
第８期高齢者保健福祉計画　計画体系 （案）

分野 施策名 重点 新規 拡充 事業名（案） 担当課

出前講座の展開 介護保険課・地域包括ケア企画課
○ 学校教育における高齢者の理解促進 高齢福祉課・介護保険課
○ 認知症サポーター養成 高齢福祉課
認知症普及啓発 高齢福祉課

○ 豊田市ささえあいネットの推進 高齢福祉課・(消)予防課
お元気ですかボランティア養成及びお元気ですか訪問 高齢福祉課
高齢者クラブ友愛活動の促進 市民活躍支援課

○ ○ 見守りネットワークの強化 高齢福祉課、福祉総合相談課
○ 豊田市ささえあいネットの推進【再掲】 高齢福祉課・(消)予防課
お元気ですかボランティア養成及びお元気ですか訪問【再掲】 高齢福祉課
ひとり暮らし高齢者等登録制度の推進 福祉総合相談課
福祉電話訪問 高齢福祉課
緊急通報システムの設置 高齢福祉課

○ ○ 重層的支援体制の整備 福祉総合相談課
地域包括支援センター 高齢福祉課

○ 基幹型地域包括支援センターの機能強化 高齢福祉課
○ AIを活用した相談・支援 福祉総合相談課・情報戦略課

生活困窮者自立支援 福祉総合相談課
成年後見制度利用支援 福祉総合相談課
成年後見支援センター 福祉総合相談課
共生型サービスの推進 地域包括ケア企画課・障がい福祉課・介護保険課

○ ○ 在宅医療と福祉の連携強化 地域包括ケア企画課
地域ケア会議等 高齢福祉課

○ ○ リハビリ専門職との連携 介護保険課・高齢福祉課

○ 地域資源マップの構築 地域包括ケア企画課・情報戦略課・介護保険課

○ ○ 集いの場へのコーディネート強化 介護保険課・高齢福祉課・地域包括ケア企画課・地域保健課・市民活躍支援課

○ 民間活力を生かした集いの場の展開 高齢福祉課・介護保険課
○ ○ リハビリ専門職との連携【再掲】 介護保険課・高齢福祉課

○ 高齢者福祉施設 高齢福祉課・総務監査課
福祉センター 総務監査課
地域ふれあいサロン 社会福祉協議会
元気アップ事業の展開 地域保健課
地域介護予防活動支援事業の展開 地域保健課
健康づくり豊田21計画の推進 （保）総務課・地域保健課

○ 高齢者の生きがいづくり支援 市民活躍支援課
高齢者クラブ活動の支援 市民活躍支援課
シルバー人材センター 市民活躍支援課
とよたシニアアカデミー 市民活躍支援課
とよた市民福祉大学 社会福祉協議会
子ども食堂を活用した多世代が交流・活躍できる居場所の展開 福祉総合相談課
豊田市版中高年齢者活躍支援モデル事業の展開 産業労働課
敬老金の贈呈 高齢福祉課

○ 認知症サポーター養成【再掲】 高齢福祉課
認知症普及啓発【再掲】 高齢福祉課

○ 認知症の早期発見 高齢福祉課
○ 認知症本人発信支援 高齢福祉課

○ 認知症の早期発見【再掲】 高齢福祉課
○ ○ 集いの場へのコーディネート強化【再掲】 介護保険課・高齢福祉課・地域包括ケア企画課・地域保健課・市民活躍支援課

○ ○ リハビリ専門職との連携【再掲】 介護保険課・高齢福祉課

認知症地域支援推進員の活躍支援 高齢福祉課
認知症初期集中支援推進事業の展開 高齢福祉課
認知症カフェの推進 高齢福祉課
認知症介護家族会 高齢福祉課

○ 豊田市ささえあいネットの推進【再掲】 高齢福祉課
○ ○ 見守りネットワークの強化【再掲】 高齢福祉課、福祉総合相談課
○ ○ 認知症サポーターを中心とした支援チームづくり 高齢福祉課

