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第３章 計画の基本目標 

 

１ 第５期計画の振り返り及び第６期計画の推進に向けた課題 

◆ 第５期計画の基本目標と施策の基本的な方向 

 

   

  

  

  
  
・元気なうちから健康づくり・介護予防に取り組めるよう支援します。 
・高齢者が自ら担い手として地域活動に参加できるよう介護支援ボランティア
ポイント事業を推進します。 
・地域での支え合い体制を推進します。 

  
・地域包括支援センターの機能を充実し、地域の連携づくりを推進します。 

・24 時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」を展開し

ます。 
・小規模多機能型居宅介護サービスを充実します。 
・医療機関と介護サービス提供機関相互の連携の強化を図ります。 
・認知症対策を充実します。 

  
・一人ひとりの状況に応じた施設・住まいで、自分らしく安心して生活するこ

とができる環境づくりを進めます。 

・介護事業所を併設した住まいづくりなどに取り組みます。 

3 自分に合った施設・住まいが選べるために 

  
  
  
  
  

2 地域包括ケアの実現のために 

1 いきいきと活動的に暮らせるために 

  

  
・サービスの質の確保・向上のための仕組みづくりを進めます。 
・介護人材の安定供給、定着促進に取り組みます。 

安心の介護を提供するために 

 基本目標 

 高齢者が地域で引き続き自立した生活が送れるよう、
その人の状態に応じて、医療、介護、予防、住まい、  
生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケア
システム」の実現を目指します。 

 

施策の基本的な方向

施策推進の視点
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◆ 第５期計画の施策体系 
 

 

 １　特別養護老人ホーム等施設の整備

 ２　高齢者の多様な住まい方への支援

 １　介護人材の確保に向けた取り組み

 ２　介護サービスの質の確保

 ３　苦情相談体制の充実

 ４　市民の事業参画及び市民との連携

 １　地域包括ケアシステムの充実

 ２　２４時間対応型サービス等の提供

 ３　在宅療養を望む高齢者等への支援

 ４　認知症高齢者等への支援

 ５　高齢者虐待への取り組み

 ６　在宅生活を支援するサービスの充実

 １　健康づくり・介護予防の総合的な推進

 ２　高齢者の積極的な社会参加の促進

 ３　地域で支え合う仕組みづくり

 ４　権利擁護の取り組みの充実

 ５　高齢者にやさしい・安心のまちづくりの推進

１ いきいきと活動的に暮らせるために

２ 地域包括ケアの実現のために

３ 自分に合った施設・住まいが選べる

ために

安心の介護を提供するために

施策推進の視点 
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◆第５期計画の振り返り 

＜１ いきいきと活動的に暮らせるために＞ 

１ 健康づくり・介護予防の総合的な推進 

主な事業 振り返り 

新たな介護予防の展開 

 

介護予防事業を教室型から地域づくり型として「地域で介護予防に取り

組むグループ活動」を市民と協働で行う事業に転換し、元気づくりステー

ション事業を推進した。 

健康横浜２１の推進 

 

