
【議題１】第８期計画の進捗状況について（報告事項）

Ⅰ 計画の概要

 １ 計画の位置づけ

本計画は、老人福祉法第20条の8の規定に基づく「市町村老人福祉計画」と、介
護保険法第117条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」とを一体化したもの
で、市の上位計画である「第8次豊田市総合計画」や関連計画、国・愛知県との整
合性を図っている。また、前計画である「第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画」の成果等を踏まえて策定した。 

２ 計画の対象 

市民及び介護保険の被保険者であり、主に65歳以上の高齢者 

３ 計画の期間 

2021年度から2023年度までの3か年 

４ めざす姿

おもいやりのまち 
 安心して 自分らしく 生きられる 支え合いのまちづくり  

５ 基本目標

Ⅰ 自分らしく生きられる支え合いのまちづくり
Ⅱ 安心して生きられる支え合いのまちづくり
Ⅲ 支え合いを推進するための基盤づくり

６ 重点施策

１ 介護予防・健康づくりに通じる社会参加
２ 地域共生を支える体制整備
３ 社会全体で取り組む認知症支援
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第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 重点施策一覧
資料1
ページ
数

1 高齢者の生きがいづくり支援
高齢者のセカンドライフや活躍事例の情
報提供、活動のきっかけづくり

市民活躍支援課 実施中 活動支援箇所総数（か所） 28 50 50 52 3

2
ＳＩＢを活用した社会参加型介護予
防事業の展開

民間の創意工夫による様々な介護予防事
業の展開

未来都市推進課 実施中
①参加者総数（人）
②継続者総数（人）

 ①2,000
②-

 ①4,000
②3,000

 ①4,000
②3,000

①795
②-

3

3 集いの場へのコーディネート強化
地域包括支援センターや交流館窓口にお
ける集いの場へのコーディネート

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

実施中 コーディネート実施箇所総数（か所） 5 25 50 9 4

4 リハビリ専門職との連携
福祉用具貸与や住宅改修の点検、地域包
括支援センター職員への研修

介護保険課
高齢福祉課

実施中
①リハビリ専門職の関与による住宅改修の点検
   数（件）
②リハビリ専門職による研修の参加者数（人）

①100
②28

①100
②28

①100
②28

①32
②29
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5
住民主体によるボランティア輸送へ
の支援

