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平成２８年度 平成２８年度の予定 平成２８年度に実施予定の事業名等 平成２８年度当初予算額
（単位：千円）

平成２９年度（予定） 平成３０年度（予定）

準備

①介護予防・日常生活支援総合事業の実施
・予防給付の訪問介護、通所介護等の地域支
援事業への移行に向けた協議を部内関係課と
行い、1月に実施方針を決定した。
・平成28年2月に、介護サービス事業所及び
居宅介護支援事業所等に向けた説明会を実施
した。
・3月広報で特集を組み、市民への周知を
行った。
・実施についての要綱を作成した。

①介護予防・日常生活支援総合事業の実施
・生活支援サービスの検討を行うための協議
体の発足に向けた取組の推進。

実施

①介護予防・日常生活支援総合
事業の実施
　生活支援サービスの検討を行
うための協議体の発足に向けて
準備を行う。

推進 推進

実施

③ 認知症対策の推進
・市内9ヶ所の地域包括支援センターへ認知
症地域支援推進員を配置した。（平成27年4
月）
・民間の事業者と協定を結び、通常業務の範
囲内で高齢者の見守りや、行方不明高齢者の
発見に協力をしてもらう「甲府市高齢者見守
りネットワーク事業」を開始した。（平成27
年10月）
・平成27年12月17日　第1回協定書調印式
・認知症高齢者を抱える家族の支援として、
「認知症カフェ」を委託により実施した。
（平成27年10月から1ヶ所、月１回実施）

③ 認知症対策の推進
・認知症初期集中支援チームの設置に向けた
検討。
・認知症カフェの拡大。
・「甲府市高齢者見守りネットワーク事業」
での協力事業者の拡充。

推進

③ 認知症対策の推進
・認知症初期集中支援チームの
設置に向けた検討。
・認知症カフェの拡大。
・「甲府市高齢者見守りネット
ワーク事業」での協力事業者の
拡充。

推進 推進

　今後も、生涯学習のさらなる
推進に努める中で、大学との連
携を行いスポーツ教室の拡充を
図るとともに、新たな「山の
日」制定に伴い、登山教室を林
政課との共催開催を検討して行
く。

推進

　施設や道路等のハード面に限らず、提供す
るサービスや情報等のソフト面も含め、「甲
府市ユニバーサルデザインガイドライン」に
基づいた取組を推進した。

　ソフト面、ハード面ともに、ユニバーサル
デザインの一層の普及啓発を図っていく。

― ― 推進

　今後もユニバーサルデザイン
について普及啓発を図ってい
く。

― ― 推進 推進
企画部
企画課

準備

甲府駅南口駅前広場自由通路内エレベータの
設置

準備
建設部

都市計画課

（２）
「人生を思いきり楽しめるまち」を
創る

生涯学習の更なる推進

　すべての市民が、生きる喜びと希望を持
ち、人生の充実を感じて暮らしていけるよ
う、「こうふエンジン０２（注３）（仮
称）」の開催をはじめ、様々な質の高い芸
術文化に触れる機会を創出する。
また、生涯にわたってスポーツに親しみ、
健康で活力に満ちた生活を送っていけるよ
う、それぞれのライフステージにあったス
ポーツを身近に楽しめる取組を進め、心身
両面から健康の増進に努めるとともに、
ウォーキングやトレイルランなど、豊かな
自然環境等を活かしたスポーツ振興と情報
発信に努め、甲府の魅力を高める。

（注３）平成２５年度に実施されたエンジン０１文化戦
略会議に引き続き、２回目となる文化人による講座など
の実施。

実施 推進

推進 推進 推進

教育部
生涯学習文化課

スポーツ課

実施

推進 推進 実施

　市民に質の高い文化芸術に触れ親しむ機会
を提供するため、次の事業を実施した。
・こうふエンジン02（12月12～13日）参加者
1,580人
　こうふエンジン関連事業パネル展示
　（12月2～14日）観覧者 1,600人
・市川喜昇歌舞伎公演（9月4～5日）参加者
2,000人
・奥山眞佐子ひとり芝居（3月19日）参加者
500人
　
　生涯スポーツについては、各種大会及び巡
回スポーツ広場を次のとおり実施した。ま
た、地域資源の一つである大学の指導者及び
施設を活かしたスポーツ教室を実施した。
　・市民体育大会　参加者 7,770人
　夏季大会（平成27年9月6日）
　冬季大会（平成28年2月7日・28日）
・ライフスポーツ大会（11月1日）参加者
1,500人
・ウォーキング大会（4月19日・11月29日）
参加者 182人
・スポーツ教室
　年間20教室開催　参加者 513人（予定）
　※うち大学による教室含む
・巡回スポーツ広場（6月28日）参加者 69人
・トレイルランニングレース（12月13日）参
加者 517人

　スポーツをはじめ生涯学習の更なる推進を
図るため、「山の日」や「スポーツビュー
ロ」などと連携した取組を進める。

実施10-7-2
文化振興基金事業費

実施10-8-2
スポーツ振興事業費

5,800

4,208

推進

準備 実施
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（２）
「人生を思いきり楽しめるまち」を
創る

ユニバーサルデザインの推進

　年齢・性別・国籍・障がいの有無など個
人の様々な状況に関わらず、誰もが参加し
やすく、暮らしやすい地域社会を創るた
め、ハード整備だけでなく、提供される
サービスや情報などソフト面を含めたユニ
バーサルデザインの考え方を基調とする幅
広い視点に立った施策を進める。

推進

こうふ未来創り重点戦略プロジェクト施策・事業に係る進捗状況等一覧  (プロジェクト掲載順）　○平成２８年６月末日現在

所管部・課NO.

