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１ 用語説明 
 

■ア行 

 

一般介護予防事業 

すべての高齢者およびその支援のための活動に関わる人が対象の介護予防事業で、介護

予防・日常生活支援総合事業の一部を構成する。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、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活

動支援事業の５つに区分される。 

 

運動器 

骨・関節・筋肉・神経などの身体を動かす組織・器官の総称。 

 

ＳＮＳ 

Social Networking Serviceの略で、Web上で社会的ネットワーク（ソーシャルネットワ

ーク）を構築可能にするサービス。 

 

ＮＰＯ 

ＮＰＯは、Non Profit Organizationの略で、営利を目的としないで社会貢献活動や慈善

活動を行う市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指す。 

 

おたっしゃ教室 

地域住民が主体となって実施する地区ごとの介護予防教室。令和２年 12月現在、25地区

で実施。 

 

 

■カ行 

 

介護予防 

要介護状態になることをできる限り防ぐこと。また、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心身の健康の維持・改善を図ること。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防事業と生活支援サービスを一体としてマネジメントし提供することにより、高

齢者が住み慣れた地域で生活していく中で切れ目なく介護予防の効果を受けることができ

る仕組み。要支援認定者と事業対象者と認定された人が対象の介護予防・生活支援サービ

スと、全高齢者対象の一般介護予防事業がある。 

  

介護予防・生活支援サービス 

介護予防と生活支援のサービスを組み合わせて提供するサービスで、介護予防・日常生

活支援総合事業の一部を構成する。要支援１および２ならびに基本チェックリストにより

「事業対象者」と認定された人を対象とする。訪問型サービス、通所型サービス、その他

の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントに区分される。 

 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護者または要支援者本人や家族の希望を取り入れながら、要介護者等がその心身の

状況等に応じ適切な介護サービス等が利用できるようケアプランを作成する専門職。サー

ビスの利用について介護サービス事業者と調整を行うともに、ケアプランの継続的な管理

や評価を行う。 
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ケアプラン（介護サービス計画） 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、要介護者または要支援者の希望および利用者の

アセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望も取り入れながら、把握した日常生活

の課題に対応するために最も適切なサービスの組み合わせについて検討して作成される具

体的なサービス計画。公的サービスだけでなく、地域住民やボランティア、民間サービス

などのインフォーマルサポート（非公式な援助）も活用することとされている。在宅では

「居宅サービス計画」を、施設では「施設サービス計画」を作成し、計画に基づいてサー

ビスが提供される。 

 

ケアマネジメント 

要介護者等に対し個々のニーズや状態に応じて保健・医療・福祉にわたる介護サービス

が総合的、一体的、効率的に提供されることを目的とした援助技術。 

 

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のことで、平均寿命から

寝たきりや認知症など要介護状態の期間を差し引いたもの。 

 

権利擁護 

認知症等により判断能力が不十分な者に対し、成年後見制度等の制度や自己決定支援を

通して、本人の人権や財産等の権利を守ること。 

 

基本チェックリスト 

65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り、日常生活に必要な機能が低下し

ていないかをチェックする全 25項目の質問リスト。生活機能の低下のおそれがある高齢者

を早期に把握し、介護予防・日常生活支援総合事業へつなげ、状態悪化を防ぐためのツー

ルとして用いられる。 

 

コミュニティカフェ 

地域の公民館などを利用して地域住民が集い、交流し、情報交換する場の総称。竜王町

社会福祉協議会が運営する事業として令和２年 12月現在 24地区で実施。 

 

 

■サ行 

 

自立支援 

介護保険法第１条に規定された、介護保険制度の目的であり、福祉サービスなどにより、

高齢者など支援が必要な人の「自立」を支援すること。高齢者は、加齢とともに心身の状

態が悪化していくため、状態の改善よりむしろ、現有能力を活用しつつ、生活の質や心身

の状態の維持に努めることが重要となる。また、「自立支援」は、高齢者の分野だけでなく、

様々な福祉分野で、本人が望む社会生活を送れるための支援という意味でも用いられる。 

 