住民等の主体によるボランティア輸送
介護保険課
福祉総合相談課
高齢福祉課

実施中 ボランティア輸送検討地域数（か所） 3 3 3 4 5

1 重層的支援体制の推進
包括的相談支援、アウトリーチ等を通じ
た継続的支援、他機関協働、参加支援、
地域づくり

福祉総合相談課 実施中 地域づくり支援件数（件） 100 100 100 95 5

2 見守りネットワークの強化
見守り情報の一元化、多職種での共有・
連携、ICTの活用

高齢福祉課
福祉総合相談課

一部実
施中

高齢者見守りほっとライン協力機関登録
件数（件）

2,400 2,450 2,500 2,361 6

3
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

経営者や中核的人材への組織力向上のた
めの研修

介護保険課 実施中 キャリアアップ支援研修の参加者数（人） 30 30 30 32 6

4 在宅医療と福祉の連携強化
人材確保・育成、負担軽減、拠点整備、
普及啓発、多職種連携

地域包括ケア企画課 実施中
多職種連携ＩＣＴ「豊田みよしケアネッ
ト」加入率（％）

35 40 50 39.9 7

1
認知症サポーターを中心とした支援
チームづくり

ニーズに対応した支援チームづくり、
チーム結成に向けたステップアップ講座

高齢福祉課
一部実
施中

ステップアップ講座受講者数（人） 400 400 400 79 7

2
認知症の人の社会参加の仕組みづく
り

ボランティアや就労等の参加機会の創出 高齢福祉課 実施中
社会参加のマッチングを支援した地域包
括支援センター数（か所）

5 10 15 7 8

3
若年性認知症本人・家族会の開催支
援

若年性認知症の本人や家族の交流する機
会の提供

高齢福祉課 実施中 開催回数（回） 12 12 12 5 8

4 認知症の早期発見
様々な機会を活用した認知症早期発見の
啓発

高齢福祉課 実施中 チェックリストの配布数（部） 16,000 16,000 16,000 12,599 9

       重点施策３
社会全体で取り組む認知症
支援

【成果指標】
認知症の人を理解し、協力
している市民の割合
（2019年度認知症に係る各事業による

集計）

      9.2％ 

重点施策 事業名 概要 担当課

       重点施策１
介護予防・健康づくりに通
じる社会参加

【成果指標】
会・グループへ月1回以上
参加している高齢者の割合
（2019年度豊田市高齢者等実態調査）

      60.8％ 

       重点施策２
地域共生を支える体制整備

【成果指標】
高齢者の介護や福祉の相談
窓口の認知度
（2019年度豊田市高齢者等実態調査）

      46.7％ 

状況 R3目標
R3実績
4 11月

活動指標 R4目標 R5目標
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重点施策 Ⅰ
事業名 1

重点施策 Ⅰ
事業名 2

①2,000 ②- ①4,000 ②3,000 ①4,000 ②3,000
①795 ②- ① ② ① ②

.

介護予防・健康づくりに通じる社会参加
高齢者の生きがいづくり支援（社会参加や市民活動の推進）

担当課名 市民活躍支援課
活動指標 活動支援箇所総数（か所）

50
実績 52

事業概要

【目的】
  高齢者の多様な社会参加や市民活動の促進

【取組内容】
  ・セカンドライフの情報や市内で活躍する高齢者の事例集の情報提供
  ・学びの場や体験の場を含めた既存事業の連携支援

目標 R3 28
R4

50
R5

介護予防・健康づくりに通じる社会参加
SIBを活用した社会参加型介護予防事業の展開

担当課名 未来都市推進課
活動指標 ①参加者総数（人） ②継続者総数（人）

取組状況
(R3.11末時点)

  ・交流館等においてセカンドライフガイドブックを配布
  ・高齢者クラブにおいて、健康づくりをはじめセカンドライフの情報を提供
  ・高齢者の活躍機会の提供として、交流館と地域学校共働本部（学校含む）との連携を支援

課題と対応案

【課題】
  市民活動をはじめとした社会参加のすそ野の拡大
【対応案】
  ・セカンドライフガイドブックの活用の継続
  ・組織間の連携支援を通じた様々な場所での活動の機会を拡大

目標 R3 R4 R5
実績

事業概要

【目的】
  高齢者の社会参加機会・社会活動量の増加

【取組内容】
  ソーシャルインパクトボンド（ＳＩＢ）を活用し、民間の創意工夫による、趣味や運動、就労など
 の様々な介護予防事業を実施

取組状況
(R3.11末時点)

  ・事業開始（7月 ）、１１月末時点で３５社・３６種類のサービスを展開中、参加人数７９５人
  ・スカイホール豊田で各サービスの体験会を実施（８月）
  ・高齢者クラブ連合会を中心に市内の高齢者に関係のある団体との連携や協力依頼を実施。

課題と対応案

【課題】
  オンラインを活用したサービスへの参加が非常に少ない。
【対応案】
  ＩＣＴへの関心が高いと見込まれる層（企業退職者等）への効果的なＰＲ
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重点施策 Ⅰ
事業名 3

重点施策 Ⅰ
事業名 4

①100 ②28 ①100 ②28 ①100 ②28
①32 ②29 ① ② ① ②

介護予防・健康づくりに通じる社会参加
集いの場へのコーディネート強化

担当課名 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
活動指標 コーディネート実施箇所総数（か所）

50
実績 9

事業概要

【目的】
  今まで集まりなどに参加していなかった高齢者の社会参加の促進
【取組内容】
  高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや高齢者の交流の場である交流館、支所、また
 高齢者と接する機会が多い生活支援コーディネーターや保健師が、地域資源マップによって形式知化
 された集いの場の情報を活用し、高齢者のニーズに沿った社会参加につなげる。

