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参考資料 

 

１．計画策定の体制と経過 

 

（１）計画策定体制 
① 明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

 

   （設置） 

   第１条 健やかで安心して暮らせる高齢者社会に備えるため、老人福祉法（昭

和 38 年法律第 133 号)第 20 条の８の規定による明石市老人福祉計画及び介

護保険法(平成９年法律第 123号)第 117条の規定による明石市介護保険事業

計画（以下「計画」という。)を策定するに当たり、高齢者の福祉政策の目

標及び介護保険事業の円滑な実施のための方策等について学識経験者等の

意見を聴くため、明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

   （事務） 

   第２条 委員会は、計画の策定に関する重要事項について、市長の諮問に応じ

て調査審議し、答申するものとする。 

   （組織） 

   第３条 委員会は、委員 20名以内で組織する。 

   ２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

    （１）学識経験者 

    （２）保健・医療関係者 

    （３）福祉関係者 

    （４）介護保険施設関係者 

    （５）介護保険被保険者 

    （６）健康保険被保険者 

   （任期） 

   第４条 委員の任期は、第２条に規定する事務が終了するまでとする。 

   （会長の職務等） 

   第５条 委員会に会長及び副会長１名を置き、委員の互選によって定める。 

   ２ 会長は、委員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は、その職務を代理する。 

   （会議） 

   第６条 委員会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

   （専門部会等） 

   第７条 委員会は、計画の策定に関する重要事項について、市長の諮問に応じ

て調査審議し、答申するものとする。委員会は、老人福祉計画及び介護保険

事業計画策定に至るまでの素案の立案、調査、研究及び調整を行うため、専

門部門別に専門部会等を置くことができる。 
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   ２ 専門部会等の部員は、委員会の委員及び関係団体、関係機関に属する者の

中から会長が指名するものとする。 

   （意見の聴収） 

   第８条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

   （庶務） 

   第９条 委員会の庶務は、福祉局高年介護室が行う。 

   （委任） 

   第 10 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、

会長がこれを定める。 

 

     附則（平成 14年５月 13日制定） 

    （施行期日） 

   １ この要綱は、制定の日から施行する。 

    （招集の特例） 

   ２ 市長の諮問に応じるため最初に開かれる委員会は、第６条の規定にかかわ

らず、市長が招集する。 

     附則（平成 17年４月 14日制定） 

   この要綱は、制定の日から施行する。 

     附則（平成 20年５月１日制定） 

   この要綱は、制定の日から施行する。 

     附則（平成 21年１月 16日制定） 

    （施行期日） 

   １ この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

    （経過措置） 

   ２ 改正後の明石市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

第３条の規定は、この要綱の施行の日以後任命された委員の定数について適

用し、この要綱の施行の日の前日までに任命された委員の定数については、

なお従前の例による。 

   ３ この要綱の施行の際、現に在職する市議会議員のうちから選出する委員は、

その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 

     附則（平成 24年３月 27日制定） 

   この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

     附則（平成 26年２月 27日制定） 

   この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

附則（平成 29年３月 30日制定） 

   この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。  
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② 明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会運営 要領 

 

