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（３）計画の推進体制 

①計画の周知 

本計画は、高齢者福祉・介護保険に係る関係者をはじめ、多くの市民の理解・協力が重要であるこ

とから、市報や市公式ホームページ等、市の様々な媒体を利用して、広く市民に周知していきます。 

また、介護保険制度についてわかりやすく周知していくことが、各種サービスの活用につながり、

充実した日常生活に結び付くと考えられるため、国の「介護サービス情報公表制度」の紹介をはじめ、

様々な情報提供に努めていきます。 

 

②関係機関等との連携・協働 

質の高いサービス提供を実施するためには、各関連団体・事業者等が相互に連携し、協働しながら

地域の実情に応じた取組を進めていく必要があります。 

また、地域共生社会の実現のためにも、庁内各部局との連携、医療と介護の連携、さらには子ど

も・子育て支援や障害福祉など、分野を超えて地域生活課題について関係機関と連絡調整を行う体

制づくりが必要です。 

 

③計画の実施状況の点検・評価 

本計画の進行管理にあたっては、設定した目標、見込量等に関連するデータの収集を定期的に実

施します。また、各年度の事業の実績・進捗については、「東大和市介護保険運営協議会」に各年度の

実施状況を報告し、意見を聴くなど、ＰＤＣＡサイクル（計画－実施－評価－改善）による効率的な施

策の進行管理に努めます。 
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資料編 

１ 東大和市介護保険運営協議会 

（１）東大和市介護保険条例（抜粋） 

平成１２年３月３１日 

条例第２９号 

(介護保険運営協議会) 

第 10 条の 2 介護保険事業の運営に関する重要事項等について調査審議させるため、東大和市介護

保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

2 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。 

(1) 介護保険事業の運営に関する重要事項に関すること。 

(2) 介護保険事業計画(介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画をいう。)に関す

ること。 

(3) その他市長が必要と認める事項 

3 協議会は、前項各号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、老人福祉事業の運営に関する重要事

項及び高齢者福祉計画(老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画をいう。)に関する事項につい

て調査審議し、その結果を市長に答申することができる。 

4 協議会は、第 2 項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項並びに前項に規定する事項について、市長に意

見を述べることができる。 

5 協議会は、委員 13人以内をもって組織する。 

6 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 2人以内 

(2) 被保険者 4人以内 

(3) 保健医療関係者 3人以内 

(4) 福祉関係者 3人以内 

(5) 第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)を使用する事業主 1人 

7 委員の任期は、3 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

8 前各項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
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（２）東大和市介護保険運営協議会規則 

平成 14年 3月 6日 

規則第 10号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、東大和市介護保険条例(平成 12年条例第29号)第 10条の2第8項の規定に

基づき、東大和市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第2条 協議会に会長及び副会長 1人を置き、その選任方法は、会長は委員の互選により、副会長は会

長の指名による。 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(意見等の聴取) 

第 4 条 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。 

(専門部会) 

第 5条 会長は、専門的事項について調査審議するため、協議会の下に専門部会を置くことができる。 

2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。 

3 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。 

(守秘義務) 

第 6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

(庶務) 

第 7条 協議会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。 

(委任) 

第 8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年 3月 1日規則第 4号) 

この規則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 27日規則第 13号) 

この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 
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（３）東大和市介護保険運営協議会委員名簿 

任期：３年（平成３０年４月１日～令和３年３月３１日） 

  氏名 備 考 

会長 竹原 厚三郎 学識経験者 

副会長 木住野 哲 保健医療関係者（医師会） 

委員 

小島 基永 学識経験者 

沖 育子 介護保険被保険者（公募） 

水落 宏 介護保険被保険者（公募） 

村松 伸晃 介護保険被保険者（公募） 

安保 清 介護保険被保険者（公募） 

 

岩佐 俊夫 

今井 恒夫 

保健医療関係者（歯科医師会） 

（前任）平成３０年６月２８日まで 

（後任）平成３０年６月２９日から 

野中 明人 保健医療関係者（薬剤師会） 

富田 明彦 福祉関係者 

 