目標 R3 5
R4

25
R5

介護予防・健康づくりに通じる社会参加
リハビリ専門職との連携

担当課名 介護保険課、高齢福祉課
活動指標 ①リハビリ専門職の関与による住宅改修の点検数（件） ②リハビリ専門職による研修の参加者数（人）   

取組状況
(R3.11末時点)

  ・モデル地区に選定した朝日丘、井郷地区の地域包括支援センター、交流館、生活支援コーディネ
   ーター、支所との意見交換会の開催（７月、１１月）
  ・集いの場情報の把握
  ・把握した集いの場情報のうち、「ずっと元気 プロジェクト」及び「地域スポーツクラブ」の情
   報を地域資源マップに掲載
  ・地域資源マップを活用した集いの場へのコーディネート事業をモデル地区において試行実施

課題と対応案

【課題】
  ・情報の鮮度の維持、掲載情報の責任の所在など運用ルールの確立
  ・地域資源マップのシステム選定
【対応案】
  ・既存の仕組みへの同期化、コーディネーターとの意見交換の実施

目標 R3 R4 R5
実績

事業概要

【目的】
  ①福祉用具貸与や住宅改修の効果的な実施
  ②地域包括支援センター職員が高齢者の自立した在宅生活に向けて専門的な知識を習得する。

【取組内容】
  ①・住宅改修の際のリハビリ専門職の点検の有無を確認
   ・リハビリ専門職派遣による現地確認（令和４年度からの愛知県事業を活用）
  ②地域包括支援センター職員向けにリハビリ専門職による研修を開催する。

取組状況
(R3.11末時点)

  ①住宅改修理由書の様式にリハビリ専門職の点検の有無の確認欄を設定し、受領委任登録事業者及
   び地域包括支援センター、ケアマネジャーに周知（４月 ）
  ②１０月１４日にリハビリ専門職を講師として、リハビリについての概要と生活期のリハビリにつ
   いて研修を開催し、地域包括支援センター職員２９人が受講した。

課題と対応案

 ①【課題】 リハビリ専門職派遣事業の効果的な活用
  【対応案】対象案件を抽出する基準の明確化
 ②【課題】 地域包括支援センター職員のリハビリに関する専門的な知識の不足
  【対応案】令和４年度以降のリハビリ専門職による研修の継続
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重点施策 Ⅰ
事業名 5

重点施策 Ⅱ
事業名 1

介護予防・健康づくりに通じる社会参加
住民主体によるボランティア輸送への支援

担当課名 介護保険課、福祉総合相談課、高齢福祉課
活動指標 ボランティア輸送検討地域数（か所）

3
実績 4

事業概要

【目的】
  高齢者の日常生活の支援と社会参加の促進

【取組内容】
  地域住民団体による検討と運営の支援

目標 R3 3
R4

3
R5

地域共生を支える体制整備
重層的支援体制の推進

担当課名 福祉総合相談課
活動指標 地域づくり支援件数（件）  

取組状況
(R3.11末時点)

  ・検討、運営の支援（１か所・たかみお助け隊）
  ・検討地域（３か所）

課題と対応案

【課題】
  個別の団体への運営支援をいつまで継続するかについて方針が定まっていない。
【対応案】
  公共交通担当課と地域交通全体の方針を踏まえて調整

100
実績 95

事業概要

【目的】
  世代や属性を超えて誰一人取り残さない支援の実現

【取組内容】
  ・包括的相談支援事業
  ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
  ・多機関協働事業
  ・参加支援事業
  ・地域づくり事業

目標 R3 100
R4

100
R5

取組状況
(R3.11末時点)

  挙母、猿投、高橋・松平、上郷、高岡の５拠点に配置した社会福祉協議会ＣＳＷ（コミュニティソ
 ーシャルワーカー）を中心に、お助け隊の結成に向けた支援や障がい者を中心とした地域に向けた活
 動創出、子ども食堂の立ち上げ支援、多世代の居場所づくりといった幅広い地域ニーズに対応するた
 め、地域との情報交換会や福祉に関する勉強会、地域づくりの実現に向けた地域との打合せを実施。
  具体例 お助け隊結成に向けた打合せ（岩倉東自治区）、高齢者が布を集め、障がい者が雑巾に作
 り変え、小学校に寄付する高齢者・障がい者・子どもの関わりづくり（逢妻中学校区）など