   （趣旨） 

   第１条 この要領は、明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策

定委員会設置要綱(平成 14 年５月 13 日制定)第 10 条の規定に基づき、明石

市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の運営に関し

て必要な事項を定めるものとする。 

   （会議の公開） 

   第２条 会議は公開とする。ただし、明石市情報公開条例（平成 14 年条例第

５号。以下「条例」という。)第 11条各号に掲げる情報について審議すると

き、又は会議運営上必要やむを得ないときは、会長の判断又は出席委員の過

半数の議決により、非公開とすることができる。 

   ２ 開催については、会議開催予定日の１週間前までに、開催日時、開催場所、

議題の概要、傍聴定員、申込み方法及び申込み期限等の傍聴に必要な情報を

市の広報紙等に掲載するものとする。 

   （会議録の作成） 

   第３条 会議の記録は、発言者氏名及び発言内容を記載した会議録を作成する

ものとする。ただし、必要やむを得ないと詔めたときは、会長の判断又は出

席委員の過半数の議決により、発言者氏名を省略することができる。 

   （会議録の公開） 

   第４条 会議録は公開とする。ただし、条例第 11 条各号の規定に該当する場

合には、出席委員の過半数の議決により、会議録の全部又は一部を公開しな

いものとすることができる。 

   （傍聴の許可） 

   第５条 会議を傍聴しようとする者は、福祉局高年介護室に事前に申込まなけ

ればならない。ただし、定員は 10名とし、申込み先着順とする。 

   （資料の配布） 

   第６条 傍聴に会議資料等を配付するものとする。 

   （傍聴できない者） 

   第７条 次のいずれかに該当する者は、事前の傍聴の許可に関わりなく、会議

を傍聴することができない。 

    （１）酒気を帯びている者 

    （２）会議の自由な発言の妨害になると認められる者 

    （３）前各号に掲げる者のほか、会長が傍聴を不適当と認めた者 

   （傍聴人の行為の制限） 

   第８条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。 

    （１）みだりに傍聴席を離れること。 

    （２）議事進行を乱すような私語、談話、拍手等をすること。 

    （３）写真機、録音機等の記録装置を用いて会議を記録すること。ただし、

許可を得た場合を除く。 

    （４）前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。 
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   （傍聴人の退場等） 

   第９条 会長は、傍聴人が前条各号に掲げる行為をしたとき、第２条により非

公開と決定されたとき、その他会議運営上必要と認めたときは、退場を命じ

ることができる。 

   ２ 傍聴人は、会長が退場と命じたとき、速やかに退場しなければならない。 

     附則（平成 14年６月 24日制定） 

   この要領は、制定の日から施行し、平成 14年６月 24日から適用する。 

     附則（平成 17年４月 26日制定） 

   この要領は、制定の日から施行する。 

     附則（平成 20年５月 14日制定） 

   この要領は、制定の日から施行する。 

     附則（平成 24年３月 27日制定） 

   この要領は、平成 24年４月１日から施行する。 

     附則（平成 29年４月１日制定） 

   この要領は、平成 29年４月１日から施行する。 
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③ 明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会名簿 
 

選出区分 氏名 役職 

学識経験者 阪田 憲二郎 神戸学院大学総合リハビリテーション学部教授 

保健・医療関係者 鈴木 光太郎 明石市医師会理事 

保健・医療関係者 濱田 昌範 兵庫県東播磨県民局明石健康福祉事務所所長 

福祉関係者 柏木 健策 明石市高年クラブ連合会会長 

福祉関係者 山下 孝光 明石市社会福祉協議会副理事長 

福祉関係者 永谷 忠司 明石市民生児童委員協議会高年福祉専門部会部会長 

福祉関係者 茶谷 紀元 明石市連合まちづくり協議会監事 

介護保険施設関係者 山端 凱文 明石市介護サービス事業者連絡会会長 

介護保険被保険者 足羽 静 市民公募 

介護保険被保険者 中村 公子 市民公募 

健康保険被保険者 廣瀬 敏秀 明石市国民健康保険運営協議会委員代表 

（敬称略 順不同）  
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（２）計画策定の経過 
日 時 策定経過 

平

成

28

年 

11 月４日～ 

平成 29年 

３月 23日 

在宅介護実態調査 

（明石市内において在宅で生活している要支援・要介護認定者の内、要支援・

要介護認定の更新申請・変更申請をし実態調査期間中に認定調査を受けた人

を対象に実施） 

有効回答数 628 件 有効回答率 97.1％ 

平 

成 

29

年 

２月７日～ 

３月 24日 

６月１日～ 

６月 15日 

日常生活に関するアンケート調査（日常生活圏域ニーズ調査） 

（明石市内にお住まいの 65 歳以上要介護認定を受けていない人から 7,738

人、要介護等認定を受けた要支援１・２の人から 716 人をそれぞれ抽出し調

査を実施） 

 有効回答件数 6,110 件 有効回答率 72.3％ 

８月 10日 

 

