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６ 事業一覧 

基本目標１ 社会参加と生きがいづくりを支援します 

【施策 １】生きがいづくりへの支援 

事業名 【担当課】 事業概要 

敬老祝金贈呈事業 

【介護福祉課】 

88 歳、100 歳に達する方に対し、誕生月に祝金を贈呈する。 

敬老助成券交付事業 

【介護福祉課】 

市民税非課税の 75 歳以上の在宅高齢者に対し、敬老助成券

（敬老バス券・敬老入浴券・敬老ハイヤー券のいずれか一

つ）を交付する。 

老人クラブ敬老旅行への支援 

【介護福祉課】 

高齢者の社会参加活動の促進を図るため、老人クラブ及び

老人クラブ連合会の研修を目的とした旅行のバス借上げ料

を助成する。 

老人クラブ活動への支援 

【介護福祉課】 

明るい長寿社会を実現するため、60 歳以上の高齢者により

組織する単位老人クラブの運営費を補助する。 

老人クラブ連合会活動への支援 

【介護福祉課】【社会福祉協議会】 

単位老人クラブにより組織する老人クラブ連合会に対して

運営費の補助と事務支援を行う。 

ふれあいセンター活動 

（講座・サークル活動） 

【ふれあいセンター】 

高齢者の健康の増進、教養の向上、生きがいを高めるため、

太極拳等の講座を開催するとともに、各種サークル活動を

支援する。 

公民館活動 

（公民館講座、出張公民館講座、 

グループ・サークル活動） 

【社会教育課】 

地域人材による学習成果の還元や活動機会の提供などによ

り、高齢者を含む市民の生きがいづくりや交流活動の促進

及び生活文化の振興を図る。 

社会教育事業 

（あいさつ運動、放課後子ども教室、

市民大学） 

【社会教育課】 

高齢者を含む地域住民の参加・協力を得て行う、あいさつ運

動や放課後子ども教室を通して、心豊かな子どもの育成や

安全安心居場所づくりへの関心や意識を高める。 

高齢者芸能交流大会 

【社会福祉協議会】 

高齢者が心身とも健やかに過ごすため、日ごろから取り組

んでいる踊りや歌などの演芸を発表する場として開催。参

加者の親睦交流の場にもなっている。 

スポーツ・レクリエーション活動 

（ゆったりノルディックウォーキン

グ教室、歩くスキー教室） 

【スポーツ振興課】 

気軽に運動を楽しめる環境を整え、年齢や体力に応じたス

ポーツやレクリエーション活動を行う。 

高齢者軽スポーツフェスティバル 

【介護福祉課】 

高齢者の健康づくり、仲間づくり等を目的として、軽スポー

ツ種目及びレクリエーションを実施する。 

通年型介護予防教室 

「いきいきシニアプログラム」 

【介護福祉課】 

要介護（要支援）認定を受けていない高齢者を対象に、運動

習慣の確立、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり予防、

認知症予防及びうつ予防等、さまざまなメニューを組み合

わせたプログラムを通年実施する。 

ふれあい・いきいきサロン 

「いきいき広場」 

【社会福祉協議会】 

介護予防運動やレクリエーション等を通じて、高齢者の健

康及び生きがい・仲間づくりを行う。介護予防・日常生活支

援総合事業の通所型Ｂサービスに位置づけて実施。 

ゆう「いきいきサロン」 

【ＮＰＯ法人ゆう】 

ＮＰＯ法人「ゆう」が主催するサロン活動で、高齢者を対象

として健康運動やレクリエーション等を実施する。 

地域サロン活動支援事業 

【介護福祉課】 

【社会福祉協議会】 

町内会等地域が主催する介護予防及び生きがい・仲間づく

りのためサロン活動に対し、各種指導やレクリエーション

の実施、備品の無償貸出、活動の拠点となる会場の借上げ費

用の助成などを行い、活動を支援する。 

老人憩の家の維持・管理 

【介護福祉課】 

高齢者の生きがいづくりの場の拠点施設である老人憩の家

の補修や保全等を行う。 
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事業名 【担当課】 事業概要 

地域公共交通サービスの利用促進 

【市民生活課】 

予約型乗合タクシーの運行により、高齢者をはじめとする

交通弱者の交通手段の確保や交通空白地域の改善に取り組

む。また、平成 29年４月からは敬老助成券による利用も可

能とし、高齢者の利用促進を図っている。 

生活支援体制整備事業 

【介護福祉課】 

高齢者の介護予防や在宅生活の支援強化のため、生活支援

コーディネーターの配置や協議体を設置し、地域事情（ニー

ズ）に応じたサービスの開発や充実を図り、高齢者の社会参

加や町内会・自治会など住民主体の地域の自主福祉活動等

を推進する。 

 