若年性認知症 

従来から言われてきた 40歳から 65歳未満までの間に発症した初老期認知症に、18歳か

ら 39歳までに発症した若年期認知症を加えた認知症の総称。発症年齢で区分した概念であ

り、認知症が引き起こされる原因や疾患は様々である。 
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生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、

生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす人をいう。 

 

生活支援ハウス 

概ね60歳以上のひとり暮らしの人や夫婦のみの世帯に属する人および家族による援助を

受けることが困難な人であって、高齢などのため独立して生活することに不安のある人が、

安心して健康で明るい生活を送れるように、介護支援機能、居住機能および交流機能を総

合的に提供する施設。 

 

生活習慣病 

食生活や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に大きく関与する

慢性の病気のこと。具体的には、高血圧・脳血管疾患・心疾患・糖尿病・脂質異常症・悪

性新生物や肥満症など幅広い病気を含む。加齢に着目して用いられてきた「成人病」から

生活習慣に着目した「生活習慣病」という名称となった。 

 

成年後見制度 

認知症や障がいにより、判断能力が不十分であるために意思決定能力が不十分または困

難な人について、第三者の関与を受けることによりその人の自己決定権を尊重しながら障

がいの程度や残された能力に応じてサポートする制度。本人の事情に応じて「後見」「保佐」

「補助」の３種型がある。 

 

 

■タ行 

 

地域支援事業 

平成 18 年４月から 65 歳以上の高齢者を対象に、介護保険の財源を用い、介護予防や地

域の高齢者の見守り、権利擁護などを市町村が主体的に推進する事業。平成 27 年度以降、

「介護予防・日常生活支援総合事業」、「認知症総合支援事業」、「生活支援体制整備事業」

等の推進を通して、地域包括ケアのさらなる推進が求められている。 

 

地域共生社会 

高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度･分野の枠や、「支え

る側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人

ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会

のこと。平成 30年度から、他人事ではなく「我が事」として、支援が必要な人を分野ごと

ではなく「丸ごと」支えていく「地域共生社会」づくりを進める制度改正がなされた。 

 

地域包括ケア 

住民の安全・安心・健康を脅かす、急病や病態の急変、虐待、ひきこもり、地域での孤

立等様々な問題に対応できるよう、｢医療」、「介護」、「介護予防」、「住まい」、「生活支援サ

ービス」などを様々な社会資源の組み合わせによって、高齢者等の日常生活の場において

有機的かつ一体的に提供する支援の理念。制度として決まった形があるわけでなく、理想

的な高齢者支援の理念として、国が提唱しているモデルである。 

 

地域包括ケア見える化システム 

厚生労働省が運営する情報システムで、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・実行に役立てるため、介護サービスの利用実績データなどがデータベース

化され、地域間比較による現状分析機能や、介護サービス見込量算出機能などが登載され

ている。 
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地域包括支援センター 

平成18年４月の介護保険法の改正に伴い導入された高齢者への総合的な相談や支援の機

関。社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの３種の専門職を配置し、地域支援事業を

中心に業務を行う。 

 

地域密着型サービス 

平成 18年４月の介護保険法の改正に伴い導入された介護保険サービスの１類型。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）などが含まれる。介護保険サービス

は、市町村を超えた広域的な利用が可能であるが、住み慣れた地域で身近に受けるサービ

スにという考えから、市町村がサービス事業者の指定を行い、原則として当該市町村がサ

ービス提供エリアとなる。 

 

チョイソコりゅうおう 

町内の新しい移動手段として、電話による事前予約により、町内の移動ができる乗合サ

ービスで、令和２年度から実証運行している。 

 

特定健康診査・特定保健指導 

特定健康診査は、医療保険者が 40～74歳の加入者を対象として実施するメタボリックシ

ンドロームに着目した健康診査。特定保健指導は、特定健康診査の結果から、生活習慣病

の発症リスクが高く、生活習慣の改善により予防効果が多く期待できる人に対して医師、

保健師、管理栄養士などが行う保健指導。 

 

