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＜ 市・区役所等の一覧 ＞ 
１ 市役所一覧 
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３ 区社会福祉協議会一覧 
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Ⅰ よこはま地域包括ケア計画 
 －第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画（2021年度-2023年度）－ 

1 横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けて                          
2 計画の概要                                             

 
Ⅱ 介護予防・健康づくり、生きがい推進施策 
 －介護予防・健康づくり－ 

1 よこはまウォーキングポイント事業                                     
2 元気づくりステーション事業                                        
3 健康診査                                            
4 がん検診事業                                        
5 横浜市肝炎対策事業                        

 
－生きがいと社会参加－ 
６ 老人クラブ助成事業                                        
７ 敬老特別乗車証交付事業                                  
８ 在日外国人高齢者・障害者等福祉給付金支給事業             
９ ヨコハマさわやかスポーツ普及事業                

10 横浜国際プール                         
11 スポーツ医科学センター                     
12 高齢者・中高年健康教室                    
13 シャフルボードコート設置運営事業               
14 シルバー人材センター事業                  
15 高齢者優待入浴事業                     
16 敬老月間事業                                
17 高齢者のための優待施設利用促進事業          
18 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加事業     
19 生きがい就労支援スポット運営事業                
20 よこはまシニアボランティアポイント事業         

 
－利用できる施設－ 

21  老人福祉センター                           
22  高齢者保養研修施設ふれーゆ                
23  老人憩いの家                             
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Ⅲ 介護保険外のサービス 
－在宅の要援護高齢者への支援－ 

24  ねたきり高齢者等日常生活用具（あんしん電話）貸与事業  
25  高齢者食事サービス事業                                     
26  生活支援サービス高齢者見守り協働事業（生活あんしんサポート事業）          
27  ねたきり高齢者等日常生活用具（紙おむつ）給付事業                                    
28  訪問理美容サービス事業 
29  外出支援サービス事業 
30  訪問歯科診療  
31  生活支援ショートステイ事業 
32  訪問指導事業 
33  中途障害者地域活動センター 
34  在宅リハビリテーション事業 

 
－認知症高齢者等に対する支援－ 

35  認知症高齢者保健福祉相談事業                
36  よこはま認知症コールセンター                
37  認知症高齢者等緊急対応事業                                
38  認知症高齢者地域支援事業                                 
39  認知症疾患医療センター事業                  
40  認知症サポーターキャラバン事業               
41  認知症初期集中支援推進事業  
42  介護者支援 
43  若年性認知症支援コーディネーター 

 
－すまいに関する支援－ 

44  高齢者等住環境整備事業                          
45  市営住宅                                
46  横浜市高齢者向け優良賃貸住宅                   
47  サービス付き高齢者向け住宅登録制度               
48  横浜市居住支援協議会相談窓口               
49  横浜市住まいの相談事業                     
50  高齢者住替え促進事業                       

 
－福祉保健活動等への支援－ 

51  よこはま ふれあい助成金    
52  横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業  
53  高齢者生きがい活動促進支援事業 
54  横浜市介護予防・交流拠点整備事業                   
55  福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」             
56  横浜生活あんしんセンター・区社協あんしんセンター                                  
57  よこはま成年後見推進センター 

 
－福祉施設等－ 

58  養護老人ホーム                         
59  軽費老人ホーム（Ａ型）（ケアハウス） 
60  地域ケアプラザ整備運営事業        
61  脳卒中・神経脊椎センター運営事業           
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－医療福祉－ 
62  後期高齢者医療制度                      
63  重度障害者医療費助成事業                        

 
－その他－ 

64  高齢者虐待防止事業 
65  介護相談員派遣事業 
66  介護給付費適正化事業 

 
Ⅳ その他の制度 
－年金－ 
67  国民年金（老齢基礎年金）                       
68  老齢福祉年金                              

 
－公共料金・税の減免－ 

69  介護保険サービス等の医療費控除 
70  高齢者の所得税の障害者控除 
71  高齢者の市民税・県民税の障害者控除 
72  バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 
73  粗大ごみ処理手数料 
74  水道料金・下水道使用料関係                        

 
－その他の支援－ 

75  ごみ出しの支援 
76  郵便等により自宅等で不在者投票ができる制度 
 

－福祉のまちづくり－ 
77  福祉のまちづくり推進事業                                    

 
－災害対策－ 

78  災害時要援護者支援事業                   
 
－福祉調整委員会－ 

79  横浜市福祉調整委員会                                        
 
Ⅴ 参考資料 
１ 横浜市高齢者人口の推移 
２ 全国と横浜市の比較 
３ 横浜市区別高齢者人口                                        
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