【施策 ２】社会貢献活動・就労への支援 

事業名 【担当課】 事業概要 

ボランティアセンターの運営 

【社会福祉協議会】 

社会福祉協議会がボランティアセンターを設置し、ボラン

ティア活動の需給調整と啓発・推進を図る。 

食生活改善協議会への支援及び 

推進員の養成 

【ふれあいセンター】 

食生活を中心とした健康づくりの正しい知識を普及するた

め、食生活改善協議会に対し助成するとともに、栄養士や保

健師等が活動を支援する。また、実践活動の担い手となる食

生活改善推進員を養成する。 

いきいき運動推進員の養成・支援 

【ふれあいセンター】 

高齢者の筋力低下予防や閉じこもり予防、生きがいづくり

を念頭に、地域でいきいき運動を推進するリーダーを養成

するとともに、その活動を支援するため交流会や研修会な

どを行う。 

シルバー人材センターへの支援 

【商工労働観光課】 

高齢者が長年の経験による技術や知識を生かし、生きがい

づくりにつなげるための就労の場を確保できるよう運営に

対し助成する。 

 

基本目標２ 健康づくり・介護予防を進めます 

【施策 ３】健康づくりの推進 

事業名 【担当課】 事業概要 

健康診査 

（国保特定健康診査、後期高齢者健康診査） 

【ふれあいセンター】 

健康の保持増進・早世予防を図るため、各種検査を実施し、

糖尿病等、生活習慣病の予防と早期発見・早期治療に努め

る。 

特定健康診査結果説明会 

【ふれあいセンター】 

特定健康診査の結果について情報提供するとともに、必要

に応じて生活習慣の改善を支援する。 

特定健康診査二次検診 

【ふれあいセンター】 

特定健康診査の結果から血管の状態や糖代謝を確認するた

めに、さらに詳しい検査を実施する。 

特定健康相談・家庭訪問 

【ふれあいセンター】 

生活習慣病を予防するため、特定健康診査の結果に基づく

継続した保健指導や、その他疾病等で支援が必要な方に保

健師及び栄養士が支援する。 

がん対策の推進（各種検診、講演会） 

【ふれあいセンター】 

がんの予防・早期発見・早期治療を推進するため、がんに関

する知識等の普及啓発や各種がん検診を実施する。 

市民健康栄養相談 

【ふれあいセンター】 

保健師による健康相談及び栄養士による栄養相談を実施す

る。 

すながわ健康ポイント事業 

【ふれあいセンター】 

保健事業等の参加に対して健康ポイントを付与し、特定健

診や各種がん検診等の受診率向上や、市民自らの生活習慣

の改善と健康づくりへの動機づけや意識の向上を図るきっ

かけとする。 
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事業名 【担当課】 事業概要 

老人クラブ健康教育・健康相談 

【ふれあいセンター】 

老人クラブにおいて血圧測定や健康相談を行うとともに、

高齢者の健康に必要な情報を提供する。 

町内会健康づくり推進事業 

【ふれあいセンター】 

町内会単位で健康づくり活動を推進するため、健康に関す

る講話や食生活改善協議会の協力による健康のための食に

関する知識を普及させる。 

高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防

接種の費用助成 

【ふれあいセンター】 

高齢者の肺炎の重症化予防のため、接種費用を助成する。 

いきいき運動推進事業 

【ふれあいセンター】 

いきいき運動を推進するため、地域サロン活動などにいき

いき運動推進員を派遣するほか、参加者が自らいきいき運

動を継続実施できるように支援する。 

糖尿病の重症化予防 

【ふれあいセンター】 

糖尿病が重症化するリスクの高い方を対象に、保健師及び

栄養士が医療機関と連携し、人工透析などへの移行を防止

するための適切な保健指導、栄養指導を行う。 

個別栄養相談・家庭訪問 

【ふれあいセンター】 

健診事後や各機関からの依頼などにより、管理栄養士など

が来所相談や家庭訪問による個別の栄養指導を行う。 

 

