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2025 年を 7 年後に控え、高齢者や高齢者世帯が増加し続けている中、地域包括ケアシステム

の構築に向けた取り組みを更に深化・推進していくことが求められてきています。 

 その中でも、1 つ目に自立支援・重度化防止に向けた保険者機能強化等の取り組みの推進、2 つ

目に地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進、3 つ目に在宅医療・介護の連携推進が重要視さ

れてきます。 

 国においては、2017（平成 29）年 5 月に「地域包括ケアシステムを強化するための介護保険

法等の一部を改正する法律」（以下「改正法」といいます）が成立しました。 

 市では、地域包括ケアシステムを多面的に推進するとともに、2019 年上期には新病院の隣に、

「丹波市健康センター ミルネ」を建築して、市内の地域包括支援センターを統括する基幹型地域

包括支援センターを配置する予定です。 

地域医療計画との整合性を図り、在宅医療・介護連携の強化はもとより、高齢者福祉サービスの

充実や介護保険制度の持続可能性を維持し、地域の課題を分析して高齢者がその有する能力に応じ

た自立した生活を送っていただくための、高齢者が活躍する社会参加の機会を増やし、豊かな地域

力の向上によるまちづくりの推進をしていく予定です。 

 今回、第６期計画が 2017（平成 29）年度をもって終了することから、改正法の趣旨を踏まえ

つつ、市がこれまで積み上げてきた福祉施策や地域とのつながりを更に強化し推進するための「丹

波市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」（以下「本計画」といいます）を策定します。 

 

 

 

 本計画期間中の要介護認定者は、過去の実績から年々増加することが予測されます。特に要介護

1、要介護 2 の伸びが大きくなると予測されます。 

 

 
 ※要介護認定者数の推計は 2017（平成 29）年 11 月時点のものです。 
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市の第 1 号被保険者の要介護認定率を兵庫県や国と比較すると、兵庫県や国の認定率がゆるやか

に増加または横ばいなのに対して、市の認定率は年々増加し、また増加の幅が大きくなっています。 

 

 

資料：介護保険事業状況報告 

 

 

 

 

 

 第１号被保険者 1 人 1 月あたりの介護費用額は年々増加しています。また、おおむね全国や県

を上回って推移しています。 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（2017（平成 29）年 8 月 18 日取得） 
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づく本計計画の方方向性 
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（１）介護予防把握事業