関田 守男 

尾又 斉夫 

福祉関係者 

（前任）令和２年３月３１日まで 

（後任）令和２年４月１日から 

米持 尚利 福祉関係者 

若林 和男 介護保険第２号被保険者を使用する事業主 
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（４）東大和市介護保険運営協議会開催経過 

 

【平成３０年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 平成３０年５月１５日（火） 

・会長、副会長の選任について 

・地域包括支援センター運営協議会委員の選任について 

・第７期のスケジュールについて 

第２回 平成３０年１０月３０日（火） 
・東大和市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画実施

状況報告 

 

【平成３１年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和元年５月１３日（月） 

・低所得者の第１号保険料軽減強化に係る東大和市の対応

について 

・平成３０年度第３回東大和市地域包括支援センター運営

協議会の報告 

・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に関する業務

の今年度のスケジュールについて 

第２回 令和元年８月６日（火） 
・第７期介護保険事業計画における、平成３０年度実施状

況報告について 

第３回 令和元年１０月２１日（月） ・介護保険事業計画準備調査の検討について 

第４回 令和元年１１月１９日（火） ・介護保険事業計画準備調査の検討について 

第５回 令和２年２月１８日（火） 
・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定のための

アンケート調査の回収状況及び集計状況について（報告） 

 

【令和２年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和２年９月２９日（火） 

・東大和市第８期介護保険事業計画準備調査報告書につい

て（報告） 

・東大和市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の平

成３１年度実施状況報告書（案）について（報告） 

・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素

案）について 

第２回 令和２年１０月２０日（火） 
・東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素

案）について 
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第３回 令和２年１１月２日（月） 
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２ 東大和市地域包括支援センター運営協議会 

（１）東大和市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター（以

下「センター」という。）の適正な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営及び同法に規

定する地域密着型サービスの適正な運営を図るため、東大和市地域包括支援センター運営協議会

（以下「センター運営協議会」という。）を設置する。 

２ センター運営協議会は、東大和市介護保険運営協議会規則（平成１４年規則第１０号）第５条に規定す

る専門部会とする。 

（所掌事項等） 

第２条 センター運営協議会は、次に掲げる事項について所掌する。 

１ センターの運営に関する次に掲げる事項の承認に関すること。 

（１）センターの設置等に関する次に掲げる事項に関すること。 

   ア センターの担当する地域 

   イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委

託された法人の変更 

   ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施 

   エ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる居宅介護支援事業所 

   オ その他センター運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要があると認める

事項 

（２）センターの運営に関する次に掲げる事項に関すること。 

ア 適正なケアプランの作成に関すること。 

イ 適正なサービス提供に関すること。 

ウ その他センター運営協議会が地域の実情に応じて必要があると認める事項 

（３）センターの職員に関すること。 

（４）その他地域包括ケアに関すること。 

２ 地域密着型サービスの運営に関する次に掲げる事項の意見を述べること。 

（１）市が行う地域密着型サービスの事業者の指定に関すること。 

（２）市が行う地域密着型サービスに関する基準及び地域密着型介護サービス費の額の設定に関する

こと。 

（３）その他地域密着型サービスの適正な運営に関すること。 

３ センター運営協議会は、第１項各号に掲げる事項の承認に必要があると認めるときは、センターに対

し、次に掲げる書類の提出を求めることができる 

（１）当該年度の事業計画書及び収支予算書 

（２）前年度の事業報告書及び収支決算書 
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（３）その他センター運営協議会が必要があると認める書類 

（構成及び委員） 

第３条 センター運営協議会の委員（以下「部会員」という。）は、東大和市介護保険条例（平成１２年条例

第２９号）第１０条の２に規定する介護保険運営協議会委員の中から次に掲げる者のうち６人以内を

もって構成する。 

（１）保健医療関係者のいずれか１人 

（２）福祉関係者であって次号に掲げる以外の者 １人 

（３）福祉関係者であって地域における権利擁護、相談事業等を担う者 １人 

（４）学識経験者のいずれか１人 

（５）第１号被保険者のいずれか１人 

（６）第２号被保険者のいずれか１人 

（部会員の任期） 

第４条 部会員の任期は、任命の日から介護保険運営協議会委員の任期が満了するまでとし、再任を妨

げない。ただし、部会員が欠けた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部会長及び副部会長） 

第５条 センター運営協議会に部会長及び副部会長を置き、部会長及び副部会長は部会員の互選によ

る。 

２ 部会長は、会議の進行を務める。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 センター運営協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて、部会長が召集する。 