【施策 ４】介護予防・重度化防止に向けた取組の推進 

事業名 【担当課】 事業概要 

保健師・管理栄養士によるまちづくり

出前講座 

【ふれあいセンター】 

老人クラブや町内会等の要請に基づき、高齢者自らがより

健康的な生活について考えるきっかけとなるよう、疾病や

介護予防に関する講話等を実施する。 

ゆう「百歳体操」 

【ＮＰＯ法人ゆう】 

ＮＰＯ法人「ゆう」が主催するサロン活動で、高知県発祥の

「百歳体操」を取り入れ、地域の健康増進のために実施す

る。 

体力テスト 

【スポーツ振興課】 

文部科学省が推奨する「新体力テスト」に基づき、総合体育

館及びまちづくり出前講座により申込みを受け付けた団体

に対し希望する場所で実施する。 

 

基本目標３ いつまでも地域の中で暮らせる自立と安心のためのサービスを充実させます 

【施策 ５】介護保険サービスの提供と基盤整備 

事業名 【担当課】 事業概要 

訪問介護 

【介護福祉課】 

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の

介護や日常生活上の世話を行う。 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

【介護福祉課】 

看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補

助等を行う。 

居宅療養管理指導 

介護予防居宅療養管理指導 

【介護福祉課】 

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上必要な管

理や指導等を行う。 

通所介護 

【介護福祉課】 

デイサービスセンター等で入浴、食事の提供や生活に関す

る相談等、日常生活上の世話や機能訓練を行う。 

通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 

【介護福祉課】 

介護老人保健施設や病院等で心身の機能回復を図るととも

に、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法等を

行う。 

短期入所生活介護 

介護予防短期入所生活介護 

【介護福祉課】 

介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等

の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う。 
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事業名 【担当課】 事業概要 

短期入所療養介護 

介護予防短期入所療養介護 

【介護福祉課】 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、

看護及び医学的管理の下における介護、機能訓練、その他必

要な医療及び日常生活上の世話を行う。 

特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

【介護福祉課】 

有料老人ホームやケアハウスに入所する要支援・要介護者

に対し、入浴、排せつ、食事等の介護及びその他日常生活上

の世話及び機能訓練を行う。 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与 

【介護福祉課】 

車椅子や特殊寝台等の福祉用具を貸与する。 

特定福祉用具販売 

特定介護予防福祉用具販売 

【介護福祉課】 

ポータブルトイレ及び入浴補助用具等排せつや入浴に使わ

れる福祉用具の購入費の一部を支給する。 

住宅改修 

介護予防住宅改修 

【介護福祉課】 

手すりの取付け及び段差解消等、住宅改修費の一部を支給

する。 

居宅介護支援 

介護予防支援 

【介護福祉課】 

在宅で介護を受ける要支援・要介護者の心身の状況、希望等

を踏まえ、居宅（要支援者は介護予防）サービス計画を作成

するとともに、サービス提供機関との連絡調整等を行う。 

介護老人福祉施設 

【介護福祉課】 

入所者に対し施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、

食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練及び健康

管理等を行う。 

介護老人保健施設 

【介護福祉課】 

入所者に対し施設サービス計画に基づいて、医学的管理の

下における看護及び機能訓練、介護、その他必要な医療等を

行う。 

認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型通所介護 

【介護福祉課】 

認知症高齢者等に対し、デイサービスセンター等で入浴、食

事の提供や生活に関する相談等、日常生活上の世話や機能

訓練を行う。 

小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

【介護福祉課】 

施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて、居宅への訪

問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスを行う。 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

【介護福祉課】 

認知症高齢者等が共同で生活する住居において食事、入浴

等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 

【介護福祉課】 

定員が 29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や日

常生活上の世話、機能訓練等を行う。 

地域密着型通所介護 

【介護福祉課】 

定員が 18 人以下の小規模なデイサービスセンター等で入

浴、食事の提供や生活に関する相談等、日常生活上の世話や

機能訓練を行う。 

 