（２）介護予防普及啓発事業

（３）地域介護予防活動支援事業

（４）地域リハビリテーション活動支援事業

（５）ＰＤＣＡサイクルの推進による保険者機能の強化

（１）栄養・食生活

（２）身体活動・運動

（３）こころの健康

（４）タバコ

（５）健康診査・健康管理

（１）高齢者の交流・生きがいづくり支援

（２）長寿祝金の贈呈

（３）生涯学習の充実とスポーツ振興

（４）老人クラブ活動の支援

（５）高齢者の社会参加とボランティア活動支援

（６）高齢者の就労支援

（１）複合的な生活課題の解決に向けた体制の整備

（２）共生型サービスの整備

（１）生活支援サービス推進会議の設置

（２）生活支援体制整備に向けた取り組み

（３）任意事業（地域支援事業）

（１）認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

（２）認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

（３）若年性認知症施策の推進

（４）認知症の人の介護者への支援

（５）本認知症を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

（６）認知症の人やその家族の視点の重視

（７）兵庫県丹波認知症疾患医療センター

（１）高齢者早期発見ＳＯＳシステムの利用促進

（２）高齢者あんしん見守り隊の活動推進

（１）広報・普及啓発

（２）関係機関とのネットワークの構築

（３）成年後見制度の普及と活用

（４）相談・支援

（１）高齢者外出支援事業

（２）おでかけサポート事業

（３）訪問理美容サービス事業

（４）生活支援ハウス運営事業

（５）緊急通報体制等整備事業

（６）人生80年いきいき住宅助成事業

（７）要介護認定者等日常生活用具購入費補助金交付事業

（８）老人保護措置事業（養護老人ホーム）

（９）軽費老人ホーム（ケアハウス）

（１）有料老人ホーム

（２）サービス付き高齢者向け住宅

（３）公営住宅の活用

（４）多様な住まいの活用

４.　地域の見守り体制の充実

５.　高齢者虐待の防止、権利擁護の推進

６.　高齢者福祉サービスの推進

７.　高齢者の住まいの安定的な確保

３.　生きがい創造の支援

2 １.　包括的な支援体制の整備

 
地
域
生
活
支
援

２.　日常生活の支援体制の整備

３.　認知症支援対策の推進

基本目標 施策の方向性 施策・事業

1 １.　自立支援・介護予防・重度化防止の推進

 
介
護
予
防 ２.　健康づくりと生活習慣病予防の推進

計画の体系 
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（１）地域包括支援センターの機能強化

（２）地域ケア会議の推進

（３）介護者への支援の充実

（１）在宅医療と介護の連携推進

（２）兵庫県医療計画との連携

（１）防犯対策の推進

（２）防災対策の推進

（３）災害時の対応

（４）交通安全対策の推進

（１）居宅サービスの整備

（２）施設サービスの整備

（３）地域密着型サービスの整備

（１）適正な調査の確保

（２）要介護認定の効率化と精度の向上

（１）福祉・介護人材の確保及び育成

（２）事業者に対する情報提供

（３）事業者に対する適正な指導監督の実施

（４）適切なサービス事業所の選定

（５）第三者評価の促進

（６）苦情対応の充実

（１）適正化への取り組みと設定目標

（２）要介護認定の適正化

（３）給付内容の点検等の実施

（４）ケアマネジメントの適正化支援

（５）介護給付費通知の送付

（６）住宅改修、福祉用具貸与等の点検

（１）市民へのわかりやすい情報提供・親切な相談支援

（２）介護サービス情報公表の普及啓発

（１）介護保険料の所得段階の設定

（２）介護保険料の減免制度

（３）介護保険サービス利用者負担に係る低所得者軽減制度

（１）行政内部における関係部署との連携

（２）サービス事業者との連携

（３）関係機関・団体との連携

６.　連携体制の強化

4 １.　介護保険サービスの充実

 
介
護
サ
ー

ビ
ス

 
整
備 ２.　地域支援事業の充実

 
介
護
保
険
適
正
化

２.　介護サービスの質の向上

３.　介護給付の適正化

４.　情報提供の推進

５.　低所得者等に配慮した負担の軽減

（１）介護予防・生活支援サービス事業

5 １.　適正な要介護認定の確保

施策・事業

3 １.　地域包括支援センターの機能強化

 
在
宅
医
療
と

　
介
護
連
携

２.　医療と介護の連携

３.　危機管理体制の強化

基本目標 施策の方向性
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基本目標１ 介護予防 

〜 自分らしく活躍できる地域生活を応援します 〜 

 

