
第６章 計画の推進体制 
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資料１ 坂戸市高齢者福祉及び介護保険事業審議会条例 

平成18年３月20日 

条例第５号 

 改正 平成20年３月21日条例第８号 

〔題名改正〕 

平成20年12月24日条例第31号  

  平成21年９月25日条例第28号 平成24年３月22日条例第12号  
  平成27年３月25日条例第12号   

 

（設置） 

第１条 高齢者福祉及び介護保険事業に関する事項について

審議するため、並びに介護保険法施行規則（平成 11 年厚生

省令第 36 号）第 140 条の 66 第１号ロ(２)に規定する地

域包括支援センター運営協議会として、坂戸市高齢者福祉及

び介護保険事業審議会（以下「審議会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項につい

て調査審議する。 

(１) 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８

第１項の規定に基づく老人福祉計画及び介護保険法（平成９

年法律第 123 号）第 117 条第１項の規定に基づく介護保

険事業計画の作成及び推進に関すること。 

(２) 介護保険法第42条の２第１項に規定する指定地域密着

型サービス及び同法第 54 条の２第１項に規定する指定地

域密着型介護予防サービスに関すること。 

(３) 介護保険法第 115 条の 46 第１項に規定する地域包括

支援センターの運営等に関すること。 

(４) その他高齢者の福祉に関する施策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 市民の代表者 

(２) 保健医療福祉等関係者 

(３) 学識経験者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 

３ 審議会の議事は、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。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求

めて意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理す

る。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必

要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

（坂戸市高齢者保健福祉計画審議会条例の廃止） 

２ 坂戸市高齢者保健福祉計画審議会条例（平成 14 年坂戸市

条例第９号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例による審議会の設置当初に委嘱された委員の任

期については、第４条第１項の規定にかかわらず、平成 21

年３月 31 日までとする。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正） 

４ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和 31 年坂戸町条例第 15 号）の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成 20 年条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。〔後略〕 

附 則（平成 20 年条例第 31 号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年条例第 28 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 24 年条例第 12 号） 

この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年条例第 12 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料２ 坂戸市高齢者福祉及び介護保険事業審議会委員名簿 

 

区分 所属 氏名 備考 

市民の代表者 

公募 岩崎 幸枝 平成 30 年度 

公募 梶  英一  

坂戸市区長会 

大野 照夫 平成 30 年度 

野口 達雄 令和元年度 

星  光男 令和２年度 

坂戸市老人クラブ連合会 馬場 敏雄  

公益社団法人坂戸市シルバー人材セ

ンター 
栗原 厚夫 副会長 

介護保険被保険者代表 山田 ふみ  

保健医療福祉

等関係者 

社団法人坂戸鶴ヶ島医師会 川口   茂  

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 川﨑  剛  

坂戸市介護保険事業者連絡会 金谷 雅征  

坂戸市民生委員・児童委員連絡協議会

連合会 
杉本 政弘  

社会福祉法人坂戸市社会福祉協議会 

恒川  勝 
平成 30 年度 

令和元年度 

新井   勇 令和２年度 

坂戸市ボランティア連絡会 須田  正子 会長 

学識経験者 城西大学 于   洋  
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資料３ 諮問書 

 

坂高発第１４８０号 

平成３０年６月１９日 

 

 

坂戸市高齢者福祉及び 

介護保険事業審議会会長 様 

 

 

                      坂戸市長  石 川  清 

 

 

坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の作成及び推進等について（諮問） 

 

坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の作成及び推進等について、坂戸市高齢者福

祉及び介護保険事業審議会条例第２条の規定により、貴審議会のご意見を求めます。 
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資料４ 答申書 

  

                             坂 高 審 発 第 ３ 号 

                             令和３年２月２５日 

 

 

坂戸市長  石 川  清 様 

 

 

坂戸市高齢者福祉及び介護保険事業審議会 

会  長       須 田 正 子 

 

 

坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定について（答申） 

 

平成３０年６月１９日付け坂高発第１４８０号により諮問のありました坂戸市高齢者福

祉計画・介護保険事業計画の策定について、本審議会において慎重に審議した結果、次の

とおり答申します。 

 

答申 

 