「第 2 期健康横浜 21」を策定し、健康寿命の延伸を基本目標に生活習慣

の改善と、生活習慣病の重症化予防に取り組んだ。 

生涯にわたる市民の主体

的な健康づくりへの支援 

「100 万人の健康づくり戦略キックオフキャンペーン」や「よこはまウォーキ

ングポイント事業」など、歩くムーブメントを広げていく取組を行った。 

２ 高齢者の積極的な社会参加の促進 

主な事業 振り返り 

介護支援ボランティアポ

イント事業の推進 

介護支援ボランティアポイント事業は、高齢者施設以外に対象施設を拡

大した。 

社会参加等生きがい活

動への支援 

老人クラブへの助成や敬老パス交付等により高齢者の社会参加の促進

を図った。 

高齢者の就業支援 （公財）シルバー人材センターでは、会員数の増加に加え、就業延べ人

数、契約金額、受注件数いずれの実績も増加傾向にある。 

３ 地域で支え合う仕組みづくり 

主な事業 振り返り 

地 域 福 祉 保 健 計 画 の

推進 

地区別計画に基づき、身近な地域における課題解決の取組を住民と協

働で進めた。また、誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づく

りを目指し、第３期市地域福祉保健計画を（社福）横浜市社会福祉協議

会の市地域福祉活動計画と一体的に策定した。 

一 人 暮 らし・日 中 独 居

高齢者への支援 

ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業を市内全域で実施すること

で、民生委員の活動支援を推進した。 

災害時要援護者対策の

推進 

災害時要援護者支援事業を実施した自治会町内会が増え、日常からの

防災に対する備え、地域のつながりづくりのための取組が進展した。 

４ 権利擁護の取組の充実 

主な事業 振り返り 

市民後見人の養成と活

動支援の実施、成年後見

制度の利用促進 

市民後見人の養成及び横浜市市民後見人バンク登録者の支援を実施。

専門職団体や地域ケアプラザと連携し、普及啓発を実施した。 

消費者被害等の防止 振り込め詐欺防止キャンペーン等の広報を実施した。また、悪質商法被

害未然防止に関する講座を実施した。 

５ 高齢者にやさしい・安心のまちづくりの推進 

主な事業 振り返り 

福祉のまちづくりの普及・

啓発 

小学生向けリーフレットの配布、建築士や本市職員向けの研修、「思い

やりパーキングマナー運動」等の啓発を実施した。 

わかりやすい情報の受

発信 

建築物や道路、公園、公共交通機関等のバリアフリーをさらに進めるた

め、福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリー条例を一本化した。 

施設等のバリアフリー化 鉄道事業者に駅舎へのエレベーター設置を、市内に営業所を持つ民営

バス事業者にノンステップバスの導入を促し、公共交通機関のバリアフ

リー化を進めた。 
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◆第６期計画の推進に向けた課題 

＜１ いきいきと活動的に暮らせるために＞ 
１ 健康づくり・介護予防の総合的な推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢者の積極的な社会参加の促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域で支え合う仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 権利擁護の取組の充実 

 

 

 

 
 

 

５ 高齢者にやさしい・安心のまちづくりの推進 

 

高齢者が歩いて行ける身近な場所で、健康づくり・介護予防に取り組むことができる

よう、市民の自助・共助による取組が促進される地域づくりを支援し、地域の特性を生

かしながら住民と協働で健康づくり・介護予防を推進することが必要。 

超高齢社会を迎え、市民活力の向上、地域のつながりづくり、医療費・介護費の伸び

の抑制のため、新たな健康づくり施策の展開が求められている。 

元気な高齢者が生きがいをもって活躍する生涯現役社会の実現に向けた、地域社会で

の活躍・貢献できる環境づくりが必要。 

今後も高齢者の増加が見込まれる中では、高齢者の健康・生きがいづくりの推進はこ

れまで以上に重要な取組となることから、見直し・機能強化も含めた既存資源の利活用

や企業等のノウハウを活用した取組などを取り入れながら、引き続き、高齢者の健康増

進・社会参加を促進していく必要がある。 

住民相互のつながりをさらに強め、身近な地域で主体的に課題解決に取り組む仕組み

づくりをさらに進めていくためにも、地区別計画の取組推進への継続した支援が必要。

支援を必要とする人が的確に支援につながる仕組みをつくるため、地域ケア会議等、

身近な地域における課題の早期発見の仕組みと共助の仕組みを連動させ、強化すること

が必要。 

高齢者が成年後見制度を円滑に利用できる方策や、将来の不足が予測される後見人等

候補者の確保等について、検討が必要。 

振り込め詐欺の被害は依然として増加傾向にあり、関連団体と連携した啓発活動が必要。

高齢者の消費者被害も増加傾向にあり、被害の未然防止に努めることが必要。 

施設等のバリアフリー化をより一層進めていく必要がある。  

また、ハード面のバリアフリー化を進めるだけでなく、多目的トイレやエレベーター

の利用マナー啓発、思いやりや譲り合いの気持ちの育成等、心のバリアフリー化を進め

るためのソフト施策をさらに進めていく必要がある。 
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◆第５期計画の振り返り 