２ 会議は、部会員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 

 （意見等の聴取） 

第７条 センター運営協議会は、必要に応じて、部会員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取す

ることができる。 

（守秘義務） 

第８条 部会員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。 

    附 則（平成１７年９月２６日決裁） 

  この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

    附 則（平成１９年３月１２日決裁） 

  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
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    附 則（平成２４年３月３０日決裁） 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

（２）東大和市地域包括支援センター運営協議会（専門部会）委員名簿 

任期：３年（平成３０年４月１日～令和３年３月３１日） 

選出区分 氏名 備 考 

学識経験者 ◎小島 基永  

福祉関係者 

〇関田 守男 

〇尾又 斉夫 

（前任）令和２年３月３１日まで 

（後任）令和２年４月１日から 

米持 尚利  

保健医療関係者 
岩佐 俊夫 

今井 恒夫 

（前任）平成３０年６月２８日まで 

（後任）平成３０年６月２９日から 

被保険者 
沖 育子  

村松 伸晃  

◎部会長、〇副部会長 

 

（３）東大和市地域包括支援センター運営協議会（専門部会）開催経過 

【平成３０年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 平成３０年５月１５日（火） 

・部会長の互選、副会長の指名 

・地域密着型サービスの指定 

・平成２９年度の高齢者ほっと支援センター運営状況 

・平成２９年度の高齢者ほっと支援センター実績報告 

・平成３０年度の高齢者ほっと支援センター事業計画 

第２回 平成３０年１０月３０日（火） 
・高齢者ほっと支援センターきよはら指定管理者候補の

選定状況 

第３回 平成３１年３月２５日（月） 

・平成３１年度高齢者ほっと支援センター事業 

・指定介護予防支援事業所の計画作成委託状況及び地域

密着型サービス事業所の指定状況 
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【平成３１年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和元年８月６日（火） 

・地域密着型サービスの指定について 

・平成３０年度の高齢者ほっと支援センター運営状況に

ついて 

・平成３０年度実績報告及び平成３１年度事業計画につ

いて 

第２回 令和２年２月１８日（火） 

・地域密着型サービスの指定に関する意見について 

・令和２年度高齢者ほっと支援センター事業の承認につ

いて 

・指定介護予防支援事業所の計画作成委託状況及び地

域密着型サービス事業所の指定状況について 

 

【令和２年度】 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和２年８月４日（火） 

・平成３１年度の高齢者ほっと支援センター運営状況に

ついて 

・平成３１年度実績報告及び令和２年度事業計画につい

て 

第２回 令和３年１月１９日（火） 

・令和３年度高齢者ほっと支援センター事業の承認につ

いて 

・指定介護予防支援事業所の計画作成委託状況及び地

域密着型サービス事業所の指定状況について 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面会議とした。 
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３ 市民説明会の開催等 

（１）市民説明会 

開催日 会場 参加者数 

令和２年１２月１９日（土） 市役所会議棟 ３人 

令和２年１２月２１日（月） 市役所会議棟 ９人 

合計 １２人 

 

 

（２）パブリックコメントによる意見聴取 

令和２年１２月４日（金）から令和３年１月４日（月）までの間、市役所公式ホームページへ東大和市高

齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）の全文掲載を行うと同時に、主要公共施設に計画素

案を配置し、市民からのご意見を募りました。 

意見の内容 件数 

一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業等）について ４件 

障害のある方が利用できる介護老人福祉施設等の整備について １件 
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４ 用語説明 

［ア］ 

■ＩＣＴ 

Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のことです。 

 

■アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ） 

将来の意思決定能力の低下に備えて、あらかじめ、本人と、本人が大切にしている方（家族等）や医

療・介護従事者とが一緒になって、本人の終末期を含めた今後の医療や介護の方針を繰り返し話し

合い、本人に代わって意思決定をする人やケア等の方針をあらかじめ決めておく取組のことです。 

 

■あんしん東大和 

福祉サービスを安心して選択し利用できるよう、社会福祉協議会に委託して福祉サービス総合支

援事業「あんしん東大和」を実施し、福祉サービスに関する相談や地域福祉権利擁護事業を行ってい

ます。 

 

■一般介護予防 

６５歳以上の全ての高齢者（要支援認定を受けられた方は一部の事業の利用が可能）を対象とした

事業。住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通して参加者や、通いの場が継続的に

拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域において、自立支援に資する取組を推進し、

要介護状態となっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指すことを目的としてい

ます。この事業は主に「介護予防把握事業」「介護予防普及啓発事業」「地域介護予防活動支援事業」

から構成されています。 

 

■運動器症候群（ロコモティブシンドローム） 

骨・筋肉・関節・靭帯・腱・神経などから構成される運動器の障害のために移動機能の低下をきたし

た状態のことです。 

 

■ＮＰＯ法人 

Nonprofit Organization の略。広義には民間非営利組織といわれるもので、ボランティア団

体、協同組合等営利を目的としない団体を指します。法的には、特定非営利活動促進法により設立さ

れた法人を特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）といいます。 
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［カ］ 

■介護医療院 

今後、増加が見込まれる慢性的な医療的・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要

な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、

新たに創設された介護保険施設です。介護保険法上の介護保険施設ですが、医療法上は医療提供施

設として法的に位置づけられます。 

 

■介護給付 

要介護状態と認定された被保険者に提供される介護サービス、介護に関わる費用の支給のことで

す。５段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問看護などの居宅サ

ービスや、介護保険施設を利用した施設サービス、市町村が行う地域密着型サービスなどがあります。 

 

■介護サービス情報公表制度 

事業者の情報提供のしくみを整備して、利用者による、より適切な事業者の選択を支援するために

創設された制度です。 

 

■介護予防 

高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を予防する）こと、あるいは要介護状態で

あっても、状態がそれ以上に悪化しないようにする（維持・改善を図る）ことです。前者を事業化した

ものが地域支援事業であり、後者を制度化したものが予防給付です。高齢者の有する能力に応じ、自

立した日常生活を営むことができるよう支援するという介護保険の基本理念を徹底するものです。 

 

■介護予防支援 

要支援１・２の認定者が、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、ケアプラン（介護予防サー

ビス計画）の作成、サービス事業所等との連絡調整などを行います。 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村の判断で利用者の状態・意向を踏まえ、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事

業を総合的に実施することで、高齢者の自立支援や社会参加を促進する事業です。 

 

■北多摩西部保健医療圏域 

保健医療資源の適切な配置を図るとともに、適切な保健医療サービスの提供や医療提供施設相互 

の機能の分担と連携を推進し、疾病の発症予防から早期の発見や治療、リハビリテーションなど総

合的な保健医療提供体制の体系を構築するための地域的単位のことで、北多摩西部保健医療圏域は

6市（当市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、武蔵村山市）で構成されます。 
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■基本チェックリスト 

介護予防を必要とする高齢者を効果的に把握するために用いる手法で、生活機能を評価し、要支

援・要介護状態となるリスクを予測する２５項目の質問票です。定期的に実施することで、生活機能

の向上・維持・低下をチェックすることができます。 

 

■居宅サービス 

在宅の利用者に対して提供されるサービス。利用者宅への訪問、施設への通い、短期入所といった

形態があります。介護保険法では、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅

療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設

入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が規定されています（介護保険法第８条第１項）。 

 

■ケアプラン 

個々人のニーズに合わせた適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネジャー

を中心に作成される介護計画のことです。ケアプランは、公的なサービスだけでなく、インフォーマル

な社会資源（ＮＰＯ・ボランティア団体など制度に基づかない支援）を活用して作成する必要がありま

す。なお、ケアプランは一定期間の計画であり、利用者の生活ニーズ等に変化がある場合には、新た

な援助目標を設定し、ケアプランを作成することになります。 

 