課題と対応案

【課題】
  契約上の制約から、社協ＣＳＷの配置が旧市内区域のみであり、旧町村区域は社協支所の自主事業
 であるため、実施体制に差が出ている。
【対応案】
  統一的な対応とするため、庁内関係部署と調整する。
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重点施策 Ⅱ
事業名 2

重点施策 Ⅱ
事業名 3

地域共生を支える体制整備
見守りネットワークの強化

担当課名 高齢福祉課、福祉総合相談課
活動指標 高齢者見守りほっとライン協力機関登録件数（件）  

2,500
実績 2,361

事業概要

【目的】
  高齢者の安全安心な暮らしの実現

【取組内容】
  ・多様な見守りの協力機関からの円滑な情報受信、得られた情報の一元化、多職種での情報共有・
   連携
  ・既存の見守り施策を補完するＩＣＴを活用した見守りツールの導入の検討
  ・見守り協力機関の増加

目標 R3 2,400
R4

2,450
R5

地域共生を支える体制整備
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

担当課名 介護保険課
活動指標 キャリアアップ支援研修の参加者数（人）

取組状況
(R3.11末時点)

  ・ＩＣＴを活用した見守りツールの情報収集及び企業との意見交換
  ・ＩＣＴ見守りツールの導入に向けた実証実験の実施に向けた調整
  ・ささえあいネット協力機関への登録勧奨

課題と対応案

【課題】
  ・見守りの対象となる高齢者の実態把握が困難
  ・見守り情報を協力機関と共有する上での個人情報保護の壁
【対応案】
  ・見守りの協力機関による情報共有の円滑化
  ・市の見守り制度等への登録勧奨の強化

30
実績 32

事業概要

【目的】
  介護に関わる人材の定着と新規採用の増加

【取組内容】
  市内介護サービス事業所のマネジメント層である経営者や中核的人材に対する組織運営向上のため
 の支援

目標 R3 30
R4

30
R5

取組状況
(R3.11末時点)

  「職場環境向上研修」の開催
  ・多様なメンバーを活かした職場のコミュニケーション（７月）
  ・職員のやる気を引き出すリーダーシップ（９月）

課題と対応案

【課題】
  研修の参加者の職場での実践に対するアフターフォロー
【対応案】
  参加者へのヒアリングと次回研修企画への反映
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重点施策 Ⅱ
事業名 4

重点施策 Ⅲ
事業名 1

地域共生を支える体制整備
在宅医療と福祉の連携強化

担当課名 地域包括ケア企画課
活動指標 多職種連携ＩＣＴ「豊田みよしケアネット」加入率（％）

50
実績 39.9

事業概要

【目的】
  誰もが住みなれたまちで自分らしく最期まで過ごすことができるようにする。

【取組内容】
  ・豊田加茂医師会在宅相談ステーション（おうちでねっと）を中心に在宅医療の体制を強化
  ・多職種が連携したＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）を推進

目標 R3 35
R4

40
R5

社会全体で取り組む認知症支援
認知症サポーターを中心とした支援チームづくり

担当課名 高齢福祉課
活動指標 ステップアップ講座受講者数（人）

取組状況
(R3.11末時点)

  ・総合療法士育成センターの令和４年度開設に向け、カリキュラム等を検討（令和３年４月 ）
  ・かかりつけ医バックアップ体制（令和３年７月 ）、在宅医療機器の共同利用（令和３年１０月
    ）の開始
  ・オンラインカンファレンスのガイドライン案の作成（令和３年７月）
  ・ＣＢＲ（地域リハビリテーション）イノベーションセンターの開設（令和３年１１月）
  ・ＡＣＰ啓発強化期間による市民啓発の実施（令和３年１１月 ）
  ・ＡＣＰツール「わたしのノート(スタート編)」を活用した、チームでの意思の共有手法の検討
   （令和３年７月 ）