第１回 明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

 ・委嘱状交付、各委員の紹介、会長・副会長の選任、諮問 

 ・明石市の高齢者施策の状況について 

 ・明石市の介護保険事業の状況について 

 ・第７期介護保険事業計画策定について 

   （計画策定の背景、平成 29年介護保険制度改正のポイント等） 

 ・日常生活に関するアンケート調査及び在宅介護実態調査について 

 ・日常生活圏域の設定について 

10月 20日 

 

第２回 明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

 ・日常生活に関するアンケート調査の結果について 

・在宅介護実態調査の結果について 

 ・第７期事業計画の基本的な考え方について 

 ・介護保険施設等の整備（案）について 

 ・介護保険料の設定について 

12 月５日 

 

第３回 明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

 ・第７期事業計画（素案）について 

   施策推進に向けた課題と方向性について 

   介護保険事業の今後の見込みについて 

12月 20日～ 

平成 30年 

１月 22日 

明石市高齢者いきいき福祉計画及び第７期介護保険事業計画（素案）に関する

市民意見募集 

平 

成 

30

年 

２月 15日 

第４回 明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

 ・第７期事業計画（素案）に関するパブリックコメント等の報告について 

 ・第７期事業計画（案）について 
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２．用語説明 

 

区分 用語 解説 

あ行 

明石市障害者福祉計

画（明石市障害福祉

計画（第 5期）・明石

市障害児福祉計画

（第 1期）） 

障害者総合支援法に基づき策定する計画で、おもに障害福祉サ

ービスの供給量を数値目標で定めるもの。平成 30年度に、障害

者総合支援法及び児童福祉法が改正され、都道府県及び市町村

は障害児福祉計画の作成が義務づけられ、障害児通所支援等の

提供体制を計画的に整備することが求められている。 

  

明石市要援護者地域

包括ケアシステム（要

援護者システム） 

明石市における保健・医療・福祉分野連携の仕組みのこと。各分

野の専門職により、要援護者やその家族をはじめとする多様なケ

ア課題や地域課題の検討などを行っている。 

  一次予防事業 

第１号被保険者のすべての人等を対象に、介護予防に関する活

動の普及・啓発や地域住民の主体的な活動の育成・支援を行うな

どの取組みのこと。 

  ＮＰＯ 
ボランティア活動などを行う民間の営利を目的としない団体のこ

と。財団法人や社会福祉法人、生活協同組合なども含まれる。 

か行 介護医療院 

日常的な医学管理や看取り、ターミナルケア等の医療機能と生活

施設としての機能を併せ持つ介護保険施設のこと。 

介護保険法の改正により平成 30年（2018年）4月創設。 

 
介護認定審査会 

保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、認定調査と主治医意

見書により、要支援・要介護認定に係る審査判定を行う市町村な

どの附属機関のこと。 

  介護報酬 
介護保険制度において、介護サービス事業者が、利用者に介護

サービスを提供した場合に、対価として支払われる報酬のこと。 

  介護保険施設 

介護保険法による施設サービスを提供する施設の総称。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、介護療

養型医療施設及び介護医療院があり、施設サービス計画に基づ

き必要な介護を行う。 

 
介護保険審査会 

被保険者代表、市町村、公益を代表する委員で構成され、保険給

付などに関すること（要支援・要介護認定に関することを含む。）に

不服がある者の審査請求に対して審査判定を行う都道府県の附

属機関のこと。 

  介護保険料基準額 

介護保険料を算定する基礎となる金額のことで、第７期計画期間

においては、保険料段階が第５段階の介護保険料にあたる。この

金額に各保険料段階の賦課割合を乗じることで、それぞれの介護

保険料を決定している。 

 介護予防 
介護が必要とならないように、また介護が必要になっても、それ以

上悪化しないようにすること。 
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区分 用語 解説 

か行 介護予防サービス 
介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションなど、要支

援認定者を対象とした在宅生活を支えるサービスの総称。 

  介護予防支援 

地域総合支援センターの職員などが、介護予防ケアプランを作成

するなど、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう

支援するサービスのこと。 

  

介護予防・日常生活

支援総合事業（総合

事業） 

地域の実情に応じて、住民等の多様な主体からなる多様なサー

ビスを充実することにより、要支援者等に対する効果的かつ効率

的な支援等を可能とすることを目指すもので、従来から地域支援

事業に位置づけられていた介護予防事業に加えて、予防給付の

うち訪問介護・通所介護について地域支援事業に移行し、総合的

な支援を行う。 

  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

で、療養上の管理、看護、機能訓練などを提供する施設のこと。 

  