成年後見制度利用支援【再掲】 福祉総合相談課
○ 若年性認知症本人・家族会 高齢福祉課
○ ○ 認知症の人の社会参加の仕組みづくり 高齢福祉課
○ ○ 集いの場へのコーディネート強化【再掲】 介護保険課・高齢福祉課・地域包括ケア企画課・地域保健課・市民活躍支援課

○ ○ 介護サービス事業所マネジメント層へのキャリアアップ支援 介護保険課
○ 介護職場環境向上支援 介護保険課
○ 外国人材の活用 介護保険課

○ ○ 豊田訪問看護師育成センター【一部再掲】 地域包括ケア企画課
豊田市・藤田医科大学連携地域医療学寄付講座の展開【一部再掲】 地域包括ケア企画課
介護支援専門員・介護職員の専門スキルの向上 介護保険課・高齢福祉課

○ 国内人材の創出 介護保険課
○ 学校教育における高齢者の理解促進【再掲】 高齢福祉課・介護保険課
出前講座の展開【再掲】 介護保険課・地域包括ケア企画課

避難行動要支援者名簿を活用した支援体制モデルの展開 福祉総合相談課
避難行動要支援者に対する防災意識向上策の推進 福祉総合相談課

○ 福祉事業所の災害体制強化策の推進 福祉総合相談課
○ ケアプランを活用した災害時個別計画の策定促進 福祉総合相談課

（2）感染症への備え ○ 介護サービス事業所への感染症対策啓発・指導 介護保険課

１　地域共生

２　介護予
防・ 健康づく

３　認知症

４　介護人材

（4）バリアフリーの促進と社会参
加

（1）介護に関わる人材支援

（1）ふれあい・健康づくり

（2）生きがいづくり・就労支援

（1）普及啓発・本人発信支援

（1）災害への備え
５　災害・ 感
染症

（2）認知症予防

（3）認知症本人・介護者への支援

（1）市民理解の促進

（2）市民参加の支え合い

（3）見守りの推進

（4）重層的な支援

（5）関係機関との連携
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分野 施策名 重点 新規 拡充 事業名（案） 担当課

「食」の自立支援事業の展開 高齢福祉課
生活管理指導短期宿泊・緊急短期入所 福祉総合相談課
日常生活衛生管理支援 介護保険課・高齢福祉課・福祉総合相談課・清掃業務課

すこやか住宅リフォーム助成 介護保険課
買い物環境改善事業の展開 商業観光課

家族介護交流会 高齢福祉課
認知症介護家族会【再掲】 高齢福祉課

○ 若年性認知症本人・家族会【再掲】 高齢福祉課
仕事と介護の両立支援に関する啓発 とよた男女共同参画センター（市民活躍支援課）・産業労働課

ショートステイの利用支援 介護保険課

○ セーフティネット住宅の登録と居住支援 定住促進課
サービス付き高齢者向け住宅の登録 定住促進課・介護保険課
有料老人ホームの設置運営への指導 介護保険課・総務監査課
シルバーハウジング（高齢者世話付住宅） 高齢福祉課・定住促進課
軽費老人ホーム（ケアハウス） 高齢福祉課
生活支援ハウス 総務監査課

○ 養護老人ホーム 高齢福祉課・福祉総合相談課

基幹バス・地域バス 交通政策課・各支所・地域支援課
ひとり暮らし高齢者等移動費助成 高齢福祉課

○ ○ 住民主体によるボランティア輸送への支援 介護保険課・福祉総合相談課・高齢福祉課

たすけあいプロジェクトの推進 交通政策課
自動車学校のスクールバスを利用した高齢者等交通対策 高齢福祉課
シルバーカー購入費助成 高齢福祉課
高齢者の交通安全支援 交通安全防犯課

（3）住まいの支援

（4）移動支援

６　日常生活

（1）生活支援

（2）家族介護支援
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