＜２ 地域包括ケアの実現のために＞ 

１ 地域包括ケアシステムの充実 

主な事業 振り返り 

地域包括支援センターの

設置と円滑な運営 

新設地域ケアプラザに地域包括支援センターを設置した。また、地域ケ

アプラザ連携指針を作成し、地域ケアプラザ内における地域交流部門と

の連携を踏まえた地域包括支援センターのあり方を示した。 

地域包括支援センター機

能の充実 

地域包括ケアシステム実現のためのツールとなる地域ケア会議につい

て、個別ケース地域ケア会議の試行実施に取り組んだ。 

２ 24 時間対応型サービス等の提供 

主な事業 振り返り 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を整備、事業者連絡会を立

ち上げ、リーフレット作成や事例発表会を行った 

小規模多機能型居宅介

護及び看護小規模多機

能型居宅介護（旧サービ

ス名：複合型サービス） 

小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事

業所（旧サービス名：複合型サービス）は、未整備圏域を中心に整備を

行った。 

３ 在宅療養を望む高齢者等への支援 

主な事業 振り返り 

在宅療養連携の推進 横浜市在宅療養連携推進協議会や、在宅療養連携研修会を開催し、顔

の見える関係づくりに努めた。 

医療的ケアが必要な方へ

の在宅サービス等の提供 

在宅医療・介護の連携推進のため、在宅医療連携拠点事業を 1１区で実

施した。 

４ 認知症高齢者等への支援 

主な事業 振り返り 

認知症に関する知識の

普及啓発の促進 

認知症キャラバン・メイトの養成、認知症サポーター養成講座を実施し

た。 

認知症高齢者の早期発

見・対応などの支援体制 

整備 

認知症サポート医の養成や、早期発見・早期対応のためのかかりつけ医

研修を開催した。 

認知症疾患医療センター

の整備＜新規＞ 

認知症疾患医療センターを二次医療圏ごとに設置。 

５ 高齢者虐待防止への取組 

主な事業 振り返り 

高齢者虐待予防の普及

啓発 

広報よこはま人権特集号に高齢者虐待のコラムを掲載するとともに、市

民講演会を開催するなど、普及啓発に努めた。 

養護者による高齢者虐待

への対応 

各区において、各種啓発や養護者支援に努めた。また、弁護士相談体

制を拡充、事例集を作成・配布した。 

６ 在宅生活を支援するサービスの充実 

主な事業 振り返り 

適切なケアプランの作成 ケアマネジャー連絡会及び研修を継続的に実施した。 

介護保険以外のサービス

の提供 

あんしん電話貸与事業について、利用可能な電話回線の拡大及び緊急

受信センターの利用要件緩和等、サービスの充実を図った。また、寝具

丸洗い乾燥事業を終了したほか、在宅生活支援ホームヘルプ及び自立

支援ホームヘルプの新規受付を終了した。 
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◆第６期計画の推進に向けた課題 

＜２ 地域包括ケアの実現のために＞ 
１ 地域包括ケアシステムの充実 

 

 

 

 

 

 

 

２ 24 時間対応型サービス等の提供 

 

 

 

 

 

 

 

３ 在宅療養を望む高齢者等への支援 

 

 

 

 

 

 

４ 認知症高齢者等への支援 
 

 

 

 

 

 

 

５ 高齢者虐待防止への取組 

 

 

 

 

 

６ 在宅生活を支援するサービスの充実 

 

 

 

 

地域包括支援センターの機能充実を図るとともに、運営の質の維持・向上に引き続き

努める必要がある。 

地域ケア会議について効果的に実施できるよう、必要な研修の実施や具体的な展開方

法について検討が必要。 

自立支援に向けた適切なサービス提供やケアプランのチェック体制などについて検討

が必要。 

介護保険外サービスについて、平成 27 年度の制度改正における生活支援サービスの検

討の中で、現在のサービスの在り方を考えていく必要がある。 

高齢者虐待に関する相談・通報事例は漸増傾向にあるとともに複雑化しており、高度

かつ多様な援助技術が求められている。虐待対応のノウハウの蓄積・活用方法について

検討が必要。 

認知症サポーターが、認知症の人や家族を支援する活動につながるような働きかけが

必要。 

かかりつけ医・認知症サポート医・専門医療機関の役割の明確化と早期発見・早期対

応に向けた連携体制の構築が必要。 

認知症疾患医療センターが、圏域内の医療水準の向上や医療・介護連携の促進に向け

役割を発揮できるよう具体的取組の検討が必要。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者数が計画見込量を下回っている

ため、広報・利用普及にさらに努める必要がある。 

小規模多機能型居宅介護の整備促進を図るとともに、医療ニーズにも対応する看護小

規模多機能型居宅介護（旧サービス名：複合型サービス）の整備推進の検討が必要。 

在宅医療を担う医師を確保し、医療と介護の連携を強化するため、在宅医療連携拠点

の拡充が必要。 
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◆第５期計画の振り返り 

＜３ 自分に合った施設・住まいが選べるために＞ 

１ 特別養護老人ホーム等施設の整備 

主な事業 振り返り 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームは、年間 300 床の整備が概ね計画通り進んでいる。