■１ 自立支援・介護予防・重度化防止の推進  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

介護予防把握事業 

高齢者実態把握事業や地域包括支援センターで行う総合相談業

務での情報収集を中心に、何らかの支援を必要とする高齢者を把

握し、介護予防へとつなげます。 

介護予防普及啓発事業 

介護予防出前健康講座 

地域包括支援センターの普及とフレイル（虚弱）の予防のため、

食と栄養、口腔機能の維持、筋力の維持向上を合わせて啓発し、

実践できるように介護予防出前健康講座を実施し、いきいき百歳

体操の場の展開へつないでいきます。 

地域介護予防活動支援事業 

いきいき百歳体操の地域展開 

地域の「集いの場」として役割を果たしているいきいき百歳体

操が、今後も住民主体の地域づくりの場として継続的に展開して

いくために、前期高齢者が後期高齢者を支えながらお互いの介護

予防の推進を実施できるように、各圏域の地域包括支援センター

を中心に様々な職種が関わりながら進めていきます。 

また、地域の虚弱高齢者や要支援者がより身近な体操会場へ参

加できるように、地域に偏りなく展開していきます。 

社会参加型ボランティア育成事業 

・いきいき百歳体操の地域展開に合わせて、いきいき百歳体操サ

ポーターの育成を引き続き行います。また、活動しているサポー

ターへ「サポーターポイント制度」の活用推進等の支援も積極的

に行います。 

・住民主体の訪問型サービス（訪問型サービス B）の担い手であ

る「くらし応援隊」（有償ボランティア）を継続して育成し、活

躍の場である住民主体の訪問型サービスの利用促進に取り組んで

いきます。 

地域リハビリテーション

活動支援事業 

地域における介護予防への取り組みを機能強化するために、リ

ハビリテーション専門職等が関与することで推進するためのシス

テムづくりに努めていきます。 

ＰＤＣＡサイクルの推進

による保険者機能の強化 

地域包括ケア「見える化」システム等のデータ利用や、地域ケ

ア会議などを通じて地域の課題を把握し、課題分析により地域に

応じた高齢者の自立支援や重度化防止に関する目標を立てます。

事業をすすめる中で実績評価を行い必要な見直しを行います。 
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■２ 健康づくりと生活習慣病予防の推進  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

栄養・食生活 

より良い睡眠が得られ、規則正しい生活習慣を確立することが

出来ます。この重点目標が市民に正しく理解されるよう普及啓発

に努めます。 

こころの健康 

「ぐっすり睡眠でリズムを整え、こころつなげて、笑顔になろ

う」を目指して、「こころのケア相談」、「ゲートキーパー研修」

を実施し、支援体制を整えていきます。 

 

 

■３ 生きがい創造の支援  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

高齢者の交流・生きがいづ

くり支援 

・地域支えあい推進員を中心に、ミニデイサービスやサロン等の

推進とその状況を把握するとともに、身近な所での取り組みが充

実するよう必要な支援を行います。 

・「いきいき百歳体操」の地域展開を積極的に進め、会場運営を

行う「お世話役」や、「いきいき百歳体操サポーター」の育成支

援を行います。 

生涯学習の充実とスポー

ツ振興 

・高齢者が健康で生きがいをもって学べる環境づくりを継続して

行うとともに、地域で活躍できる高齢者の増加を目指して高齢者

教育の更なる充実を図ります。 

・健康・医療・福祉機関と連携して、健康・体力づくりのために、

生活習慣の見直しを図るほか、高齢者が気軽に楽しむことができ

るスポーツの推進に取り組むとともに、地域での世代間交流を図

ります。 

高齢者の社会参加とボラ

ンティア活動支援 

・社会福祉協議会ではボランティア・市民活動センターで活動支

援を行います。 

・地域支えあい推進員（生活支援コーディネーター）は、地域貢

献等を希望する元気な高齢者の把握を行い、担い手として養成す

るとともに、地域に不足しているサービスの開発や課題に対する

取り組みなどを通じて「くらし応援隊」等の有償ボランティアの

マッチングなどの支援を行います。 
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基本目標２ 地域生活支援 

〜 住み慣れた地域で継続して日常生活が送れるよう支援します 〜 
 

■１ 包括的な支援体制の整備  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

複合的な生活課題の解決

に向けた体制の整備 

・市内の社会福祉協議会窓口に３ケ所の「よろずおせっかい支縁

センター」を設定し、生活支援サービス等のボランティア活動推

進拠点の充実を図るとともに、地域支えあい推進員による生活ニ

ーズとサービスのマッチングを行っていきます。 

・地域の生活支援サービス推進会議や社会福祉法人の協力を得て

日常の困りごと相談ができる「よろずおせっかい相談所」を展開

していきます。 

・２５地区及び 17 社会福祉法人によろずおせっかい相談所を設

置し、住民に身近な所で、分野を越えた困難を抱える人への総合

的相談に応じ「地域共生社会」の実現を目指します。 
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■２ 日常生活の支援体制の整備  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