本市の人口は、平成２８年をピークとして減少に転じている一方で、６５歳以上の高齢

者の人口は徐々に増加し、その結果、令和２年１０月１日現在２９．６％である高齢化率

は、いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）には３０．６％にな

ると推計されています。また、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年

（２０４０年）にかけて、生産年齢人口の減少が見込まれることから、同年の高齢化率は

３５．７％となると推計されています。 

今日の本市の高齢者福祉の状況と、令和７年及び令和２２年の本市の高齢者福祉像を見

据えると、地域共生社会の実現に向けて、認知症の問題やフレイル対策など介護予防への

重点的な取組、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り生活していけるような地域の支え合

いの仕組みの強化など、多くの課題があります。加えて、令和２年春以来全世界的な問題

となっている新型コロナウイルス感染症に関して、徹底した感染症対策と高齢者福祉のた

めの取組との両立は、今後３年間の第８期計画期間の目標達成に向けて大きな課題である

と考えられます。 

このような情勢を踏まえ、本審議会では諮問された坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事

業計画の策定について、議論を尽くし慎重に審議をしてまいりました。 

審議会の意見を受けて調整された坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の素案につ
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きましては、高齢者福祉事業、介護保険事業の推進を図る上での指針として、適当である

と認めます。 

なお、本審議会の意見・要望について配慮いただくとともに、基本理念に掲げた「とも

に支え合う健康と安心のまち」の実現に向けて、市民、各関係機関、地域、民間企業、大

学等との連携による高齢者福祉施策のさらなる推進が図られますことを大いに期待するも

のであります。 

 

別紙 

意見・要望 

 

１ 高齢者の介護予防・健康づくりの推進について 

高齢者の健康寿命を維持し、可能な限り住み慣れた地域で健やかに暮らし続けるこ

とを支える観点から、高齢者自身が健康づくりと介護予防の意義を理解し、主体的に取

り組めるよう啓発に努められたい。地域における活動の展開に当たっては、新型コロナ

ウイルス感染症対策に配慮した「新しい生活様式」への対応を十分に意識されたい。 

いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳となる２０４０年を見据えて、壮年期・中年期に

おける健康づくりの取組との連携を深め、効果的な事業実施に努められたい。 

地域包括支援センターの運営に関して、日常生活圏域内の高齢者人口の推移や地域

資源の状況等を踏まえ、必要に応じて地域包括支援センターの分室を設置するなどの

対応を図られたい。 

 

２ 地域包括ケアシステムの推進について 

いわゆる団塊の世代が７５歳となる２０２５年に向けて、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、本市の実情に

応じた地域包括ケアシステムを更に充実させるとともに、「支える側」「支えられる側」

といった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である「地域共生

社会」の実現に努められたい。地域共生社会の実現に向けては、健康状態が良好で介護

を必要としない高齢者が増加することにも着目し、高齢者が地域の活動の担い手とし

て活躍することなど、社会に参画し続けることを支援する施策を講じられたい。その

際、新型コロナウイルス感染症対策に十分に配慮し、インターネットや電子メディアな

ど多様な情報伝達媒体の活用と普及に取り組まれたい。 

高齢者の在宅生活を支援する観点から、各種在宅福祉サービスを確実に実施すると

ともに、埼玉県におけるケアラー支援の動向に注目し、孤立状態となることが懸念され

る家族介護者への支援の充実に努められたい。 

 

３ 認知症高齢者を支える仕組みについて 

今後、７５歳以上の高齢者の増加が予測されていることから、本市において認知症高
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齢者数の大幅な増加が見込まれることを念頭に、認知症サポーターの地域での活動拡

大を図るなど、「予防」と「共生」の考え方を意識し、認知症施策を積極的に実施され

たい。施策の推進に際しては、市民一人ひとりが認知症に対する理解を深めるよう積極

的な普及啓発に努めるとともに、認知症の高齢者を介護する家族に寄り添い、地域で安

心して生活することができるよう、きめ細やかな支援に努めらえたい。 

 

４ 介護現場の革新に向けた基盤整備について 

２０２５年以降に現役世代の減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基

盤の確保が大きな課題になるという全国的な動向を念頭に、事業者に対する情報提供

や事務負担軽減への配慮、事業者同士の連携促進など保険者としての主体的な取組を

展開し、本市の介護基盤の強化に努められたい。 

 

５ 介護保険事業の推進について 

高齢者人口、特に介護を要する可能性が高い７５歳以上の高齢者人口の増加を意識

し、介護需要に対応できる必要かつ適切な介護サービス量の確保に努められたい。居宅

サービスにおいては、要介護高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるため、認知症対

応型通所介護や看護小規模多機能型生活介護などの基盤整備を積極的に進められたい。

また、広域型の介護老人福祉施設の入所待機者数が一定規模で推移していることにか

んがみ、既存介護老人福祉施設の増床や、地域密着型サービスである地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の基盤整備を図られたい。 