 

■ナ行 

 

日常生活動作（ＡＤＬ）・手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ） 

ＡＤＬ：Activities of Daily Livingの略称で、日常生活を送るために最低限必要な日

常的動作のことを指す。具体的には、「起居動作・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」

動作をいう。 

 

ＩＡＤＬ：Instrumental Activities of Daily Livingの略称で、日常的な動作の中でも

より判断を求められる動作のことを指す。具体的には、「電話応対、買い物、食事の準備、

家事、洗濯、服薬の管理、金銭の管理」動作をいう。 

 

認知症 

脳の病気の一つで、脳の機能低下による日常生活への支障がおよそ６か月以上継続して

いる状態のこと。代表的な認知症は４種類あり、最も多いのは、アルツハイマー型認知症

で、全体の約６割を占めている。次いで、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側

頭型認知症がある。 

 

認知症キャラバン・メイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、講師役を務める

人のことで、キャラバン・メイトになるためには所定のキャラバン・メイト研修を受講し

登録する必要がある。 

 

認知症ケアパス 

認知症の人とその家族が、出来る限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよ

う、認知症の人の状態に応じた適切な対応やケア、サービスの流れをわかりやすく示した

もの。 
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認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として日常生活の中で

支援する人のこと。 

 

認知症初期集中支援チーム 

認知症や認知症が疑われる人とその家族を複数の専門職が訪問し、必要な支援を行うチ

ームのこと。具体的な活動内容として、観察や評価を行ったうえで、自立に向けて包括的・

集中的に家族支援等の初期支援を行うことや、医療・介護サービスの利用を本人が希望し

ない等により社会から孤立している状態にある人への対応も含め、適切な医療・介護サー

ビス等に速やかにつなぐことが挙げられる。 

 

 

■ハ行 

 

８０５０問題 

子どものひきこもり状態が長期化して中高年となる一方、生活を支えてきた親の高齢化

に伴う収入減少および病気や要介護状態になることにより、家庭全体が経済的困窮や社会

的孤立に陥って生活が成り立たなくなる問題のこと。「80歳代の親と 50歳代のひきこもり

の子」という象徴的な年代から名称が取られている。 

 

バリアフリー 

障がいのある人や高齢者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを取り除

こうという考え方。具体的には段差等の物理的障壁の除去をいい、より広くは、障がいの

ある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という

意味でも用いられる。 

 

ＢＭＩ 

Body Mass Indexの略語で、適正体重を示す指数。『体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）』

で算出し、18.5未満が低体重、25以上が肥満とされる。 

 

ふきのとうカフェ 

本町の「認知症カフェ」の呼称。認知症カフェとは、認知症の人とその家族、地域住民、

専門職等が参加し、飲食をしながらの交流や認知症介護などについて学習会を行う等によ

り、認知症の人や家族の悩みや不安の軽減を図る場のこと。 

 

フレイル 

日本老年医学会が平成 26 年に提唱した概念で、「Frailty（虚弱）」の日本語訳。健康な

状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のことを

指すが、適切な治療や予防を行うことで要介護状態への移行を遅らせることができること

に着目する概念である。 

 

保険者 

介護保険の保険者は、介護保険法において市町村（特別区を含む）と規定されており、

被保険者の資格管理業務、第１号被保険者保険料の賦課・徴収業務、要介護認定業務、保

険給付支払業務、地域密着型サービス事業所や居宅介護支援事業所の指定業務、市町村介

護保険事業計画策定業務、介護保険特別会計の設置・運営などの役割を担う。 
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■マ行 

 

民生委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣より委嘱を受け、地域住民の相談役や行政や専門機

関につなぐパイプ役。 

 

 

 

介護保険サービス関係用語 

 

≪介護サービス≫  ※要介護認定者（要介護１～５）が対象 

 

■居宅サービス 

 

訪問介護（ホームヘルプサービス） 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護、調理、洗濯など

の生活援助、通院などを目的とした乗降介助を行うサービス。 

 