生活支援サービス推進会

議の設置 

・市内全地区に各地区（小学校区）を対象とする第２層生活支援

サービス推進会議を設置します。 

・各地区において、地域支えあい推進員の支援により福祉ですす

める地域づくりを推進します。 

・市全域を対象とする第１層丹波市生活支援サービス推進会議で

は、第２層で解決困難な課題を取り上げ解決策や施策化について

関係機関及び庁舎内連携を図り、課題解決を目指します。 

生活支援体制整備に向け

た取り組み 

・地域包括ケア推進のために、よろずおせっかい相談所の設置、

周知、利用促進により、地域ニーズの把握を行い、生活支援サー

ビス推進会議との連携を図ります。 

・個々のケース対応を検討する地域ケア会議において、自立支援

に必要な地域資源を介護保険に限定せず広い視点でとらえ、生活

支援サービス推進会議との位置づけを明確にするとともに連携を

図っていきます。 

任意事業（地域支援事業） 

家族介護支援事業 

・介護者の精神的負担の軽減を図るため、認知症介護者のつどい

「ほっと」と同時開催で、リフレッシュ教室を実施するなど検討

していきます。 

・介護は女性だけではなく、男性も一緒に介護に参加するなど男

女共同の取り組みを進めて介護離職を防止していきます。 

配食サービス 

安否確認の役割がより機能するように、事業者との連携強化に

努めます。 
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■３ 認知症支援対策の推進  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

認知症への理解を深める

ための普及・啓発の推進 

・「認知症ケアネット」を活用し、相談窓口の周知を行います。 

・金融機関等、見守りネットワーク協定企業や市内小中学校等へ

の福祉教育の一環として認知症サポーター養成講座の開催を検討

してもらえるように働きかけを行います。 

認知症の容態に応じた適

時・適切な医療・介護等の

提供 

・人材育成の推進や多職種連携等の医療・介護等の連携を更に推

進していくとともに認知症初期集中支援事業や認知症地域支援推

進員（各地域包括支援センターに各１名）の設置やその役割につ

いて調整していきます。 

・認知症初期集中支援事業について、サポート医、兵庫県丹波認

知症疾患医療センターと連携を図り、多職種が連携して進めてい

きます。 

・認知症対策会議として丹波市オレンジ会議を開催しており、認

知症初期集中支援事業についても検討していきます。 

若年性認知症施策の推進 

若年性認知症の人やその家族の集う場について、個別相談を通

じてニーズ把握をしながら、障がい福祉担当や就労支援の相談窓

口等とも協議・連携をしながら対応をすすめます。 

認知症の人の介護者への

支援 

・認知症介護者のつどい「ほっと」の事業を継続実施し、介護者

の思いに寄り添い、得られた情報・ニーズを元に今後どのように

進めていけばいいのかを検討していきます。 

・リフレッシュ教室と「ほっと」を同時開催しながら、介護者の

精神的な負担軽減を図っていきます。 

・介護者の生活と介護の両立を支援する取り組みについて検討し

ていきます。 

認知症の人やその家族の

視点の重視 

初期段階の認知症の人のニーズ把握や生きがい支援、認知症施

策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の参画など、認

知症の人やその家族の支援を重視した取り組みを検討していきま

す。 

 

■４ 地域の見守り体制の充実 

施策・事業 今後の展開 

高齢者早期発見ＳＯＳシ

ステムの利用促進 

ネットワークの整備及び協力機関との調整を図っていくととも

に、事業の普及啓発を進めていきます。 

高齢者あんしん見守り隊

の活動推進 

・見守り隊として活動いただける事業所を増やしていくとともに、

協定を結んでいる事業所同士の連携を図り、地域包括支援センタ

ーとの連携体制を強化していきます。 

・市民に対する事業の周知を行い、見守り活動の理解推進を図り

ます。 
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■５ 高齢者虐待の防止、権利擁護の推進  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

関係機関とのネットワー

クの構築 

高齢者虐待対策地域連絡会を開催し、関係機関との意見の交換

を行い、見守りや対応のネットワークを強化します。 

成年後見制度の普及と活用 

・広報、パンフレット配布、介護予防出前健康講座を開催し、成

年後見制度の普及啓発を行います。 

・経済的理由で制度を利用できない方の支援が行えるように、成

年後見制度利用支援事業を継続して実施します。 

相談・支援 

・地域包括支援センターの職員が相談に応じます。また、専門職

によるスーパーバイズを受け、虐待事例や処遇困難事例の対応に

おける知識や技術の向上を図ります。 

・権利擁護相談日を継続して行います。 

・権利擁護センター（仮称）の設置について、権利擁護における

ニーズの実態把握を行い関係機関と協議を行うように努めます。 

 