 

６ 災害・感染症対策に係る体制整備について 

大型台風の上陸やゲリラ豪雨等による風水害、大規模な地震災害は、自宅や介護保険

施設等で生活する高齢者の生命を脅かす懸念があることを十分に認識し、災害時にお

ける地域での見守り・助け合いの体制強化に努めるとともに、介護保険事業者への適切

な指導に当たられたい。加えて、新型コロナウイルス感染症をはじめとした各種感染症

対策に遺漏が無いよう取り計らわれたい。 

 

７ 介護保険料について 

介護保険事業に係る財源内訳は、公費（国・県・市）及び第１号被保険者（６５歳以

上の方）・第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）の保険料で成り立っており、

第１号被保険者の負担率は、第７期計画期間に引き続き２３％となる。 

本市において高齢者人口及び要介護認定者数が増加するとともに、政府による令和

３年度介護報酬改定において介護報酬の引き上げがなされるといった事情がある中で、

必要な介護サービスを確保するためには、第１号被保険者の保険料水準の一定程度の

上昇はやむを得ないものと考えるが、介護保険給付費等準備基金残高を積極的に活用

し、保険料水準の上昇の抑制に努められたい。  
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資料５ 用語の解説

あ行 

ＩＣＴ   《94ページ》 

Information and Communication 

Technology。情報通信技術のことです。 

運動器   《23ページ》 

筋肉や骨、靭帯など、身体運動に関わるい

ろいろな器官等のことです。人間が自分の意

思で活用できる唯一の組織であり、運動器の

保全は、人生の生きがいや生活の質に大きく

関与しています。 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 《４ページ》 

平成 27年９月に行われた国連持続可能な

開発サミットにおいて採択された「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」に記載

された国際目標のことです。令和 12 年

（2030 年）に向けて 17 のゴール・169 の

ターゲットが示されており、我が国を含めた

世界各国で実現に向けた取組が展開されて

います。 

ＮＰＯ   《69ページ》 

Non Profit Organization。さまざまな社

会貢献活動を行い、団体の構成員に対して収

益を分配することを目的としない団体の総

称です。 

か行 

介護給付   《44ページ》 

要介護認定を受けた人に対する保険給付

のことです。例えば、居宅サービスを利用し

た場合、所得に応じサービス種類ごとに定め

る基準額の７～９割が保険給付されます。 

介護給付費通知  《96ページ》 

介護サービスを利用している人に対して、

本市から定期的に利用状況をお知らせする

通知です。事業者からの介護報酬請求と実際

に利用したサービス内容に違いがないかど

うかを確認する趣旨で送付しています。 

介護サービス   《２ページ》 

要介護認定を受けた人が利用できるサー

ビスです。在宅で利用する「居宅サービス」、

施設に入所して利用する「施設サービス」な

ど、自分らしくできる限り自立した暮らしが

できるよう、さまざまな種類のサービスが用

意されています。 

介護者サロン   《39ページ》 

介護をしている家族が気軽に立ち寄るこ

とができ、介護のことや困りごとなどを語り

合える場のことです。市内では、有志の市民

が主催しているサロンがあります。 

介護度   《34ページ》 

要支援状態、要介護状態を介護の必要の程

度に応じて定めた区分のことで、要支援１～

２、要介護１～５の 7 段階に区分されるもの

です。 

介護予防   《５ページ》 

元気な人も支援や介護が必要な人も、生活

機能の低下や要介護度の重度化をできるだ

け防ぎ、自分らしい生活を実現できるように

することです。具体的には、日頃から健康管

理を行い高齢期に合った健康づくりを行う

ことを指します。 

介護予防・日常生活支援総合事業《16 ページ》 

地域支援事業を構成する事業のひとつで

す。市町村が中心となり、地域の実情に応じ

て住民等の多様な主体が参画し、多様なサー

ビスを充実させることにより、地域の支え合

い体制づくりを推進し、要支援者等に対する

効果的・効率的な支援等ができることを目指

すものです。 

基幹型機能   《63ページ》 

全ての地域を統括・支援し、総合調整をす

る中心的役割を担うことです。 

機能訓練      《101 ページ》 

心身の諸機能の維持回復を図る訓練のこ

とです。筋力の増強、持久力の向上、関節可

動域の維持、運動速度の増大等を目的とし、

その心身の状況に応じて訓練が行われます。 

基本チェックリスト  《23ページ》 

介護予防・日常生活支援総合事業の対象か

どうかを判断する際に用いる質問票（チェッ

クリスト）です。要介護認定で自立と認定さ

れた人や要介護認定を受けていない人で、介

護が必要になる可能性があると予想される

人に、厚生労働省のガイドラインに基づき作
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成した質問票に答えてもらい、生活機能に関