訪問入浴介護 

居宅に浴槽を持ち込んで入浴の援助を行い、身体の清潔保持、心身機能の維持を図るサ

ービス。 

 

訪問看護 

看護師等が主治医の指示により居宅を訪問し、床ずれの手当や点滴の管理等の療養上の

世話や必要な診療の補助を行うサービス。 

 

訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、心身の機能の維持回復のため、必要なリハ

ビリテーションを行うサービス。 

 

居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導

を行うサービス。 

 

通所介護 

通所介護施設（デイサービスセンター）等に通い、入浴､食事等の介護、日常生活上の世

話や機能訓練を受けるサービス。 

 

通所リハビリテーション 

介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、理学療法、作業療法などによるリハビリテ

ーションを受けるサービス。 

 

短期入所生活介護 

介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活

上の世話や機能訓練を受けるサービス。 

 

短期入所療養介護 

介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所し、看護、医学的管理下における機能訓

練、その他必要な医療および日常生活上の世話を受けるサービス。 
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福祉用具貸与 

日常生活上の便宜、機能訓練、介助者の負担軽減のための福祉用具の貸与を行うサービ

ス。 

 

特定福祉用具購入費 

貸与になじまない入浴や排せつ等に使用する福祉用具について、その費用（年間 10万円

を限度）の一部を支給するサービス。 

 

住宅改修 

手すりの取付け、段差の解消、洋式便器等への便器の取替え等の小規模な住宅改修に対

して、その費用（20万円を限度）の一部を支給するサービス。 

 

特定施設入居者生活介護 

指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム等に入居し、入浴、排せつ、食事等の介

護、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けるサービス。 

 

 

■地域密着型サービス 

 

夜間対応型訪問介護 

ホームヘルパーによる夜間の定期的な巡回訪問、緊急時の通報による訪問により、入浴、

排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話を受けるサービス。 

 

認知症対応型通所介護 

認知症の高齢者が、通所介護施設（デイサービスセンター）等に通い、入浴、排せつ、

食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービス。 

 

小規模多機能型居宅介護 

小規模な居住型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせ

て入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービス。 

 

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） 

認知症の高齢者が、共同で生活できる場（住居）で、入浴、排せつ、食事等の介護、日

常生活上の世話、機能訓練を受けるサービス。 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

小規模な有料老人ホーム（入居定員 29人以下）等に入居し、入浴、排せつ、食事等の介

護、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けるサービス。 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

小規模な介護老人福祉施設（入居定員 29人以下）に入所し、入浴、排せつ、食事等の介

護、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービ

ス。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞれが密接に連携しな

がら、定期巡回訪問と随時の対応を受けるサービス。 
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看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを

組み合わせた複合型事業所で、居宅要介護者のニーズを柔軟に受けるサービス。 

 

地域密着型通所介護（小規模デイサービス） 

利用定員 18 人以下の通所介護施設（デイサービスセンター）等に通い、入浴､食事等の

介護、日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス。 

 

 

■居宅介護支援 

 

居宅介護支援 

要介護者が居宅サービス、地域密着型サービス等を適切に受けられるよう、心身の状況、

置かれている環境、本人や家族の意向等を勘案して、居宅サービス計画（ケアプラン）を

作成し、当該計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、介護サービス事業者等

との連絡・調整を行うサービス。また、要介護者が施設に入所を希望する場合、介護施設

の紹介等を行う。 

 

 

■施設サービス 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常に介護が必要で、居宅での介護が困難な人が対象の施設。入浴、排せつ、食事等の介

護、その他必要な日常生活上の介護や機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービ

ス。 

 

介護老人保健施設 

病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設。医学

的な管理の下での介護や看護、リハビリテーションを受けるサービス。 

 

介護療養型医療施設 

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が

対象の施設。介護体制の整った医療施設（病院）で、医療や看護などを受けるサービス。

施設制度としては平成 29年度末に廃止になっており、令和５年度末までに介護医療院等に

移行する必要がある。 

 