■ケアマネジメント 

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に必要とされる全ての保健・

医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助の方法です。介護保険制度で

は、介護予防支援、居宅介護支援、施設介護支援が該当します。 

 

■ケアマネジャー 

援助の全ての過程において、利用者と社会資源の結びつけや関係機関・施設との連携など、生活

困難な利用者が必要とする保健・医療・福祉サービスの調整を図る（ケアマネジメント）役割を担う援

助者をいいます。主に、利用者とのインテーク（受け入れ）から利用者のニーズの把握、ケアプランの

作成、サービスの調整、利用者の自己決定の支援、利用者のエンパワメント（人々勇気づけ、人が本来

持っている生きる力を湧き出させること）の強化、モニタリングと権利擁護などの役割を果たします。

介護保険法では、介護支援専門員と規定されています。 

 

■軽費老人ホーム 

高齢者が低額な料金で入所し、日常生活を送ることを目的とする施設です。Ａ型、Ｂ型、ケアハウス

の３種類があり、原則として６０歳以上の人が対象。Ａ型は、高齢等のため独立して生活するには不安

のある人であって家族による援助が困難な人。Ｂ型はＡ型の要件に加えて自炊が可能な人。ケアハウ

スは、身体機能の低下により自立した日常生活を営むことに不安がある人で家族の援助を受けるこ

とが困難な人が対象となります。 
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■健康寿命 

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指します。 

 

■健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針 

生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生を送ることが出来るまちを目指し、更なる健康寿命

の延伸を図るとともに、健幸都市の実現に向けた市の取組を推進していくことを目的として、平成３

１年３月に策定したものです。 

 

■後期高齢者医療制度 

７５歳以上の人及び６５歳以上で一定の障がいがあり認定を受けた人を対象とした医療制度です。 

 

■高度急性期 

「医療法」第３０条の１２に基づく病床機能報告制度に基づき、一般病床・療養病床を有する病院・診

療所が、次の４区分から１つを選択し、報告することとなっています。 

高度急性期機能：急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供

する機能。 

一般急性期機能：急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能。 

回復期機能：急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。 
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障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能。 

 

■高齢者ほっと支援センター（地域包括支援センター） 
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［サ］ 

■サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）において、高齢者生活支援サービスを提

供することとしている賃貸住宅とされ、都道府県知事の登録を受けたものをいいます。居住部分の

床面積２５㎡以上（十分な面積の共用設備を設けている場合は１８㎡以上）、バリアフリー、状況把握

サービス及び生活相談サービスの提供、賃貸借契約等の居住の安定が図られた契約などの登録基準

を満たす必要があります（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条～第７条）。 

 

■在宅療養 

医療機関に通院困難な患者が、自宅や入所中の施設など、病院外の「生活の場」において、訪問診

療・看護等の医療だけではなく、介護や各種福祉施策等も合わせた多面的なサービス提供を受けな

がら行う療養です。 

 

■ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

たばこの煙など毒素の吸入により免疫反応が続いた結果、破壊された組織と増えたたんなどによ

る気道閉鎖がおこりやすい状態のことです。 

 

■施設サービス 

介護保険施設において提供されるサービスをいい、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介

護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の４種類があります。施設に入所・入院する要介

護者に対し、施設サービス計画に基づいて提供されるサービスです。介護療養型医療施設は、平成

３０年４月より順次、介護医療院に転換することが見込まれています。 

 

■市町村保険者機能強化推進交付金 

平成２９年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取

組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、ＰＤＣＡサイクルによる取組を制度

化し、この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取組の

達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化

防止等に関する取組を推進するために創設された交付金のことです。 

 

■社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な事項を定めている社

会福祉法に規定されており、地域福祉事業推進の中心的役割を担っています。 

 

■社会福祉士 

社会福祉士国家試験に合格し、厚生労働省から認可を受けた専門職。日常生活を営むのに支障が

ある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を担います。 
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■若年性認知症 