【施策 ６】自立生活への支援（高齢者福祉施策によるサービス） 

事業名 【担当課】 事業概要 

在宅高齢者配食サービス事業 

【介護福祉課】 

在宅において低栄養や食事の支度が困難な高齢者に対し、

栄養のバランスのとれた食事の提供及び安否確認を行う。 

除雪サービス事業 

【介護福祉課】 

除雪労力の確保が困難なおおむね 70歳以上の高齢者世帯等

に対し、有償で生活路の除雪を行う。 

紙オムツ利用券交付事業 

【介護福祉課】 

在宅で介護を受けている寝たきり高齢者等へ利用券を交付

し、衛生状態を維持するとともに経済的負担の軽減を図る。 

緊急通報装置設置事業 

【介護福祉課】 

高齢者の生活不安や人命の安全を確保するため、在宅の病

弱な高齢者等に対し、緊急通報装置の設置費用を助成する。 
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事業名 【担当課】 事業概要 

救急医療情報キット設置の推進 

【砂川消防署】 

高齢者等の安全・安心を確保するため、かかりつけ医や持病

等の医療情報や健康保険証の写し等を専用の容器に入れ、

自宅の冷蔵庫に保管する。 

市民ふれあいサービス事業 

【社会福祉協議会】 

日常生活の支援を必要とする高齢者等へ、住民参加型在宅

福祉サービスとして登録された提供会員（有償ボランティ

ア）により家事支援、外出・通院支援及び話し相手等のサー

ビスを提供する。介護予防・日常生活支援総合事業訪問型Ｂ

サービスに位置づけて実施。 

外国人高齢者・ 

障害者福祉給付金支給事業 

【介護福祉課】 

外国人登録をしている在日外国人高齢者・障がい者で公的

年金の受給要件を満たすことができない方に福祉給付金を

支給する。 

居宅介護住宅改修資金貸付事業 

【介護福祉課】 

介護保険制度において住宅改修費が 20 万円を超えた場合、

50 万円を限度として無利子で貸付する。 

住宅改修支援事業 

【介護福祉課】 

居宅介護支援等を受けていない場合、住宅改修費の支給申

請に係る理由書の作成経費を助成する。 

生活福祉資金貸付事業 

【社会福祉協議会】 

介護保険サービスの経費を負担することが困難な世帯など

に、必要な経費を原則無利子で貸付する。 

高齢者世帯等雪下ろし助成事業 

【介護福祉課】 

おおむね 70 歳以上の高齢者世帯等に対し、安全を確保する

ため、屋根の雪下ろし等に要した費用の一部を助成する。 

 

【施策 ７】介護保険サービス等の質の向上及び適正利用の促進 

事業名 【担当課】 事業概要 

介護保険サービス事業所向け研修会

の開催 

【介護福祉課】 

市内の介護保険サービス事業所を対象に、サービスの質の

向上を目的とした研修を開催する。 

介護保険サービスに関する苦情相談 

【介護福祉課】 

介護保険サービスの利用に際して、事業者等とトラブルが

生じた際に、事実関係を確認し、事業者等との調整を行う。 

介護給付適正化の推進 

【介護福祉課】 

医療情報との突合や縦覧点検を行い、介護サービス費の適

正化を図る。 

要介護認定の適正化の推進 

【介護福祉課】 

介護認定審査会委員や認定調査員の資質向上のため、研修

への参加を推進し、要介護認定調査の公平性の確保及び適

正化を図る。 

介護保険サービス事業者に対する指

導監査 

【介護福祉課】 

サービス事業者等の指導及び監査を行い、介護給付等対象

サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図る。 

介護保険制度の普及・啓発 

【介護福祉課】 

介護を必要とする高齢者等が、介護保険サービスを適正に

利用することができるよう介護保険制度の普及・啓発に努

める。 

介護サービス情報の公表と第三者評

価の促進 

【介護福祉課】 

介護サービス利用者が適切な事業者選択を行うことができ

るよう、介護サービスに係る「情報の公表」及び「第三者評

価」の促進を図る。 

介護人材の育成支援事業 

【介護福祉課】 

市内の社会福祉法人に対し、介護職員初任者研修の受講料

の助成を行うとともに、市内の介護保険サービス事業者等

の介護人材の確保や負担軽減につながる支援について検討

する。 

有料老人ホームの運営に対する指導

監査 

【介護福祉課】 

市内の有料老人ホームのサービス水準や経営の安定性を確

保するとともに入居者の保護を図るため、当該法人に対し

実地指導などの必要な指導を行う。 
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【施策 ８】認知症施策の推進 