する評価を行います。 

ケアプラン   《45ページ》 

一人ひとりのニーズに合った適切なサー

ビスが提供されるようにするため、介護予

防・日常生活支援総合事業対象者や要介護等

認定者が利用するサービスの種類、内容、担

当者、本人の健康上・生活上の問題点、解決

すべき課題、サービスの目標及びその達成時

期を定めた計画のことです。 

ケアマネジメント  《58ページ》 

介護予防・日常生活支援総合事業対象者や

要介護等認定者の社会生活におけるニーズ

を満たすため、保健・医療・福祉等の多様な

サービスを適合させる体系的な連携・調整・

統合の一連の活動のことです。 

ケアマネジャー  《44ページ》 

要介護等認定者からの介護サービスの利

用に関する相談に対応したり、適切な居宅サ

ービス・施設サービスを利用できるようケア

プランの作成、サービス事業者等との連絡調

整を行う専門職のことです。 

言語聴覚士   《99ページ》 

言葉によるコミュニケーションに問題が

ある人に専門的サービスを提供し、自分らし

く生活ができるよう訓練を通して支援する

専門職です。また、摂食・嚥下の問題にも専

門的に対応します。ST（Speech Therapist）

ともいいます。 

権利擁護   《58ページ》 

自己の権利や援助のニーズを他者に伝え

ることが困難な人について、その権利や意思

を代弁して、権利行使ができるように支援す

ることです。 

高齢者学級   《77ページ》 

高齢者への学習機会の提供と社会参加の

促進を目的とした市の事業であり、趣味や娯

楽活動など地域の実情に応じた活動を展開

しています。 

高齢者虐待   《42ページ》 

介護者による高齢者の生命・生活の維持や

人権・人格を侵すような言動のことをいいま

す。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律」では、①身体的虐

待（暴行）、②介護の放棄（ネグレクト）、③

心理的虐待（侮辱、無視）、④性的虐待、⑤経

済的虐待（年金を取り上げる、財産を処分す

る）を「養護者による高齢者虐待」と定義し

ています。 

国保データベースシステム（ＫＤＢシステム）

    《61ページ》 

全国の国民健康保険団体連合会が市町村

などの保険者に提供しているデータ分析シ

ステムです。健診・医療・介護のレセプト情

報を保有し、様々な観点から比較・分析でき

るツールであり、健康課題を把握して事業の

対象者抽出に活用することができるもので

す。 

コミュニティ活動  《75ページ》 

地域住民が生活している場所において、生

産、労働、教育、衛生、医療、遊び、スポー

ツ、芸能、祭り等に関わり合いながら、地域

をより良くするために活動することです。 

さ行 

サービス付き高齢者向け住宅 《40ページ》 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」

の基準によって登録される住宅で、介護・医

療と連携し、高齢者の安心を支えるサービス

を提供するバリアフリー構造の住宅のこと

を指します。都道府県単位で認可・登録され

た賃貸住宅等であり、民間事業者等によって

運営され、自立あるいは軽度の要介護状態の

高齢者を受け入れています。 

在宅医療   《41ページ》 

できる限り住み慣れた家庭や地域で療養

することができるよう患者の自宅で行われ

る医療行為のことです。 

さかっちバス、さかっちワゴン 《76ページ》 

本市が毎日運行している市民バスであり、

病院やスーパー、コンビニエンスストアなど

への身近な移動手段として利用できるもの

です。 

作業療法士   《99ページ》 

医師の指導のもとに手芸や工作等の作業

を行うことにより、身体や心に障害のある人

の身体運動機能や精神心理機能の改善を目

指す治療（作業療法）を行う専門職のことで

す。OT（Occupational Therapist）ともい

います。 
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ＧＰＳ   《90ページ》 

Global Positioning System。人工衛星を

利用して自分が地球上にいる位置を正確に

測定できるシステムのことです。日本語では