１８歳から６４歳までに発症した認知症の総称です。アルツハイマー病、脳血管障害、頭部外傷など

原因が様々です。１０万人当たり５０人程度の発症率で、患者数は全国に数万人と推定されます。なお、

発症原因が外傷性疾患及び内分泌疾患等の場合は６５歳になるまで介護保険は適用されません。 

 

■重層的支援体制整備事業 

社会福祉法に基づき、市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的

な支援体制を整備するため、①相談支援（包括的相談支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を

通じた継続的支援事業）、②参加支援事業、③地域づくり事業を一体的に実施する事業です。 

 

■シルバー人材センター 

定年退職者などの高年齢者に、 そのライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的又はその他の

軽易な業務」 を提供する組織です。 

 

■生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員） 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制を整備し、生活支援サービスの充実及び高齢者の社

会参加に向けて、ボランティア等の生活支援・介護予防の担い手の養成・発掘など社会資源の開発や

地域のニーズと地域支援のマッチングなどを行う役割を持ちます。生活支援コーディネーターは、日

常生活圏域ニーズ調査や地域包括ケア会議等を通して、地域の高齢者支援のニーズと社会資源の状

況把握に加えて、①地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起、②地縁組織等多様な主体へ

の協力依頼などの働きかけ、③関係者のネットワーク化、④目指す地域の姿・方針の共有、意識の統

一、⑤生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動に

つなげる機能）⑥ニーズとサービスのマッチングの６点を行います。生活支援コーディネーターには特

定の資格要件を定めませんが、市民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主

体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましいとさ

れています。 

 

■生活支援サービス 

平成２１年度の「地域包括ケア研究会報告書」では、生活支援サービスを“見守り、緊急通報、安否確

認システム、食事、移動支援、社会参加の機会提供、その他電球交換、ゴミ捨て、草むしりなどの日常

生活にかかる支援”としています。そして、“身体介護や訪問診療・看護、リハビリテーションのサービ

スは共助である介護保険や医療保険を中心にサービスが提供されているが、要介護高齢者や認知症

を有する者が住み慣れた地域で生活を継続するためには、ＩＡＤＬ
※ 

 に着目した様々な生活支援サー

ビスも不可欠である”とした上で、“こうしたサービスは、自治会やＮＰＯなど住民主体の様々な活動

体が自治体又は地域包括支援センターの支援を得て活動しており、その中核を担っている”としてい

ます。 
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※ 

 に着目した様々な生活支援サー
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※ＩＡＤＬ：Instrumental Activity of Daily Living の略。手段的ＡＤＬと訳されます。ＡＤＬが食
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場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人と契約を結んでおくものです。 

 
 

［タ］ 

■第１号被保険者 

介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 65歳以上の住民です。 

 

■第２号被保険者 

介護保険制度における被保険者のうち、市町村の区域内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の

医療保険加入者です。 

 

■団塊の世代 

昭和２２年（１９４７年）～昭和２４年（１９４９年）に生まれた世代で、第一次ベビーブーム世代とも呼

ばれます。 

 

■団塊ジュニア世代 

昭和４６年（１９７１年）～昭和４９年（１９７４年）に生まれた世代で、第二次ベビーブーム世代とも呼

ばれます。 
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■地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地

域をともに創っていく社会のことです。 

 

■地域ケア会議 

高齢者ほっと支援センター（地域包括支援センター）が、多職種協働によるネットワークとして設

置・運営する会議で、介護・医療関係者、民生委員などの幅広い構成員が参加します。会議の目的は、

個別ケースの支援の検討を通じて、高齢者の課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築を

図り、ケアマネジャー（介護支援専門員）へのケアマネジメントの支援等を推進することにあります。 

 

■地域支援事業 

高齢者が要介護や要支援状態になることを予防し、介護が必要になった場合でも、住み慣れた地

域で自立した日常生活を営めるよう支援するための区市町村事業。事業の内容は、①介護予防・日常

生活支援総合事業、②包括的支援事業、③任意事業からなります。 

 