事業名 【担当課】 事業概要 

認知症地域支援推進員等設置事業 

【介護福祉課】 

地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の方や

介護する家族に対する支援体制の強化を図るため、地域包

括支援センターに認知症地域支援推進員を配置する。 

認知症初期集中支援推進事業 

【介護福祉課】 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み

慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の方や介護する

家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を地域包

括支援センターに設置し、早期診断・早期対応に向けた支援

を行う。 

認知症カフェ（認知症の方及びその家

族等対象、町内会対象、医療・介護従

事者対象）の開催 

【介護福祉課】 

認知症やその家族の方の慰労の場となるひだまりカフェ、

地域の方に認知症の普及啓発を図り、地域における認知症

の方に対する日常的な見守りにつなげるための町内会対象

カフェ、医療・介護従事者が互いに認知症に関する情報交換

を行い適切なケアの向上につなげるための医療・介護従事

者対象カフェを開催する。 

認知症支援ボランティアぽっけとの

連携 

【介護福祉課】 

継続してボランティア活動が行えるよう、研修会等に対し

支援する。 

認知症ケアに携わる多職種連携の推

進 

【介護福祉課】 

認知症の人と家族への支援の質の向上を図るため、お互い

の役割等を理解し、課題を共有できるよう各職種間の円滑

な連携を推進する。 

認知症サポーターの養成 

【介護福祉課】 

認知症について正しい知識を身につけ、認知症高齢者等及

びその家族を見守る認知症サポーターを養成する。 

認知症に関する普及・啓発 

【介護福祉課】 

認知症を正しく理解してもらうため、講演会や講話を開催

するなど、普及・啓発に努める。 

認知症疾患医療センター及び 

かかりつけ医等との連携強化 

【介護福祉課】 

認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに配置し、

認知症疾患医療センター（市立病院）及びかかりつけ医等と

緊密な連携を図り、医療と介護の切れ目のない支援を実施

する。 

ＮＰＯ法人中空知・地域で認知症を支

える会への支援 

【介護福祉課】 

当該ＮＰＯ法人の活動が円滑に運営されるよう支援する。 

認知症を抱える家族の会への支援 

【介護福祉課】【ふれあいセンター】

【社会福祉協議会】 

継続して自主的な活動・組織運営が図られるよう、家族交流

会及び研修会等に対し支援する。 

徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク 

【介護福祉課】 

徘徊する高齢者の生命の安全を確保するため、保健所、警察

署、消防署及び各関係機関等による緊密な連携を図り、徘徊

高齢者の早期発見に努める。 

高齢者等位置情報提供サービス利用

助成事業 

【介護福祉課】 

徘徊する高齢者の早期発見及び安全確保と介護者の精神

的・経済的負担の軽減を図るため、ＧＰＳ方式による位置情

報提供サービス利用の初期費用を助成する。 

 

【施策 ９】在宅療養体制の充実 

事業名 【担当課】 事業概要 

訪問看護事業への支援 

【介護福祉課】 

訪問看護ステーションの看護師等が、主治医の指示の下、家

庭を訪問して病状観察や手当等を行う事業を支援する。 

市立病院地域医療連携室との連携 

【介護福祉課】 

患者の抱える不安等に対応するとともに退院後の在宅療養

及び転院を支援するため、市立病院地域医療連携室と緊密

な連携を図る。 
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事業名 【担当課】 事業概要 

砂川市地域包括ケアネットワークシ

ステムの推進 

【介護福祉課】 

【市立病院地域医療連携課】 

インターネットを利用した当該システムを活用し、市立病

院の医療情報などを医療機関及び介護事業所等で共有する

ことにより、支援が必要な高齢者等の迅速かつ的確な支援

を推進する。 

多職種連携の推進 

【介護福祉課】 

在宅療養における医療・介護・福祉の多職種間の連携の推進

を図る。 

在宅療養の普及・啓発 

【介護福祉課】 

市民が在宅療養について理解を深めるため、講演会や講話

を開催するなど、普及・啓発に努める。 

がん患者・家族に対する支援 

【市立病院地域医療連携課】 

市立病院地域医療連携室に「がん相談支援センター」を設置

し、がん患者・家族の心配事等の相談の受付や講座を開催す

るなどの支援を行う。 

日常生活用具貸与事業 

【社会福祉協議会】 

入院・入所中など介護給付・予防給付による用具貸与利用が

難しい場合、特殊寝台等の日常生活用具を貸与し、在宅期間

中の日常生活を支援する。 

 

