質の向上　④介護従事者への支援と業務
効率化

（１）成年後見制度 ①成年後見制度利用支援②成年後見審判請求事務等

資料１－２