■６ 高齢者福祉サービスの推進  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

高齢者外出支援事業 

新病院の開設に向けて各交通機関の役割分担を基本とした、よ

り利便性の高い交通体系の構築に向けて、他サービスとの調整を

検討していきます。 

おでかけサポート事業 利用者のニーズを踏まえながらサービスの充実に努めます。 

緊急通報体制等整備事業 
必要な方が利用できるように、民生委員会での説明や、広報で

の紹介等により周知の徹底に努めます。 

人生８０年いきいき住宅

助成事業 

・バリアフリー化を行うことにより、住みなれた住宅で安心して自

立した生活を送ることができるよう住環境整備を進めていきます。 

・改修内容や目的が対象要件に沿った内容となっているか等を把

握し、適正化に努めます。 

 

■７ 高齢者の住まいの安定的な確保  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

有料老人ホーム 
新規参入意向のある事業者に対して、必要な情報の提供などの

相談支援を行います。 

サービス付き高齢者向け

住宅 

・市内にあるサービス付き高齢者住宅に対して、特定施設入居者

生活介護の指定の協議を行っていきます。 

・新規参入意向のある事業者に対して、必要な情報提供などの相

談支援を行い、多様な住まいの整備を進めます。 

多様な住まいの活用 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の既存の施設

に加え、空き家の利活用に関する制度等について、情報提供を行

っていきます。 
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基本目標３ 在宅医療と介護連携 

〜 支え合い安心して暮らせる環境を整備します 〜 
 

■１ 地域包括支援センターの機能強化 

施策・事業 今後の展開 

地域包括支援センターの

機能強化 

・2019 年４月より東部地域の地域包括支援センターの運営を外

部委託し、市直営による基幹型地域包括支援センターを新設しま

す。 

・新設する基幹型地域包括支援センターは「丹波市健康センター 

ミルネ」に設置し、在宅医療と介護の連携強化をはじめとした機

能強化を図ります。 

・新設する基幹型地域包括支援センターが、各センターと協力し

ながら事業内容の評価を行うとともに、各センターの質の向上に

向けた後方支援を行います。 

地域ケア会議の推進 

・圏域の地域包括支援センターを中心に個別地域ケア会議を積み

上げることで地域課題を抽出、整理し、課題の解決に努めていき

ます。 

・2018（平成 30）年 4 月から、リハビリテーション専門職等

の多職種が協働して、自立支援を重視した個別ケースの検討を、

月 1 回実施していきます。 

介護者への支援の充実 

・女性活躍推進助成金などの「女性の職業生活における活躍の推

進」施策や国、県の「仕事と介護・育児の両立支援」施策により、

働きやすい職場を増やします。 

・業務体制の見直しなどに取り組む企業を支援する介護離職防止

に向けた関係部署の施策と連携を図り、介護者への支援を行って

いきます。 

 

■２ 医療と介護の連携  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

在宅医療と介護の連携推進 

・医療と介護の必要な方に必要なサービスが提供できるように、

介護職にも医療的な知識を持ち備えてもらい役割を移行して、医

療と介護の連携を推進していきます。 

・市民向けに人生最期の時までの生き方を自分のこととして考え

る機会となるような勉強会の開催や、パンフレットの作成、配布

により在宅医療・介護連携の理解を促進していきます。 

 

■３ 危機管理体制の強化  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

災害時の対応 

高齢者の安全を確認したうえで、福祉避難所や福祉施設等にお

いて、迅速かつ的確な受入れ体制の確立をはかるため、地域住民

や施設内外関係者との連携を図ります。 
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基本目標４ 介護サービス整備 