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、自宅では介護ができない人が対象の施設。

食事、入浴、排泄など日常生活上の介護や健康管理を提供する

施設のこと。 

  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支援が必要な

人が対象の施設。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリテ

ーションを提供する施設のこと。 

  課税年金収入 
老齢・退職年金など市・県民税課税対象の年金収入のこと。障害

年金や遺族年金は課税対象外のため、含まれない。 

  
看護小規模多機能型

居宅介護 

地域密着型サービスのひとつで、「通い」、「訪問（介護と看護）」、

「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生

活が継続できるよう支援すること。小規模の施設で一体的に各種

サービスの提供を行うため、連続性のある介護を受けることがで

きる利点がある。 

  協議体 

市町村が主体となり、各地域における生活支援コーディネーター

などが参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として、中核

となるネットワークのこと。 

 
共生型サービス 

デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高

齢者や障害児者が共に利用できるサービスのこと。共生型サービ

スは介護保険と障害福祉のそれぞれの制度に位置付けられてお

り、限られた福祉人材を有効活用できることや、障害者が 65歳以

上となっても使い慣れた事業所でサービスの利用を継続しやすい

等の利点がある。 
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区分 用語 解説 

か行 居宅介護支援 

ケアマネジャー（介護支援専門員）がケアプランを作成するなど、

利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援するサービ

スのこと。 

  居宅サービス 
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護など、在宅

生活を支える介護サービスの総称。 

  
（介護予防）居宅療養

管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが家庭に訪問し、薬の

飲み方、食事など療養上の管理・指導をすること。 

  ケアプラン 

利用者の心身の状況、その置かれている環境、本人やその家族

の希望などを勘案し、利用する介護保険サービスの種類や内容、

担当者などを定めた計画のこと。 

  ケアマネジメント 

利用者の心身の状況、その置かれている環境、本人やその家族

の希望などに応じた適切なサービスが提供されるよう、調整する

こと。 

  
ケアマネジャー（介護

支援専門員） 

利用者が適切なサービスを受けることができるよう、利用者から

の相談や利用者の状態像を考慮して、居宅サービス計画等（ケア

プラン）を作成し、介護サービス事業者との連絡・調整などを行う

者のこと。 

  高額介護サービス費 

１か月の利用者負担額が上限額を超えた場合に、その超えた分

が高額介護サービス費として支給される。所得の低い人には、そ

の上限額が低く設定されている。 

  
高額医療合算介護サ

ービス費 

同じ医療保険に加入している世帯を対象に、医療と介護の両方を

合わせた自己負担額の合計額が、決められた限度額を 500円以

上超えた場合、申請をするとその超えた分が高額医療合算介護

サービス費として支給される。 

  合計所得金額 

収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算

方法が異なる）を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除

などの所得控除をする前の金額のこと。なお、合計所得金額は分

離課税の長（短）期譲渡所得の特別控除前、総合所得及び株式

に係る譲渡所得等の繰越控除前の金額が対象となる。 

 