その他の施設等整備 特定施設について、医療ニーズへの対応や、低料金、立地条件など、横

浜市が期待する役割やニーズに対応した整備を行った。 

２ 高齢者の多様な住まい方への支援 

主な事業 振り返り 

住み替え等に関する情報

提供、相談等の充実 

相談窓口「住まいるイン」での、高齢者向け住宅や施設等の情報提供

や、民間事業者と連携し、地域ケアプラザでの出前講座等を行った。 

高齢者向け住宅の整備 サービス付き高齢者向け住宅について、指定登録機関、県及び県下の

他都市と意見調整や情報交換を行いながら登録事務を進めた。 

 

＜安心の介護を提供するために＞ 

１ 介護人材の確保に向けた取組 

主な事業 振り返り 

将 来 の 介 護 人 材 育 成

確保 

中高校生向けに介護の仕事を紹介するパンフレットを作成し、市内中高

等学校に配布した。また、高校生の職場体験について実施した。 

介護人材の就労支援 横浜市介護人材求人情報提供システムの検索機能を見直し、利便性を

高めた。 

２ 介護サービスの質の確保 

主な事業 振り返り 

介護保険事業者に対す

る指導・監査 

監査の結果、重大な法令違反を確認した介護保険事業者の指定取り消

しを行った。 

介 護 給 付 費 適 正 化 の

推進 

介護保険事業者に対して実地指導及び集団指導講習会等において報

酬請求に係る指導を行った。また、報酬返還業務、国民健康保険団体

連合会の給付実績を活用した医療情報との突合や縦覧点検等に取り組

んだ。 

３ 苦情相談体制の充実 

主な事業 振り返り 

苦情相談対応の充実 サービス提供事業者を対象にした集団指導講習会で苦情事例を紹介

し、事業所を指導した。 

苦情相談スキルの向上 職員向け庁内ホームページに苦情の事例を掲載し、情報の共有を

図った。 

横浜市福祉調整委員会

事業 

市民からの苦情相談件数は 700 件前後で高止まりしている。そのうち、調

整委員への申立件数は年 10 件程度となっている。 
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◆第６期計画の推進に向けた課題 

＜３ 自分に合った施設・住まいが選べるために＞ 

１ 特別養護老人ホーム等施設の整備 

 

 

 

 

 

２ 高齢者の多様な住まい方への支援 

 

 

 

 

 

 

＜安心の介護を提供するために＞ 

１ 介護人材の確保に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

２ 介護サービスの質の確保 

 

 

 

 

 

 

 

３ 苦情相談体制の充実 

 

 

特別養護老人ホームの地域偏在や医療的ケアへの対応、老朽化した施設への対応策

が必要。 

特定施設は、介護専用特定施設に特化して整備を進めているが、条件、対象等について

の検討が必要。 

高齢者住宅や施設について、多様化する高齢者のニーズに応じた身近な場所での情報提

供や相談対応を可能とする窓口の整備が必要。 

有料老人ホームの届出の促進や、質の高い施設運営を図ることが必要。 

サービス付き高齢者向け住宅の指導・監督体制の検討が必要。 

新規参入者（学卒者及び転職者）促進、有資格者の再就職支援、定着支援のための取組

を関係団体等と協力しながら行っていく必要がある。 

労働者人口が減少する中、多様な人材の活用が必要。 

効果的に事業者指導を行うために区との情報共有の在り方を検討し、連携体制の強化

を図っていく必要がある。 

福祉調整委員会の活性化が必要。 

介護保険サービスの多様化に加え、市内介護保険事業者が純増していることから、現状

では定期的な実地指導を行うことが困難なため、介護保険事業所の指定期間内に一度は実

地指導を行うことができる体制を構築する必要がある。 

事業者への研修・指導など、不正・不適正請求を発生させない取組の強化が必要。 
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２ 第６期計画の基本目標 

第６期計画では、次の基本目標と３つの基本的な方向、それを支える施策推進の視点

により、取り組みます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な方向Ⅰ ～健康でいきいきと活躍するために～ 47 ページ

 

1 健康寿命日本一を目指した健康づくり 49 ページ

 
(1) 第２期 健康横浜２１の推進 49 ページ

(2) 健康増進事業 51 ページ

2 介護予防の取組推進 52 ページ

 