「全地球測位システム」と呼ばれています。 

市民後見人   《42ページ》 

一般市民による成年後見人のことです。認

知症や知的障害等で判断能力が不十分にな

った人に親族がいない場合に、同じ地域に住

む市民が家庭裁判所から選任され、本人に代

わって財産の管理や契約等の法律行為を行

います。 

社会福祉協議会  《３ページ》 

社会福祉法に基づいて組織されている民

間組織で、地域福祉の推進を目的とする団体

のことです。「社協」ともいい、「福祉のまち

づくり」の実現を目指したさまざまな活動を

行っています。 

縦覧点検   《96ページ》 

過去の介護給付費請求について、複数月の

請求における算定回数の確認やサービス間・

事業所間の給付の整合性を確認して審査を

行うことです。 

就労的活動支援コーディネーター《69ページ》 

役割がある形での高齢者の社会参加等を

促進するため、就労的活動の場を提供できる

民間企業・団体等と就労的活動を実施したい

事業者等とを引き合わせて、高齢者個人の特

性や希望に合った活動を調整する役割を担

う人のことです。 

手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）《23ページ》 

Instrumental Activity of Daily Living。

食事・更衣・排泄・入浴・歩行・移動・整容

といった毎日の生活を送るために最低限必

要な基本的動作である「日常生活動作（ADL）」

では捉えられない、より複雑な日常生活にお

ける応用的動作のことをいいます。具体的に

は、電話の使い方、買い物、家事、移動、外

出、服薬の管理、金銭の管理等が該当します。 

シルバー人材センター 《40ページ》 

高齢者に就業機会を確保し、提供すること

によって、高齢者の能力を生かした活力ある

地域社会づくりに寄与することを目的に設

立された公益社団法人です。市内の企業や家

庭等から仕事（高齢者の知識や経験を生かし

て行う臨時的・短期的な仕事）を受注して、

構成員である会員に提供しています。 

生活支援コーディネーター 《39ページ》 

高齢者の生活支援等サービスの体制整備

を推進するため、地域の社会資源の把握や関

係者間のネットワーク構築を図る役割を果

たす人のことです。 

成年後見制度   《３ページ》 

認知症高齢者や障害者など判断能力が不

十分な人に対して、家庭裁判所に選任された

成年後見人が、契約や財産に関わる行為、法

律行為について本人の利益を代行する制度

です。 

た行 

第１号被保険者    《123 ページ》 

被保険者とは、保険料を支払い、保険給付

の対象となる人のことです。介護保険では、

65 歳以上の人を第１号被保険者、40～64

歳の医療保険加入者を第２号被保険者とし

ています。 

第１層協議体   《39ページ》 

協議体とは、多様な団体や人が参画し、情

報共有・地域の連携強化を行うための「話し

合いの場」のことです。坂戸市では、第１層

（市全体）と、各日常生活圏域（第２層）の

協議体を設置しています。第１層協議体は、

第２層で出された課題を整理し、市に提案す

る役割を担っています。 

団塊の世代、団塊ジュニア世代《１ページ》 

団塊の世代とは、昭和 22 年（1947 年）

～24年（1949年）に生まれた人のことを、

団塊ジュニア世代とは、昭和 46年（1971

年）～49年（1974年）に生まれた人のこ

とを指します。 

地域密着型（介護予防）サービス《42 ページ》 

要介護者等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受ける

ことができるようにするためのサービスで

す。認知症対応型通所介護、小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型共同生活介護等が該

当します。市内の事業所で実施されているサ

ービスを利用できるのは、原則として坂戸市

民のみです。 

特定健康診査   《３ページ》 

生活習慣病予防のため、40～74 歳の人を
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対象にメタボリックシンドロームに着目し