介護医療院 

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看

取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設。

平成 30年４月から創設。 
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≪介護予防サービス≫ ※要支援認定者（要支援１～２）が対象 

 

■居宅介護予防サービス  

 

介護予防訪問入浴介護 

居宅に浴槽を持ち込んで入浴の援助を行い、身体の清潔保持、心身機能の維持を図るサ

ービス。 

 

介護予防訪問看護 

看護師等が主治医の指示により居宅を訪問し、床ずれの手当や点滴の管理等の療養上の

世話や必要な診療の補助を行うサービス。 

 

介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、心身の機能の維持回復のため、必要なリハ

ビリテーションを行うサービス。 

 

介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導

を行うサービス。 

 

介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、理学療法、作業療法などによるリハビリテ

ーションを受けるサービス。 

 

介護予防短期入所生活介護 

介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活

上の支援や機能訓練を受けるサービス。 

 

介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所し、看護、医学的管理下における機能訓

練、その他必要な医療および日常生活上の支援を受けるサービス。 

 

介護予防特定施設入居者生活介護 

指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム等に入居し、入浴、排せつ、食事等の介

護、その他必要な日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を受けるサービス。 

 

介護予防福祉用具貸与 

介護予防に効果があると定められた福祉用具の貸与を行うサービス。 

 

特定介護予防福祉用具購入費 

貸与になじまない入浴や排せつ等に使用する福祉用具で、その費用（年間10万円を限度）

の一部を支給するサービス。 

 

介護予防住宅改修 

手すりの取付け、段差の解消、洋式便器等への便器の取替え等の小規模な住宅改修に対

して、その費用（20万円を限度）の一部を支給するサービス。 
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■地域密着型介護予防サービス  

 

介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の高齢者が、通所介護施設（デイサービスセンター）等に通い、入浴、排せつ、

食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を受けるサービス。 

 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

小規模な居住型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせ

て入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練を受けるサービス。 

 

介護予防認知症対応型共同生活介護  

認知症の高齢者が、共同で生活できる場（住居）で、入浴、排せつ、食事等の介護、日

常生活上の支援、機能訓練を受けるサービス。※要支援認定者（要支援２）が対象 

 

 

■介護予防支援 

 

介護予防支援 

要支援者が、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防に効果のある

保健医療サービスまたは福祉サービス等を適切に受けられるよう、心身の状況、置かれて

いる環境、本人や家族の意向等を勘案して、介護予防サービス計画（ケアプラン）を作成

し、当該計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡・調整を

行うサービス。 
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２ 計画策定の経過 

 

 

項 目 年 月 日 備 考 

第１回策定委員会 令和元年 12月 26日 

１ 第８期計画の策定について 

２ 第８期計画の策定にかかる各種実態調査について 

３ 第８期計画全体スケジュールについて 

アンケート調査の実施 令和２年１～２月 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

② 在宅介護実態調査 

③ 介護人材確保に関する調査 

第２回策定委員会 令和２年７月９日 

１ 第７期計画の進捗状況について 

２ 第８期計画策定にかかる各種調査結果について 

３ 第８期計画における主要政策課題（案）について 

４ 今後のスケジュールについて 

アンケート調査の実施 令和２年８月 介護人材確保に関する再調査 

第３回策定委員会 令和２年９月 24日 

１ 第８期計画取組骨子案 

（基本理念・基本目標・基本施策）について 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業について 

３ 今後のスケジュールについて 

第４回策定委員会 令和２年 11月５日 

１ 第３回委員会意見等の確認について 

２ 介護人材確保に関する再調査結果報告について 

３ 第８期介護保険サービス見込量・保険料の積算結果の 

概要について 

４ 今後のスケジュールについて 

第５回策定委員会 令和２年 12月 24日 

１ 第４回委員会意見等の確認について 

２ 第８期計画介護保険サービス見込量・保険料の再積算 

結果について 

３ 第８期計画骨子案（追加）について 

４ 今後のスケジュールについて 

第６回策定委員会 令和３年１月 22日 

１ 第５回委員会意見等の確認について 

２ 第８期計画介護保険サービス見込量・保険料の再々積算

結果について 

３ 第８期計画素案について  

４ 今後のスケジュールについて 

パブリックコメント 
令和３年１月 25日～ 

令和３年２月５日 
意見１名 

第７回策定委員会 令和３年２月 18日 

１ 第６回委員会意見およびパブリックコメントの結果に

ついて 

２ 第８期計画素案について 

３ 第８期計画策定経過について 

提言書提出 令和３年３月１日 策定委員会会長から町長への提言書の提出 
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３ 計画策定委員会提言書 