国民健康保険団体連

合会（国保連合会） 

国民健康保険法に基づいて国民保険事業の目的を達成するため

に設立された公法人のこと。国民健康保険の診療報酬明細書の

審査と診療報酬の支払いが主な業務。介護報酬の支払いや審査

機能のほか、サービスに関する苦情処理やサービスの質の向上

に関する調査、指定サービス事業者や施設に対する指導・助言な

どを行う。 
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区分 用語 解説 

さ行 財政的インセンティブ 

「インセンティブ」とは「報奨」「奨励」「刺激」を意味し、組織の意欲

を引き出すために、外部から与える刺激のことをいう。介護保険

事業計画では、都道府県や市町村の自立支援・重度化防止に向

けた取組みに対し、プロセス指標とアウトカム指標を合わせ、都道

府県向け 20項目、市町村向け 59項目で評価することで、積極的

に取組む自治体を交付金で支援することをいう。 

  
在宅介護支援センタ

ー 

高齢者の身近な相談窓口で保健、福祉サービスの相談・代行を

行う機関のこと。 

  事業対象者 

日常生活関連動作、運動器機能、栄養、口腔機能、閉じこもり、認

知機能、虚弱、うつといった項目について、基本チェックリストの基

準に該当する人。 

  社会福祉協議会 

地域福祉の推進を図ることを目的として、市民や各種団体の協力

を得ながら、住民、障害者、高齢者などの立場に立って、地域の

福祉、在宅福祉サービスの向上を目指す社会福祉法人格を持っ

た民間団体のこと。社会福祉法に基づき全国、都道府県、市町村

などに設置されている。 

  （介護予防）住宅改修 
利用者の状況に応じた手すりの設置や段差解消などの工事に対

して、その費用を給付すること。 

  主治医意見書 
かかりつけの医師が身体上または精神上の障害の原因である疾

病、負傷の状況などについて意見を述べたもののこと。 

  
小規模多機能型居宅

介護 

地域密着型サービスのひとつで、「通い」、「訪問」、「泊まり」を組

み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活が継続でき

るよう支援すること。小規模の施設で一体的に各種サービスの提

供を行うため、連続性のある介護を受けることができる利点があ

る。 

  
シルバー人材センタ

ー 

高齢者に臨時的かつ短期的またはその他の軽易な業務を一般家

庭、事業所、官公庁などから受注し、その仕事を会員の能力や希

望に応じて組織的に提供する団体のこと。 

  
新あかし健康プラン

21 

市民一人ひとりが健康づくりに主体的に取り組むという意識を持

ち、家庭や地域から健康づくりに取り組む「健康で元気なまちあか

し」が実現するよう、健康づくりを総合的に推進するための計画の

こと。 

 新オレンジプラン 

厚生労働省が平成 25年度に公表した認知施策の推進計画「認知

症施策５カ年計画（オレンジプラン）」に代るもので、平成 27年１月

に公表され、認知症施策を省庁横断的に取り組むこととした認知

症対策の国家戦略のこと。 
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区分 用語 解説 

さ行 
生活支援コーディネ

ーター 

高齢者の生活支援・介護予防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・介護予防サービスの提

供体制の構築に向けたコーディネート機能を担う者のこと。 

  生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などによる生活習慣によっ

て引き起こされる病気のこと。糖尿病、脳卒中、心臓病、高血圧、

脂質異常症、悪性新生物（がん）などが代表的である。 

  成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人

の法律行為（財産管理や契約の締結など）を、家庭裁判所が選任

した成年後見人等が本人の代理として契約を行い、本人に不利

益な契約を取り消すなどができる制度のこと。 

  総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業の略称。 

た行 第１号被保険者 
65歳以上の介護保険制度の被保険者のこと。介護保険料は市町

村ごとに設定され、個別に市町村に納める。 

  第２号被保険者 

40歳以上 65歳未満の医療保険加入者のこと。介護保険料は加

入している医療保険の算定方法に基づいて設定され、医療保険

料として納める。 

  団塊ジュニア世代 
昭和 46年（1971年）から昭和 49年（1974年）までのベビーブーム

に生まれた人の総称。 

  団塊の世代 
昭和 22年(1947年)から昭和 24年(1949年)までに生まれた人の

総称。 

  
（介護予防）短期入所

生活介護 

介護、生活機能の維持向上のために、介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）などに短期間入所すること。 

  
（介護予防）短期入所

療養介護 

医療や介護、生活機能の維持向上のために、介護老人保健施設

などに短期間入所すること。 

  地域共生社会 

「支える側」と「支えられる側」という固定された関係ではなく、高齢

者、障害者、児童、生活困窮者等を含む地域のあらゆる住民が役

割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域社会。 

  地域支援事業 

要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態となった

場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営

むことができるよう支援する事業のこと。介護予防事業、包括的支

援事業、任意事業からなる。 

 

地域包括ケアシステ

ム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自立した生活を営

めるよう、地域において医療・介護・介護予防・生活支援・住まい

の各種サービスが包括的に切れ目なく提供される体制のこと。 
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区分 用語 解説 