て行われる健診です。 

都道府県地域医療構想   《107ページ》 

団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7

年（2025 年）を見据えて、医療や介護を必

要とする人が、できる限り住み慣れた地域で

必要なサービスの提供を受けられる体制を

確保するため、それぞれの地域の目指すべき

医療の姿を明らかにする構想です。「医療介

護総合確保推進法」により、各都道府県が定

める医療計画に加えることとされており、埼

玉県では第７次の埼玉県地域保健医療計画

（平成 30～令和５年度）の一部として策定

されました。 

な行 

日常生活自立度  《14ページ》 

認知症の程度を踏まえ、家庭内及び社会的

な自立の状態をⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ｍの 5 区分

で表したものです。自立度Ⅰは「何らかの認

知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会

的にほぼ自立している状態」を、自立度Ｍは

「著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤

な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする

状態」を指します。 

認知症ケアパス  《41ページ》 

認知症になった場合に、どこでどのような

サービスを受けることができるのかといっ

た具体的なイメージを持つことができるよ

うに、認知症の進行状況にあわせて提供され

る医療や介護のサービスの標準的な流れを

示したものです。 

認知症施策推進大綱  《84ページ》 

認知症の人ができる限り住み慣れた地域

のよい環境で自分らしく暮らし続けること

ができる社会の実現を目指すため、令和元年

６月に政府の認知症施策推進関係閣僚会議

が取りまとめた大綱です。令和７年（2025

年）までを対象期間としており、①普及啓発・

本人発信支援、②予防、③医療・ケア・介護

サービス・介護者への支援、④認知症バリア

フリーの推進・若年性認知症の人への支援・

社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・国際

展開の５つを柱としています。認知症の発症

を遅らせ、認知症になっても希望を持って日

常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人

や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予

防」を車の両輪として施策を推進することと

しています。 

認知症疾患医療センター 《85ページ》 

都道府県及び政令指定都市が指定した病

院に設置するもので、認知症に関する専門医

療相談や鑑別診断等を行い、地域の保健医

療・介護機関と連携を図り地域の認知症疾患

対策の拠点となる専門医療機関のことです。 

認知症バリアフリー  《84ページ》 

移動、消費、金融手続き、公共施設など、

生活のあらゆる場面で、認知症になってから

もできる限り住み慣れた地域で普通に暮ら

し続けていくための障壁を減らしていく取

組のことです。 

は行 

バリアフリー化  《72ページ》 

障害者や高齢者が円滑に移動できるよう

段差の解消等を進めることです。 

ＰＤＣＡサイクル    《135 ページ》 

Plan（計画）、Do（実施）、Check（確認）、

Act（処置・改善）の４段階からなる管理手

法のことで、４つのサイクルを繰り返すこと

により、業務改善を図るものです。 

避難行動被支援希望者登録台帳《121ページ》 

避難行動要支援者（在宅で生活する高齢者

や障害者等の要配慮者のうち、災害発生時に

自ら避難することが困難で、特に支援を要す

る人）の情報を登録する市の台帳のことをい

います。登録は避難行動要支援者の希望に応

じて行い、その情報をあらかじめ地域や関係

機関に提供して、災害発生時に避難行動の支

援を依頼しています。 

振り込め詐欺     《120 ページ》 

電話やはがき、文書等で相手をだまし、指

定の口座へ金銭を振り込ませる手口や、市役

所職員等を装って、医療費や保険料の還付金

名目でATM（Automated Teller Machine）

を操作させ、現金を振り込ませる手口の詐欺

全般のことです。 

ま行 

民生委員・児童委員  《20ページ》 

厚生労働大臣に委嘱されたボランティア
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として、住民の生活状態を適切に把握するこ

とや援助を必要とする人等に相談・助言する

ことを主な職務として活動している人です。 

や行 

有料老人ホーム  《50ページ》 

高齢者が入居し、入浴、排せつの介護または

食事の提供、その他の日常生活上必要な便宜

等の供与をする事業を行う施設のことです。 

ユニバーサルデザイン 《72ページ》 

年齢や障害の有無にかかわらず、全ての人

にとって使いやすいように意識してつくら

れた設計のことです。 

要支援・要介護認定定 《１ページ》 

介護給付、予防給付を受けようとする被保

険者が、要支援・要介護状態に該当すること

と該当する状態区分について受ける市町村

の認定のことをいいます。 

養護老人ホーム  《80ページ》 

身体的・精神的・経済的理由等により、在

宅で養護・介護を受けることが困難な高齢者

（原則 65 歳以上）を対象とした入所施設の

ことをいいます。 

予防給付   《42ページ》 

要支援認定を受けた人に対する保険給付

のことです。例えば、居宅サービスを利用し

た場合、所得に応じサービス種類ごとに定め

る基準額の７～９割が保険給付されます。 

ら行 

理学療法士   《99ページ》 

座る、立つ、歩く等の身体機能の回復や維

持及び予防を目的に、運動療法や物理療法

（温熱、電気等）等を用いて自立した日常生

活が送れるよう支援する医学的リハビリテ

ーションの専門職です。ＰＴ（Physical 

Therapist）ともいいます。 

老人福祉センター  《40ページ》 

高齢者が健康の増進、教養の向上、語らい

やレクリエーションを通して仲間づくりを

し、健康で明るい生活を楽しんでいただくた

めの市の施設です。市内には城山荘とことぶ

き荘の２つが設置されています。 
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