 

提 言 書 

 

令和 3年（2021年）3月 1日 

竜王町長 西田 秀治 様 

 

竜王町高齢者保健福祉計画策定委員会 

会長 勝見 兵治 

 

「いきいき竜王長寿プラン（竜王町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画）」について 

 

本町における高齢者を取巻く状況について、特に高齢化については今後も進展し、併せて要介護認

定者数の増加も見込まれることから、町民、地域、事業所および行政の協働による「地域包括ケア」

のより一層の深化・発展が望まれるところです。 

このことから、高齢者にかかる保健福祉事業や介護予防事業の推進、また介護サービス基盤の強化

については、引き続き喫緊の課題であることから、今般、当計画の策定にあたり、本町における高齢

者や介護現場の現状、ニーズなどについて調査・分析を行うとともに、前計画における事業評価をふ

まえ、令和３年度から令和５年度までの取組について検討を進めてまいりました。 

介護予防については、高齢者の外出を阻害する大きな要因である足腰の痛みに着目した地域リハビ

リテーションの取組が有効と考えられ、特に高齢者の運動意欲の向上について８つの取組に凝縮した

「現役続行プロジェクト・キバラル８（エイト）」を推進しながら、本町の強みである地域の「通いの

場」と連携することで、効果的な事業展開が図れると考えます。 

介護サービス基盤の強化については、介護人材の確保と定着に懸念があることから、行政と介護サ

ービス事業所等で構成する「竜王町介護人材確保・定着促進協議会」を立ち上げられ、介護の仕事に

関する魅力発信、圏域レベルでの就職説明会の実施など人材確保につながる取組を推進するとともに、

事業所同士の連携、キャリアアップの促進、ＩＣＴの導入による効率化など、やりがいや働きやすさ

を向上させる定着促進に向けた取組の推進が必要と考えます。 

介護施設の整備については、介護が必要になっても住み慣れたまちで暮らし続けられるよう、新た

な入所系施設の整備について検討が必要となっています。用地確保の困難さ、多世代交流による介護

に対する理解促進などの効果を鑑み、現在、本町において進められている中心核整備事業との連携に

よる整備について検討をお願いします。 

これらと併せて、認知症予防とケア、８０５０問題等にかかる重層的支援の推進、地域の見守り・

支え合い、口腔ケアの充実その他高齢者の生活に関する課題についても、「いきいき暮らせるふれあい

のまち・竜王」の基本理念の下、総合的な取組を今後も一層進められるとともに、こうした取組につ

いて、町民や関係者に効果的に周知・啓発されるよう期待します。 

なお、令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者保険料については、その負担の公平性等を

鑑み、保険料段階を９段階から 12段階に細分化すること、また、後期高齢者の増加を背景に、介護サ

ービス利用の伸びが見込まれるため、基準額を従前の月額 5,900 円から 6,200 円に引き上げることが

望ましいと考えます。 

以上、計画の実施と運用にあたり、貴職におかれましては、各段の御配意を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 
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４ 計画策定委員会設置要綱 
 

○竜王町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱 

(平成 17年 3月 18日告示第 24号) 

改正  平成 18年 4月 1日告示第 62号 平成 20年 5月 21日告示第 96号 

平成 22年 9月 30日告示第 186号  平成 23年 2月 28日告示第 26号 
 

 

(設置) 