〜 介護サービスの充実を図ります 〜 
 

■１ 介護保険サービスの充実  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

居宅サービスの 

整備 

訪問看護／介護予防訪問看護 

在宅療養の支援や看取り、緊急時の対応など訪問看護の役割は重要であ

り、今後の医療再編成により更にニーズが高まることが予想されることか

ら、需給状況を把握しつつサービス供給体制の確保に努めます。 

通所介護 

今後高齢化により重度の要介護者の増加が見込まれることから、特殊浴

槽の設置など、ニーズを踏まえた整備が図れるよう参入事業者への対応を

行います。 

施設サービスの 

整備 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

本計画中の整備は行いません。 

既存の施設の運用状況も鑑み、適正な床数について検討していきます 

地域密着型サービ

スの整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

市の住宅事情や事業所の人員確保も勘案しながら、サービス導入に向

け、参入意思のある事業所と協議を行っていきます。 

地域密着型通所介護 

各事業所の特色を活かしながら、利用者の自立を支援し安心して利用で

きる適正な運営の推進のために、事業所への情報提供など連携に努めてい

きます。 

認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護 

認知症対応型のサービスは更にニーズが高くなると考えられることや、

若年性認知症の方の通いの場も必要であることから、参入希望の事業所へ

の情報提供等、サービス整備に努めます。 

小規模多機能型居宅介護施設／介護予防小規模多機能型居宅介護施設 

本計画中に新たな整備は行いません。 

認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

本計画中に新たな整備は行いません。 

特定施設入居者生活介護 

自宅での一人暮らしが困難で介護が必要な方の住まいの選択肢として、

既存のサービス付き高齢者住宅等と、指定を目指した協議をすすめていき

ます。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

本計画中に新たな整備は行いません。 



15 

 

■２ 地域支援事業の充実 

施策・事業 今後の展開 

介護予防・生活支

援サービス事業 

〈住民主体による支援〉 

・通所型サービスＢ（元気アップ広場）は事業評価を行うとともに、地域で

の通いの場の広がり状況等をみながら、効果的な実施について検討します。 

・あらゆる住民主体の通いの場を地域に増やすため、いきいき百歳体操を

取り入れた通いの場の充実、継続とともに、各地区生活支援サービス推進

会議において協議していきます。 

〈訪問型サービスＤ（移動支援）〉 

訪問型サービス D（移動支援）について検討していきます。 

 

≪訪問型サービスの種類≫ 

サービス 

種類 

①予防給付相当サービス 

 

②基準緩和型サービス 

（訪問Ａ） 

③住民主体による支援 

 くらし応援隊（訪問Ｂ） 

従来の介護予防訪問介護と

同様のサービス 

市が設定した基準で行うサ

ービス 

有償ボランティアによるサ

ービス 

サービス 

内容 

〇身体介護 

 入浴介助など 

〇生活援助 

 掃除・洗濯・買い物など 

〇生活援助 

 掃除・洗濯・買い物など 

〇生活援助 

 掃除・洗濯・買い物など 

費用 
サービス料金の 

1 割または 2割 

サービス料金の 

1 割または 2割 
600 円/時間 

提供主体 指定事業所 指定事業所 

〇社会福祉協議会 

〇ふだんのくらしサポート

センター 

 

≪通所型サービスの種類≫ 

サービス 

種類 

①予防給付相当サービス 

 

②基準緩和型サービス 

（通所Ａ） 

③住民主体による支援 

元気アップ広場（通所Ｂ） 

従来の介護予防通所介護と

同様のサービス 

市が設定した基準で行うサ

ービス 

社会福祉法人の施設開放に

よる住民主体の通いの場 

サービス 

内容 

現行の通所介護と同様 〇ミニデイサービス 

 いきいき百歳体操 

 交流・趣味活動など 

〇自主的な通いの場 

 いきいき百歳体操 

 交流・趣味活動など 

 ※一般高齢者の利用も可 

費用 
サービス料金の 

1 割または 2割 

サービス料金の 

1 割または 2割 
実費負担 

提供主体 指定事業所 指定事業所 社会福祉法人等 
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基本目標５ 介護保険適正化 

〜 介護保険事業の適正な運営を確保します 〜 
 

■１ 適正な要介護認定の確保  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

要介護認定の効率化と精

度の向上 

・研修等を通じて調査員の調査の技量を上げながら同じ判断基準

で調査ができるようにし、審査会での判断が的確に行えるように

します。 

・増加する要介護認定の件数に対して、審査会での処理件数を増

やしていくとともに、国が示す要介護認定期間の延長や二次判定

の簡素化の仕組みを取り入れ、住民の方に対して迅速な認定結果

の通知が行えることを目指します。 

 