【施策 10】地域包括支援センター機能の充実 

事業名 【担当課】 事業概要 

サテライト地域包括支援センター事

業 

【介護福祉課】 

地域で高齢者が活動する場に、地域包括支援センターの職

員が訪問して、総合相談や介護・福祉に関する情報提供等を

行う。 

主治医との連携強化 

【介護福祉課】 

介護予防プランの質の向上を図るため、主治医に対して情

報提供等を行い連携の強化を図る。 

支援困難事例等のケアマネジャーへ

の支援 

【介護福祉課】 

ケアマネジャーからの困難事例等に対する相談に応じると

ともに、必要な情報の収集及び提供等について支援する。 

地域ケア会議の開催 

【介護福祉課】 

多職種協働による個別ケース支援の検討を通じて地域課題

を整理し、地域包括ケアシステムを実現する上で必要な

ネットワークの構築等、地域づくりや資源開発につなげる

ため開催する。 

ケアマネジメント実務者研修会の開

催 

【介護福祉課】 

地域ケア能力の向上を図るため、介護サービス事業者等に

対し、実務者研修会を開催する。 

地域包括支援センター運営協議会の

開催 

【介護福祉課】 

地域の関係者全体で協議し、地域包括支援センターの適切、

公正かつ中立的な運営を確保するため開催する。 

高齢者及び障害者虐待防止連絡協議

会の開催 

【介護福祉課】【社会福祉課】 

高齢者及び障がい者の虐待の予防と早期発見等について協

議するため開催する。 

高齢者虐待防止の推進 

【介護福祉課】 

高齢者虐待の予防と早期発見のため、高齢者自身の届出、市

民やケアマネジャー等からの相談に対し、継続的支援をす

る。 

介護予防ケアマネジメント 

【介護福祉課】 

元気な高齢者、やや虚弱な状態にある高齢者及び要支援認

定者を対象に、その心身の状態等に応じて、介護予防事業や

その他の適切な事業が包括的に実施されるよう必要な支援

を行う。 
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【施策 11】暮らしやすい住環境の推進 

事業名 【担当課】 事業概要 

高齢者等の住まいに対する助成事業 

【建築住宅課】 

高齢者等が安心して生活できるように行う住宅改修工事に

係る費用の一部を助成し、安全に安心して住み続けること

ができる住まいの実現を図る。 

高齢者専用の公営住宅の適正な管理 

【介護福祉課】【建築住宅課】 

安否確認等のサービスが付加された公営住宅を適正に管理

する。 

高齢者向け住宅に関わる情報提供 

【介護福祉課】 

市民に対し、市内にある高齢者向け住宅についての情報を

提供し、高齢期になっても住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、支援する。また、高齢者向け住宅の整備を促すた

め事業者に対する情報提供を行う。 

住み替えに向けた環境づくりの推進 

【建築住宅課】 

高齢者世帯と子育て世帯との住宅規模のミスマッチを解消

するため、円滑な住み替えに寄与する環境づくりを推進す

る。 

 