■地域福祉権利擁護事業 

判断能力が不十分な認知症高齢者や知的・精神障害者を対象に、福祉サービス利用の手続きや、

日常的な金銭管理等のサービスのお手伝いを行います。 

 

■地域包括ケアシステム 

地域ケアシステムの確立は、平成１５年６月の高齢者介護研究会報告書『２０１５年の高齢者介護』に

おいて提案されましたが、地域包括ケアシステムを明確に定義したのは、平成２０年度の「地域包括ケ

ア研究会報告書」においてです。この報告書では、地域包括ケアシステムを、“ニーズに応じた住宅が

提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみな

らず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供

できるような地域での体制”と定義し、“おおむね３０分以内”に必要なサービスが提供される圏域と

して、具体的には中学校区を基本とするとしています。なお、地域包括ケアシステムは、法律上にも位

置づけられており、平成２３年に改正された介護保険法第５条の第３項として、“国及び地方公共団体

は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等と

なることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自

立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包

括的に推進するよう努めなければならない”と規定されました。 
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■地域包括ケア「見える化」システム 

地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策

定・実行を総合的に支援するための情報システムです。厚生労働省が運営しており、介護保険に関す

る情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が一元化され、介護サービス見込

量等の将来推計の支援機能などを提供しています。 

 

■地域密着型サービス 

要介護者が、住み慣れた地域で、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービスを利用できるように、

平成１８年の介護保険法の改正により第３期計画から創設されたサービスです。９種類（介護予防を

含めて 12種類）のサービスがあります。（介護保険法第８条１４）。 

 

■チームオレンジ 

認知症サポーターなどで構成する支援チームが認知症の人やその家族を支援できるようにする仕

組みのことです。 

 

■特定健康診査 

40歳以上75歳未満の人に対してメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早期発見を目的

として医療保険者が行う健康診査のことです。 

 

 

［ナ］ 

■日常生活圏域 

区市町村が市町村介護保険事業計画を策定する上で設定しなければならない区域のことです。第

３期計画から採り入れられた考え方で、この区域に対し、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護などのサービスの必要利用定員総数やその他の地域密着型サービスごとの

見込みとその確保策などが計画化されます。圏域の設定は、地域住民が日常生活を営んでいる地域

とし、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

施設の整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して定められます。おおむね３０分以内に必要なサ

ービスが提供される圏域とされます。 

 

■認知症 

認知症とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により、日常

生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいいます。認知症

は、高齢期では誰にでも起こる可能性があります。 
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■認知症ケアパス 

認知症の方やその家族が認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような支援

を受けられるのか理解できるよう、医療や介護サービスなどの提供の流れを示すものです。 

 

■認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者で、「認知症サ

ポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」になります。受講者には認知症を支援する目

的としてオレンジリングが授与されます。 

 

■認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、

アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６か月）に行い、自立生活のサ

ポートを行うチームをいいます。認知症初期集中支援チームは区市町村が設置し、チーム員は、①保

健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士などの医療保健福祉に関する国家資格を有

する者、②認知症ケア実務経験３年以上、在宅ケア実務経験３年以上を有する者、③国が別途定める

「認知症初期支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者から専門職２人以上、④日本老年精神

医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務

とした５年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことが

できる認知症サポート医である医師１人の計３人以上の専門職で構成されます。 

 

■認知症施策推進大綱 

認知症施策推進関係閣僚会議において、令和元年６月１８日にとりまとめられたもので、認知症に

なっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取

組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となっ

て進めていくものです。 

 

■認知症地域支援推進員 

認知症になっても、認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよ

う、認知症施策や事業の企画調整等を行います。区市町村が医療機関や介護サービス及び地域の支

援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員

を中心として、医療と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築を図ります。認知症地域推進

員は、①認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法

士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、②上記①以外で認知症の介護や医療における専門的

知識及び経験を有する者で区市町村が認めた者（例：認知症介護指導者養成研修修了者等）のいず

れかの要件を満たす者を１人以上配置することになっています。なお、認知症地域支援推進員は、別

途、認知症地域支援推進員研修の受講を必要とします。 
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［ハ］ 