課題と対応案

【課題】
  「わたしのノート（スタート編）」を活用した意思の共有手法について周知が必要
【対応案】
  専門職向け手引きをR4年度中に作成し、周知していく

400
実績 79

【目的】
  認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

【取組内容】

目標 R3
400

R4
400

R5

事業概要

  認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みの構築

取組状況
(R3.11末時点)

  ・地域包括支援センターブロック協力事業(認知症検討委員)で「チームオレンジ（認知症サポータ
   ーを中心とした支援チームづくり）」を選択したブロックにおいて、市とともにモデルチームの
   結成に向けて取り組む。
  ・１０月１１日チームオレンジにおける先進地とのオンライン交流会開催

課題と対応案

【課題】
  地域包括支援センターブロック協力事業の成果を踏まえた市の目指す方向性の決定、関係者への理
 解促進
【対応案】
  関係機関との円滑な調整及び合意形成、地域包括支援センター職員（認知症地域支援推進員）向け
 研修会の実施
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重点施策 Ⅲ
事業名 2

重点施策 Ⅲ
事業名 3

社会全体で取り組む認知症支援
認知症の人の社会参加の仕組みづくり

担当課名 高齢福祉課
活動指標 社会参加のマッチングを支援した地域包括支援センター数（か所）

15
実績 7

事業概要

【目的】
  認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

【取組内容】
  企業や介護サービス事業所等と連携して、認知症の人がそれぞれの個性に合わせたボランティアや
 就労等に参加する機会を創出

目標 R3 5
R4

10
R5

社会全体で取り組む認知症支援
若年性認知症本人・家族会の開催支援

担当課名 高齢福祉課
活動指標 開催回数（回）

取組状況
(R3.11末時点)

  地域包括支援センターにおいて認知症の人の社会参加支援を実施。特に地域包括支援センターブロ
 ック協力事業(認知症検討委員)で「社会参加支援」を選択したブロックにおいては、市とともに認知
 症の人と社会参加受入れ先とのマッチングなどに取り組む。

課題と対応案

【課題】
  地域包括支援センター、介護サービス事業所、企業など、認知症の人の社会参加支援に関わる機関
 が繋がり、情報共有できる場の確保及び社会参加支援のための体制整備
【対応案】
  継続的な情報交換会などの開催

12
実績 5

事業概要

【目的】
  若年性認知症の本人及び家族にとって「気持ちが楽になる」「安心して集まれる」「仲間がいる」
 場の提供

【取組内容】
  同じ境遇や悩みを持つ者同士で集う交流会の実施、専門職による相談会の開催など

目標 R3 12
R4

12
R5

取組状況
(R3.11末時点)

  ・若年性認知症本人・家族会の定期開催（４月、６月、１０月は新型コロナウイルス感染症の影響
   により中止）
  ・９月５日世界アルツハイマー月間にあわせた若年性認知症理解啓発イベントの開催（新型コロナ
   ウイルス感染症の影響により集合開催からオンライン開催に変更）

課題と対応案

【課題】
  ・本来のターゲット（若年層の認知症の人とその家族）と参加者の実態との乖離
  ・本会を運営する人材の不足
【対応案】
  ・若年性認知症理解のためのイベントを活用した一般市民への啓発と企業への理解促進
  ・ターゲットが参加しやすく、人材不足に対応できる開催方法への見直し
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重点施策 Ⅲ
事業名 4

社会全体で取り組む認知症支援
認知症の早期発見

担当課名 高齢福祉課
活動指標 チェックリストの配布数（部）

取組状況
(R3.11末時点)

  ・認知症サポーター養成講座での配布
  ・各地域包括支援センターや医療機関への配布
  ・世界アルツハイマー月間での認知症啓発ブースでの配布

課題と対応案

【課題】
  認知症サポーター養成講座における、講師によるチェックリストの説明のばらつき
【対応案】
  講師に対するチェックリスト配布趣旨の再周知

16,000
実績 12,599

事業概要

【目的】
  認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会及び将
 来の生活への備えの実現

【取組内容】
  認知症を早期発見することの大切さの啓発や認知症サポーター養成講座や認知症関連ブース設置時
 に早期発見のツールとしてチェックリストを配布する。

目標 R3 16,000
R4

16,000
R5
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