た行 
地域包括ケア「見える

化」システム 

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に厚生労働省が運営する情報シス

テム。平成 27年（2015年）７月の本格稼働以降、一部の機能を除

いて誰でも利用することができるようになり、住民も含めた地域の

関係者間で、地域の課題や解決に向けた取組みを共有すること

ができる。 

  
地域包括支援センタ

ー 

介護保険法で定められた、地域住民の心身の健康の保持や生活

の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上、

福祉の増進を包括的に支援する機関のこと。 

  
地域密着型介護老人

福祉施設 

入所定員が 29人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム）のこと。市町村が指定する地域密着型サービスに位

置づけられる。 

  
地域密着型（介護予

防）サービス 

住み慣れた地域で継続して利用することを目的としたサービスの

総称。市町村が事業者の指定を行い、市町村の被保険者が優先

的に利用できる。 

  地域密着型通所介護 
小規模な通所介護事業所（利用定員 18人以下）が提供する通所

介護のこと。 

  
地域密着型特定施設

入居者生活介護 

入所定員が 29人以下の特定施設入居者生活介護のこと。市町

村が指定する地域密着型サービスに位置づけられる施設。 

  長期総合計画 

地方自治体が策定する行政計画の基本となる計画のこと。まちづ

くりの長期的な展望や、総合的かつ計画的な行政運営の指針が

示されている。 

  超高齢社会 

総人口に占める高齢者（65歳以上）の割合が 21％を超える社会

のこと。７％を超える社会は「高齢化社会」、14％を超える社会は

「高齢社会」という。 

  通所介護 
デイサービスセンターなどで、食事、入浴、生活機能の維持向上

のための体操、筋力トレーニングなどを日帰りで受けること。 

  
（介護予防）通所リハ

ビリテーション 

介護老人保健施設などで、生活機能の維持向上を目的とし、機能

訓練などを日帰りで受けること。 

  
定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、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行うこ

と。 

 

特定施設入居者生活

介護（介護専用型） 

有料老人ホームなどに入居し、食事、入浴などの介護や機能訓

練を受けること。要支援・要介護認定者のみが利用できる。 
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区分 用語 解説 

た行 
特定施設入居者生活

介護（混合型） 

有料老人ホームなどに入居し、食事、入浴などの介護や機能訓

練を受けること。要支援・要介護認定者以外でも利用できる。 

  
特定入所者介護（予

防）サービス費 

介護保険施設等における居住費（滞在費）と食費について、所得

の低い人を対象に、申請をすると、基準費用額から負担限度額を

差し引いた額が特定入所者介護（予防）サービス費として支給さ

れる。所得の低い人には、負担限度額が低く設定されている。 

  
特定（介護予防）福祉

用具販売 

腰掛便座（ポータブルトイレ）、入浴補助用具などの福祉用具の購

入に対して、その費用を給付すること。 

な行 二次予防事業 
要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる高齢

者を対象として実施される事業のこと。 

  日常生活圏域 

市域を地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件などを勘

案して身近な生活圏で区分けしたもの。明石市では、介護保険サ

ービスにおける日常生活圏域を中学校区として設定している。 

  認知症 

脳の疾患を原因として、記憶・判断能力などが徐々に低下し、日

常生活に支障をきたすようになった状態をいう。認知症は病気で

あり、単なるもの忘れとは区別される。 

  認知症ケアパス 
認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示した

もののこと。 

  
認知症高齢者の日常

生活自立度 

認知機能・状態を日常生活の自立の程度で評価した指標（自立・

l・lla・llb・llla・lllb・Ⅳ・Ｍ）のこと。例えば、家庭外で日常生活に支障

をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられて

も、誰かが注意していれば自立できる状態は lla とされている。 

  認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族への見守りや自分なり

にできることを実践する人のこと。「認知症サポーター養成講座」

を受講するとサポーターの証であるオレンジリングが授与される。 

  