■２ 介護サービスの質の向上  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

福祉・介護人材の確保及び

育成 

・ハローワーク等との就職面接会の共同開催や、介護サービスの

質の向上等のために介護職員初任者研修を支援していきます。 

・転入動機と就職支援を同時に行うための制度の検討を進め、幅

広く福祉人材を確保できるしくみの構築に努めます。 

・移住希望者向け仕事情報サイトへの掲載に関する情報提供や、

各事業所の魅力を発信するための支援や各事業所における多様な

働き方体制づくりへの依頼を行います。 

事業者に対する適正な指

導監督の実施 

年度ごとに、重点指導事項の策定を検討するほか、指導対象の

選定方針、実地指導や集団指導といった手法の選択等を検討し、

それらを反映した総合的な指導計画の策定に努めます。 

第三者評価の促進 
第三者評価を受ける事業所が増えるよう、メリット等を周知し、

利用促進を図ります。 

 

■３ 介護給付の適正化  ※一部抜粋 

施策・事業 今後の展開 

適正化への取り組みと設

定目標 

費用の適正化の観点から、即効的な効果が見込まれる「縦覧点

検・医療情報との突合」と 2018（平成 30）年度に居宅介護支

援事業者の指定権限が保険者に移譲されることを念頭に置きつ

つ、介護保険制度の要である介護支援専門員を支援する「ケアプ

ラン点検」を優先的・重点的に実施し、それぞれにＰＤＣＡサイ

クルを意識した実施目標を設定します。 
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■４ 情報提供の推進 

施策・事業 今後の展開 

市民へのわかりやすい情

報提供・親切な相談支援 

介護保険や高齢者福祉制度について、必要な情報が分かりやす

く入手できるように提供方法について検討を行い、市広報やホー

ムページ、各種パンフレット、防災無線等を利用して情報提供に

努めます。 

介護サービス情報公表の

普及啓発 

「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択」を視

点に、市の広報やホームページで制度の周知を行います。 

 

 

■５ 低所得者等に配慮した負担の軽減 

施策・事業 今後の展開 

介護保険料の所得段階の

設定 

・国は引き続き公費投入による第１段階の保険料負担軽減を行う

予定であり、市においても、国の基準を上回る負担軽減を行いま

す。 

・所得段階の設定については、市の実情を勘案し設定します。 

介護保険料の減免制度 
・丹波市介護保険条例に基づき、収入が一定額以下の世帯等を対

象に保険料の独自減免を実施します。 

介護保険サービス利用者

負担に係る低所得者軽減

制度 

・経済的な理由で介護サービスの利用が制限されないよう、介護

保険施設における食費・居住費の自己負担に対する補足給付、高

額介護サービス費の支給、社会福祉法人等による利用者負担軽減

の認定など、利用者負担の軽減を実施します。 

 

 

■６ 連携体制の強化 

施策・事業 今後の展開 

行政内部における関係部

署との連携 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、高齢者が生きがい

を持って生活し続けられるよう、行政内部において分野を超えて

連携していきます。 

サービス事業者との連携 
サービス事業者と適正かつ連携の取れる関係を築き、サービス

の質の向上に努めます。 

関係機関・団体との連携 

関係機関及び団体と連携について、社会福祉協議会や民生委員

児童委員連合会、自治協議会や医療関係者、介護関係者との連絡

調整を行い、積極的な連携を図っていきます。 
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■ 介護給付費 
単位：千円 

介護給付 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 2020 年度 

居宅サービス     

 訪問介護 364,341 400,775 436,845 

 訪問入浴介護 20,352 20,454 20,556 

 訪問看護 125,780 129,554 134,736 

 訪問リハビリテーション 12,395 12,890 13,406 

 居宅療養管理指導 14,347 15,495 16,734 

 通所介護 584,837 588,931 591,876 

 通所リハビリテーション 230,582 237,500 245,606 

 短期入所生活介護 400,480 416,499 437,324 

 短期入所療養介護 60,450 70,122 80,921 

 福祉用具貸与 209,207 225,902 243,950 

 特定福祉用具販売 4,698 4,181 3,722 

 住宅改修 21,980 19,343 18,956 

 特定施設入居者生活介護 68,034 73,476 79,354 

居宅介護支援 353,043 367,165 381,253 

地域密着型サービス     

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4,416 12,364 14,120 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 