■バリアフリー 

高齢者・障害のある人等が社会生活をしていく上で、物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報

面での障壁等全ての障壁（バリア）を除去する必要があるという考え方です。 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

目標設定（plan）-施策・事業の実施（do）－目標・事業の達成状況の評価（check）－計画の見直

し（act）のサイクルのことです。 

■避難行動要支援者避難支援登録制度 

災害時に避難支援を必要とする人を登録し、その情報を地域（民生委員、自治会等）、関係機関（警

察署・消防署、社会福祉協議会等）に提供し、災害発生時の安否確認や避難誘導等の支援活動が速や

かにできるような体制を整備するための制度です。 

 

■フレイル（虚弱） 

加齢により心身が老い衰えた状態のことで、高齢者のフレイルは、生活の質を落とすだけでなく、

さまざまな合併症も引き起こす危険があります。フレイルの状態に、家族や医療者、そして何より本

人が早く気付き対応することができれば、フレイルの状態から健常に近い状態へ改善したり、要介護

状態に至る可能性を減らせる可能性があります。 

 

■補足給付 

低所得者等に対して、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費（滞在費）の一定の額を介護

報酬で補足することです。補足給付が福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金や

不動産を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であることか

ら、平成２７年の介護保険制度の改正では預貯金等や配偶者の所得、非課税年金収入等の資産等も

勘案することになりました。 

 

■ボランティアポイント制度 

介護予防等を目的とした、６５歳以上の高齢者が介護施設等でボランティアをした場合にポイント

を付与し、たまったポイントに応じて、換金等を行うことにより、実質的に介護保険料の負担を軽減す

ることができる制度です。 
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■認知症ケアパス 

認知症の方やその家族が認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような支援

を受けられるのか理解できるよう、医療や介護サービスなどの提供の流れを示すものです。 

 

■認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者で、「認知症サ

ポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」になります。受講者には認知症を支援する目

的としてオレンジリングが授与されます。 

 

■認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、

アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６か月）に行い、自立生活のサ

ポートを行うチームをいいます。認知症初期集中支援チームは区市町村が設置し、チーム員は、①保

健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士などの医療保健福祉に関する国家資格を有

する者、②認知症ケア実務経験３年以上、在宅ケア実務経験３年以上を有する者、③国が別途定める

「認知症初期支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者から専門職２人以上、④日本老年精神

医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務

とした５年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことが

できる認知症サポート医である医師１人の計３人以上の専門職で構成されます。 

 

■認知症施策推進大綱 

認知症施策推進関係閣僚会議において、令和元年６月１８日にとりまとめられたもので、認知症に

なっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取

組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となっ

て進めていくものです。 

 

■認知症地域支援推進員 

認知症になっても、認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよ

う、認知症施策や事業の企画調整等を行います。区市町村が医療機関や介護サービス及び地域の支

援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員

を中心として、医療と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築を図ります。認知症地域推進

員は、①認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法

士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、②上記①以外で認知症の介護や医療における専門的
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れかの要件を満たす者を１人以上配置することになっています。なお、認知症地域支援推進員は、別

途、認知症地域支援推進員研修の受講を必要とします。 
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［マ］ 

■民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の福祉に関する問題（生活上の問

題、高齢者・障害者福祉等福祉全般）についての相談を受ける人です。児童福祉法による児童委員も

兼ねており、児童の福祉に関する相談にも応じています。 

 

 

［ヤ］ 

■予防給付 

「介護予防訪問看護」等、要支援１・２の対象者に実施される給付のことです。 

 

 

［ラ］ 

■リビングラボ 

複雑な社会課題を解決するために、生活環境での実験を通して利用者と提供者が共創プロセスか

ら実装と評価を重ね、そこからサービスや商品を生み出す一連の活動を指します。 

 

 

［ワ］ 

■ワーデン（生活協力員） 

シルバーピアに家族とともに住み込み、入居者の安否確認、急病など緊急時の対応、日常生活上の

軽易な相談、団らん室の管理などを行う人です。 
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