基本目標４ 尊厳ある暮らしを支援します 

【施策 12】高齢者の尊厳と権利を守る支援 

事業名 【担当課】 事業概要 

成年後見支援センター運営事業 

【介護福祉課】 

認知症、知的・精神障がいなどにより、判断能力が十分では

ない方の権利や財産を守るため、成年後見に関する支援や

市民後見人の養成、広報啓発活動を行う。 

成年後見制度利用支援事業 

【介護福祉課】 

成年後見制度の利用を支援するため、認知症等で判断能力

が十分ではない一定の要件に該当する高齢者等に対し、申

立費用及び成年後見人等に対する報酬を助成する。 

日常生活自立支援事業 

【社会福祉協議会】 

在宅で判断能力に不安がある高齢者等が、地域で自立した

生活を送ることができるよう、福祉サービス利用手続及び

日常生活の金銭管理などを支援する。 

金銭管理等支援事業 

【社会福祉協議会】 

日常生活自立支援事業に該当しない施設入所者や病院入院

患者に対し、日常生活自立支援事業と同等の支援を行う。 

心配ごと相談所 

【社会福祉協議会】 

市民が抱える日常生活上での諸問題に対応するため、週１

回、総合福祉センターで開設する。 

消費生活相談 

【市民生活課】 

専門的な研修を受講した相談員が、商品やサービス等、消費

生活全般に関する苦情や問合せ等、市民からの相談を受け

付けることにより、情報提供や相談支援体制の充実を図り、

消費者被害の未然防止に努める。 

まちづくり出前講座の開催「気をつけ

よう悪質商法」 

【市民生活課】 

「悪質商法」のさまざまな手口や、被害に遭わないための注

意点を紹介する出前講座を行い、消費者被害の未然防止に

努める。 

法人後見事業 

【社会福祉課】【社会福祉協議会】 

【ＮＰＯ法人中空知成年後見センター】 

法人として成年後見人等となり、判断能力が不十分な方の

身上保護や財産管理などの支援を行う。 

 

基本目標５ 支え合いのしくみづくりを進めます 

【施策 13】介護者への支援 

事業名 【担当課】 事業概要 

地域高齢者見守り事業 

【介護福祉課】 

市、地域包括支援センター、民生児童委員、町内会等が連携

し、地域の実情に合わせた見守り体制を構築し、見守りが必

要な高齢者への支援を行う。 
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事業名 【担当課】 事業概要 

高齢者情報提供事業 

【介護福祉課】【社会福祉協議会】 

65 歳以上の高齢者に係る住所・氏名・年齢・性別と、本人

が同意した情報を市から社会福祉協議会へ提供し、希望す

る町内会・自治会等と共同利用することで、効果的・効率的

な高齢者の見守り活動などを推進する。 

家族介護慰労事業 

【介護福祉課】 

要介護４若しくは５に認定された高齢者等を在宅で１年以

上介護保険サービスを利用せず介護した方で一定の基準に

該当した場合、慰労金を支給する。 

介護手当支給事業 

【介護福祉課】 

寝たきり認知症高齢者等を３か月以上継続して介護した方

で一定の基準に該当した場合、手当を支給する。 

 

【施策 14】高齢者を地域で支えるしくみづくりの充実 

事業名 【担当課】 事業概要 

高齢者支え合いネットワーク事業 

【介護福祉課】 

地域で高齢者を見守るため、市と市内で活動している事業

者が協定を締結し、事業者が日常の業務の中で、高齢者の異

変に気づいた場合、市や地域包括支援センターに連絡して

もらうことで、早期に問題を発見し、効果的・効率的な支援

につなげる。 

民生委員による相談及び見守り活動 

【社会福祉課】 

担当区域において高齢者や障がい者などの安否確認や見守

りなどを行うほか、生活上の心配事の相談に応じるととも

に、必要な支援を行う。 

除雪ボランティア事業 

【社会福祉協議会】 

高齢者・障がい者世帯等を対象に、企業や学校などの協力を

得て除雪ボランティア活動を実施する。 

ボランティア活動器材等貸出事業 

【社会福祉協議会】 

市民をはじめ各種団体へ高齢者疑似体験セットや車椅子等

を無料で貸出し、福祉の醸成と市民福祉の推進を図る。 

小地域ネットワーク活動推進事業 

【社会福祉協議会】 

福祉部を設置している町内会への助成や地域福祉活動実践

者を対象に研修会を開催するなど、地域福祉活動に関する

支援を行う。 

避難行動要支援者名簿の整備 

【介護福祉課】【社会福祉課】 

災害発生時等に迅速かつ的確な対応を図るため、名簿の随

時更新を行う。 

感染症対策備蓄用品購入事業 

【ふれあいセンター】 

市の施設や市内の事業所等において、感染症が発生した際

に、感染症拡大を防止する観点から衛生用品等を確保・備蓄

する。 

 

  