(1) 介護予防普及啓発事業 52 ページ

(2) 地域介護予防活動支援事業 53 ページ

(3) 元気づくりステーション事業 53 ページ

(4) 地域リハビリテーション活動支援事業 54 ページ

(5) 介護予防把握事業  54 ページ

(6) 訪問型介護予防事業 54 ページ

3 地域社会で活躍・貢献できる場や機会づくりとマッチング支援の推進 55 ページ

 

(1) よこはまシニアボランティアポイント事業 55 ページ

(2) いきいきシニア地域貢献モデル事業 56 ページ

(3) 高齢者の就業支援 57 ページ

(4) 社会参加等生きがい活動への支援 57 ページ

 
  

 

 

 基本目標 
 生涯現役社会の実現に向けた高齢者の活躍できる 
地域づくりと、住み慣れた地域で自分らしく日常生活を
営むことができる横浜型地域包括ケアシステムの展開 

 

Ⅰ 健康でいきいきと活躍するために 

Ⅱ 地域で安心して暮らし続けるために 

Ⅲ 安定した生活の場を確保するために 

Ⅳ 地域包括ケア実現のために 

基本的な方向 
施

策

推

進

の

視

点
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基本的な方向Ⅱ ～地域で安心して暮らし続けるために～ 61 ページ

 

○ 在宅医療・介護の連携強化とサービスの充実 61 ページ

 

1 地域包括支援センターの機能強化 63 ページ

 

(1) 地域包括支援センターの設置と円滑な運営 63 ページ

(2) 地域包括支援センターの機能の充実 64 ページ

(3) 地域ケア会議の推進 65 ページ

(4) 地域包括支援センターと区福祉保健センターの連携 65 ページ

2 在宅生活を支援するサービスの充実 66 ページ

 

3 医療ニーズ対応や 24 時間対応可能な地域密着型サービスの推進 73 ページ

 

(1) 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護 73 ページ

(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 74 ページ

(3) 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 74 ページ

(4) その他の地域密着型サービス 75 ページ

4 在宅医療を担う医療機関の確保や医療と介護の連携強化 76 ページ

 

(1) 在宅医療連携拠点 76 ページ

(2) 在宅療養連携の推進 77 ページ

(3) 医療的ケアが必要な人へのサービス 79 ページ

○ 認知症施策の推進 81 ページ

 

1 認知症高齢者の早期診断・早期対応に向けた体制整備 83 ページ

 

(1) 認知症初期集中支援チームの設置 83 ページ

(2) 認知症ケアパスの作成・普及 83 ページ

(3) 早期診断・早期対応についての普及啓発 83 ページ

2 認知症疾患医療センターを中心とした認知症医療体制の充実 84 ページ

 
(1) 認知症疾患医療センター 84 ページ

(2) 地域医療機関 84 ページ

 

 

86 ページ

 

(1) 地域の居場所づくり 86 ページ

(2) 介護者の集い 86 ページ

(3) 相談体制の充実 86 ページ

(4) 安心・安全の確保 86 ページ

4 地域で見守り、支え合う体制の構築 87 ページ

 

(1) 認知症キャラバン・メイト、認知症サポーターの養成 87 ページ

(2) ネットワークを生かした体制づくり 87 ページ

5 若年性認知症の支援 88 ページ

○ 生活支援サービスの充実 89 ページ

 

1 予防給付（訪問介護・通所介護）の円滑な地域支援事業への移行 90 ページ

 
(1) サービスの類型化 90 ページ

(2) サービス利用の流れの構築 90 ページ

2 地域の資源を生かした多様なサービスの充実 90 ページ

 
(1) 生活支援コーディネーターの配置 90 ページ

(2) 協議体の設置 90 ページ
 
 

 

 
 

 
 

  

(1) 介護保険サービスの提供（介護予防給付を含む。） 67 ページ

(2) 介護保険給付以外のサービスの提供 70 ページ

3 認知症の人と家族が共に安心して過ごせる居場所づくりや介護者支援の

充実 
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基本的な方向Ⅲ ～安定した生活の場を確保するために～ 91 ページ

 

1 状況に応じた施設や住まいの整備 94 ページ

 