第 1 条 高齢者がいつまでも健康で、生きがいをもって、住み慣れた地域で安心して暮らす

ことができる長寿社会づくりの実現に向けた保健、医療、福祉および介護サービスの提供

体制の確立とその具体的方策を検討するため、竜王町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下

「委員会」という。)を設置する。  

(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる計画について調査研究を行い、その結果を高齢者保健福祉計

画として取りまとめ、町長に提言する。  

(1) 老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)第 20条の 8に規定する老人福祉計画  

(2) 介護保険法(平成 9年法律第 123号)第 117条に規定する介護保険事業計画  

(3) 介護サービス基盤整備計画  

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。  

(1) 竜王町介護保険運営協議会規則(平成 12年竜王町規則第 6号)第 3条第 2項に規定する 

委員  

(2) 竜王町地域包括ケア会議設置運営要綱(平成 15年竜王町告示第 19号)第 3条に規定する

委員の代表者  

(3) 保健、福祉、医療および介護に関し識見を有する者  

(4) 保健医療関係者  

(5) 福祉関係者  

(6) その他町長が適当と認める者  

2 委員の任期は、3 年とする。ただし、欠員が生じ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。  

(会長および副会長) 

第 4条 委員会に会長および副会長を置く。  

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。  

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を

代理する。  
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(会議) 

第 5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。  

2 会長は、会議の議長となる。  

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。  

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

5 会長は委員会に諮って、会議を公開することができる。  

6 会長は、必要があると認めるときは、関係者および専門家の出席を求めて、その意見を聞

くことができる。  

(部会) 

第 6条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。  

2 部会は委員をもって組織し、部会長および副部会長は、当該部会を構成する委員の互選に

より、これを定める。  

3 部会長は、部会における調査研究等の経過および結果を会議に報告するものとする。  

(顧問および参与) 

第 7条 委員会に顧問および参与を置くことができる。  

2 顧問および参与は、町長が委嘱する。  

(庶務) 

第 8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。  

(委任) 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に

諮つて定める。  

 

附 則  

この告示は、平成 17年 4月 1日から施行する。  

附 則(平成 18年 4月 1日告示第 62号)  

この告示は、平成 18年 4月 1日から施行する。  

付 則(平成 20年 5月 21日告示第 96号)  

この告示は、平成 20年 6月 1日から施行する。  

付 則(平成 22年 9月 30日告示第 186号)  

この告示は、平成 22年 9月 30日から施行する。  

付 則(平成 23年 2月 28日告示第 26号)  

この告示は、平成 23年 4月 1日から施行する。 
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５ 計画策定委員会委員名簿 
 

 

○竜王町高齢者保健福祉計画策定委員会委員 
（敬称略） 

区 分 氏 名 所 属 等 備 考 

1 介護保険運営協議会委員 久野 まさ枝   副会長 

2 介護保険運営協議会委員 坂田 一男   
 

3 介護保険運営協議会委員 圖司 和子 
  

4 介護保険運営協議会委員 松本 邦稔 
特定非営利活動法人遊夢 

デイサービスセンター遊夢 管理者  

5 地域包括ケア会議代表者 西村 智恵美 社会福祉法人竜王町社会福祉協議会  事務局長 
 

6 識見を有する者 中江 一郎 社会福祉法人雪野会万葉の里 施設長 
 

7 保健医療関係者 雨森 正記 医療法人社団弓削メディカルクリニック 理事長 
 

8 保健医療関係者 小島 宏司 竜王町国民健康保険診療所（歯科）所長 
 

9 保健医療関係者 雨森 千恵美 
医療法人社団弓削メディカルクリニック 

訪問看護ステーションゆげ 所長  

10 福祉関係者 坂口 直司 特定非営利活動法人りゅうおう 理事長 
 

11 その他町長が適当と認める者 勝見 兵治   会 長 

12 その他町長が適当と認める者 西村 たづ子   
 

13 その他町長が適当と認める者 大内 善則   
 

14 その他町長が適当と認める者 城居 弥寿彦   
 

 
【任期】令和元年 10月１日から令和４年９月 30日まで（令和３年３月現在） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいき竜王長寿プラン 
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