執行計画（平成２７年６月現在）

基本政策 施策・事業等の名称
※➢は、関連する施策・事業

概要

主な実績等と今後の予定

主要10-7-2
文化振興基金事業費

主要10-8-2
スポーツ振興事業費 1,000

4,189

推進 推進

9
（２）
「人生を思いきり楽しめるまち」を
創る

地域包括ケア体制の構築

①介護予防・日常生活支援総合事業の
実施

②在宅医療・介護連携の推進

③認知症対策の推進

地域包括ケア体制の構築
　甲府スタイルの地域包括ケア体制の構築
に向け、「介護予防・日常生活支援総合事
業の実施」、「在宅医療・介護連携の推
進」、「認知症対策の推進」などの重点事
業に早急に取り組むとともに、制度の動き
を的確に把握しながら、地域や関係団体の
あり方を含めた「地域包括ケア推進計画
（アクションプラン）（仮称）」を策定し
事業を推進していく。

① 介護予防・日常生活支援総合事業の実施
高齢者が要介護状態等となることの予防
や、要介護状態等の軽減若しくは悪化の防
止を目的とした訪問型・通所型・生活支援
サービスなどの多様なサービスを、平成２
８年４月から介護予防・日常生活支援総合
事業として一体的に提供する。

② 在宅医療・介護連携の推進
医療や介護が必要な状態となっても、高齢
者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
人生の最後まで続けることができるよう、
関係機関が連携し、在宅医療と介護を一体
的に提供できる体制を構築する。

③ 認知症対策の推進
認知症地域支援推進員の配置や、認知症初
期集中支援チームの設置に向けた取組を進
めるほか、地域や企業などの協力を得る中
で、認知症高齢者等を見守るネットワーク
の構築や認知症高齢者を抱える家族の支援
など、総合的にフォローする体制づくりを
推進する。

準備・実施・推進 準備・実施・推進 準備・実施・推進 実施・推進

10会計　介護保険事業特別会計

①地域包括ケア体制分
　3-2-1
　包括的支援事業
②介護予防・日常生活支援総合事業の
実施
③在宅医療・介護連携の推進
　3-2-2
　在宅医療・介護連携推進事業
④認知症対策の推進
　3-3-1
　認知症高齢者見守り事業

①256,605

②予算なし

③512

④448

準備
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10会計　介護保険事業特別会計

①地域包括ケア体制分
　3-2-1
　包括的支援事業
②介護予防・日常生活支援総合事業の
実施
　3-2-4
　生活支援体制整備事業
　3-4-1
　介護予防・生活支援サービス事業
　3-4-2
　介護予防ケアマネジメント事業
　3-5-1
　地域リハビリテーション活動支援事
業
③在宅医療・介護連携の推進
　3-2-2
　在宅医療・介護連携推進事業
④認知症対策の推進
　3-2-3
　認知症総合支援事業

　3-3-1
　認知症高齢者見守り事業

　

　　①267,925

　　②596,268

　　③1,003
　

　　④397

福祉保健部
高齢者福祉課
介護保険課

準備

②在宅医療・介護連携の推進
・医療関係者、介護関係者、学識経験者、行
政関係者等の構成による「甲府市在宅医療・
介護連携推進会議」を立上げ、代表者会議、
ワーキンググループ（WG）での検討を合計6
回行った。
　平成27年 8月25日　第1回代表者会議
　平成27年 9月30日　第1回相談体制構築WG
　平成27年10月28日　第1回提供体制構築WG
　平成27年11月26日　第2回相談体制構築WG
　平成28年 1月20日　第2回提供体制構築WG
　平成28年 2月26日　第2回代表者会議
・市内の医療機関、介護サービス事業所等の
マップを作成し、本庁舎2階フロアに設置し
た。（平成28年3月）
・市内の医療機関、介護サービス事業所等の
所在地などの情報を市内9ヶ所の地域包括支
援センターの区域ごとに掲載した小冊子を作
成した。

②在宅医療・介護連携の推進
・5月広報誌の配布に合わせ、小冊子を全戸
配布する。
・在宅医療と介護の連携についてのアンケー
ト結果に基づく検討。
・「甲府市在宅医療・介護連携推進会議」の
継続。

準備

②在宅医療・介護連携の推進
・5月広報誌の配布に合わせ、小
冊子を全戸配布する。
・在宅医療と介護の連携につい
てのアンケート結果に基づく検
討。
・会議の継続。

準備 準備

・アクションプラン（案）を作成した。 アクションプランの策定に向けた取組の推進 　介護保険運営協議会におい
て、アクションプラン（案）
を説明し、意見を求める。（4月
下旬　策定予定）

1