(1) 特別養護老人ホーム 94 ページ

(2) その他の施設・居住系サービス 95 ページ

(3) 高齢者向け住まいの整備・供給の促進 96 ページ

(4) 安心して住み続けられる環境の整備 97 ページ

(5) 高齢者の賃貸住宅への入居支援 99 ページ

(6) 住まいづくりの総合的な推進 99 ページ

2 高齢者施設や住まいに関する相談体制の充実と情報提供 100 ページ

 

(1) 高齢者施設・住まいの相談センターの整備 100 ページ

(2) 住宅相談体制・情報提供の充実 100 ページ

 

施策推進の視点 ～地域包括ケア実現のために～ 101 ページ

 

1 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくり 101 ページ

 

(1) 地域福祉保健計画の推進 101 ページ

(2) 一人暮らし・日中独居高齢者等への支援 102 ページ

(3) 高齢者の権利擁護の取組 103 ページ

(4) 市民による福祉保健活動の支援 104 ページ

(5) 高齢者にやさしい・安心のまちづくりの推進 104 ページ

(6) 社会福祉法人の地域貢献の推進  105 ページ

2 介護人材の確保及び資質の向上 107 ページ

 

(1) 介護職場への就業支援 107 ページ

(2) 将来の介護人材育成 107 ページ

(3) 介護職員定着支援 108 ページ

(4) 資質の向上 108 ページ

3 介護者に対する支援の充実 109 ページ

 

(1) 相談・支援体制の充実 109 ページ

(2) 介護者の集い 109 ページ

(3) 高齢者虐待防止 109 ページ

(4) 事業者選択のための介護サービス情報の充実と周知 110 ページ

4 市民に分かりやすい情報の公表と発信 111 ページ

 
(2) 介護サービス等の評価 111 ページ

5 介護サービスの適正な量の提供及び質の確保 113 ページ

 

(2) 介護給付費適正化の推進 114 ページ

(3) 介護保険事業者に対する指導・監査  115 ページ

(4) 質の確保、向上 115 ページ

6 苦情相談体制の充実 117 ページ

 
(1) 苦情相談対応の充実 117 ページ

(2) 苦情相談スキルの向上 117 ページ

 (3) 横浜市福祉調整委員会事業 118 ページ

(3) 高齢者の住み替えや住宅資産有効活用の支援 100 ページ

(4) 相談窓口の連携強化 100 ページ

(1) 介護サービス情報の公表 111 ページ

(1) 要介護認定の適正化 113 ページ
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◆この計画が目指すこと 

地域包括ケア計画として、各計画期間を通じて段階的に介護サービスの充実・高齢者を

支える地域づくりを進め、2025 年度（平成 37 年度）までの間に各地域の実情に応じた地

域包括ケアシステムを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

【2025 年（平成 37 年）の姿～団塊の世代が 75 歳以上～】 

高齢者一人ひとりが、どのような心身の状態であっても、可能な限り

住み慣れた地域で、尊厳を保ち、自分らしい日常生活を人生の最後まで

営んでいます。 

介護が必要になっても、医療を含めた様々

なサービスを利用しながら、24 時間、365

日、安心して快適な生活を送れる環境づ

くりが進んでいます。 

身近な場所に相談窓口があり、自分

に合った必要なサービスや支援(生

活支援、見守り)を受けています。 

社会の担い手として、地域

の中で互いに助け合い、支

え合っています。 

今までの知識や経験

を生かして、生きがい

を持った生活を送っ

ています。 

健康は自らつくるもの。健

やかで充実した生涯を送

れるように、健康づくり、

介護予防に取り組んでい

ます。 
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３ 日常生活圏域の設定 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう「日常生活圏域」を設定

し、その圏域ごとに地域密着型サービスを展開します。 

日常生活圏域は、以下の事項を総合的に勘案して定めます。 

○ 地理的条件 

○ 人口 

○ 交通事情、その他の社会的条件 

○ 介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況 等 

横浜市では、おおむね中学校区（人口規模２～３万人程度）を目安とし、地域ケアプ

ラザの区域を基本として設定します。 

 

 

青葉区 

(12)
都筑区

(６) 港北区

(９)
緑区

(７)

瀬谷区 

（５） 

旭区 

(13) 

神奈川区

(８)

鶴見区

（９）

保土ケ谷区 

(８)

西区

(４)

中区

(７)
南区

(８)泉区 

(７) 

戸塚区 

(11) 
港南区

(10)

栄区 

(７) 

磯子区

(７)

金沢区

(10)

合計 148 圏域 

注：157～164 ページ 

日常生活圏域一覧表参照 
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