認知症対応型共同生

活介護（グループホ

ーム） 

認知症の高齢者が共同で生活できる場で食事、入浴などの介

護、機能訓練を受けること。 

  
（介護予防）認知症対

応型通所介護 

認知症の高齢者が日帰りで食事、入浴などの介護、機能訓練を

受けること。 

  認定調査 

身体機能や認知機能などに関する能力、介肋の方法、障害や現

象（行動）の有無などの決められた調査項目に基づき、心身の状

態や日中の生活、家族・居住環境などについて客観的な観察・聞

き取りを行うこと。 
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区分 用語 解説 

は行 PDCAサイクル 

Plan（目標を決め、それを達成するために必要な計画を立案）、Do

（立案した計画の実行）、Check（目標に対する進捗を確認し評価・

見直し）、Action（評価・見直しした内容に基づき、適切な処置を行

う）というサイクルを回しながら改善を行っていくこと。 

  兵庫県地域医療構想 

住民が、住み慣れた地域で生活しながら、状態に応じた適切で必

要な医療を受けられる地域医療の提供体制、すなわち「地域完結

型医療」を整備することを目的に、兵庫県保健医療計画の一部と

して兵庫県が策定するもの。 

  兵庫県保健医療計画 

がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患

の５疾病と、地域医療の確保において重要な課題となる救急医

療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児

医療（小児救急を含む。）の５事業及び在宅医療について、それぞ

れに求められる医療機能を明確にした上で、地域の医療関係者

等の協力の下に、医療連携体制を構築するとともに、それをわか

りやすく示すことにより、患者や住民が地域の医療機関ごとの機

能分担の現状を理解し、病期に適した質の高い医療を受けられる

体制を整備するために策定するもの。 

  
（介護予防）福祉用具

貸与 

日常生活の自立を実現するために、車いす、ベッド、歩行器など

の福祉用具の貸与を受けること。 

  包括的支援事業 

高齢者が、自宅や住み慣れた地域で安心して生活を続けられる

よう、保健、医療、福祉に関する相談、支援を包括的、継続的に

行う事業のこと。 

  訪問介護 
ホームヘルパー（訪問介護員）が家庭を訪問し、家事など利用者

の日常生活上の支援を行うこと。 

  （介護予防）訪問看護 

専門の看護師等が家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門

家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、在

宅での療養生活が送れるように支援すること。 

  
（介護予防）訪問入浴

介護 

浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴支援を行うこ

と。 

  
（介護予防）訪問リハ

ビリテーション 

リハビリテーションの専門家が家庭を訪問し、体操やリハビリテー

ションなどの指導をすること。 

  保険料収納必要額 
介護保険サービスに必要な費用のうち、第１号被保険者の介護

保険料として収納する必要のある額のこと。 

  補正第１号被保険者 

保険料段階ごとにばらつきのある賦課割合を基準段階（第５段

階）の被保険者数に置き換えた人数のこと。各保険料段階の被保

険者数にそれぞれの賦課割合をかけて、足し合わせて算出され

る。 
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区分 用語 解説 

は行 ボランティア 

一般に自発的な意志に基づいて、人や社会に貢献すること。自発

性（自由な意志で行うこと）、無償性（利益を求めないこと）、社会

性（公正に相手を尊重できること）といった原則がある。 

や行 夜間対応型訪問介護 
ホームヘルパー（訪問介護員）による夜間の定期巡回や緊急時も

含めた対応ができるよう随時訪問を行うこと。 

  要介護状態 
入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作につい

て、常時介護が必要と見込まれる状態のこと。 

  要介護度 
介護が必要な度合に応じて定めた要支援・要介護伏態の区分の

こと。要支援１・２、要介護１～５の計７段階がある。 

  要支援・要介護認定 
介護認定審査会により審査・判定された要介護度を市町村が認

定すること。 

ら行 リハビリテーション 

障害者や事故・疾病で後遺症が残った人などを対象に、身体的・

心理的・職業的・社会的に、最大限にその能力を回復させるため

に行う訓練・療法や援助のこと。 

  老齢福祉年金 

国民年金制度が発足した当時すでに高齢になっていたため、老

齢年金の受給資格期間を満たすことができなかった人に支給され

る年金のこと。対象者は明治 44年(1911年)４月１日以前に生まれ

た人、または大正５年(1916年)４月１日以前に生まれた人で一定

の要件を満たしている人。 
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