 認知症対応型通所介護 112,911 115,620 119,783 

 小規模多機能型居宅介護 241,310 247,583 261,200 

 認知症対応型共同生活介護 205,049 205,049 207,897 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 52,696 52,696 52,696 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 96,037 96,037 96,517 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

 地域密着型通所介護 667,391 730,794 779,757 

施設サービス     

 介護老人福祉施設 1,435,770 1,450,128 1,464,630 

 介護老人保健施設 584,940 602,488 624,177 

 介護医療院 0 0 0 

 介護療養型医療施設 22,647 21,515 21,084 

介護給付費計 5,893,693 6,116,561 6,347,100 

介護給付費・介護予防給付費・地域支援事業費の見込み 
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■ 介護予防給付費 

単位：千円 

介護予防給付 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 2020 年度 

居宅サービス     

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

 介護予防訪問看護 8,092 8,133 8,149 

 介護予防訪問リハビリテーション 3,246 3,570 4,105 

 介護予防居宅療養管理指導 1,373 2,472 4,450 

 介護予防通所リハビリテーション 46,028 67,201 94,082 

 介護予防短期入所生活介護 786 810 834 

 介護予防短期入所療養介護 46 46 46 

 介護予防福祉用具貸与 26,926 26,979 27,249 

 特定介護予防福祉用具販売 1,040 884 795 

 介護予防住宅改修 6,107 4,763 4,287 

 介護予防特定施設入居者生活介護 615 614 614 

介護予防支援 26,141 21,854 18,358 

地域密着型サービス     

 介護予防認知症対応型通所介護 1,595 1,595 1,674 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 2,668 2,670 2,675 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 

介護予防給付費 124,663 141,591 167,318 

 

 

■ 地域支援事業費 

単位：千円 

区分 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
2019 年度 2020 年度 

地域支援事業 353,439 362,400 361,958 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 165,350 165,598 165,299 

包括的支援事業・任意事業 138,680 138,544 138,401 

新しい包括的支援事業 49,409 58,258 58,258 
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所得段階 対象者 保険料率 保険料額 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課

税の者 

・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と

合計所得金額の合計が 80 万円以下の者 

基準額 

×0.35 

24,730 円 

（月額 2,061 円） 

第２段階 
・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と

合計所得金額の合計が 120 万円以下の者 

基準額 

×0.63 

44,520 円 

（月額 3,710 円） 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、第１段階・第２段

階に該当しない者 

基準額 

×0.75 

53,010 円 

（月額 4,418 円） 

第４段階 

・本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者

があり、課税年金収入額と合計所得金額の合計

が 80 万円以下の者 

基準額 

×0.90 

63,610 円 

（月額 5,301 円） 

第５段階 

【基準額】 

・本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者

があり、第４段階に該当しない者 

基準額 

×1.00 

70,680 円 

（月額 5,890 円） 

第６段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

120 万円未満の者 

基準額 

×1.20 

84,810 円 

（月額 7,068 円） 

第７段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

120 万円以上で 200 万円未満の者 

基準額 

×1.30 

91,880 円 

（月額 7,657 円） 

第８段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

200 万円以上で 300 万円未満の者 

基準額 

×1.50 

106,020 円 

（月額 8,835 円） 

第９段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

300 万円以上で 400 万円未満の者 

基準額 

×1.70 

120,150 円 

（月額 10,013 円） 

第 10 段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

400 万円以上で 600 万円未満の者 

基準額 

×1.90 

134,290 円 

（月額 11,191 円） 

第 11 段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

600 万円以上の者 

基準額 

×1.98 

139,940 円 

（月額 11,662 円） 

 

 

  

第１号被保険者の介護保険料 
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 用語 解説 

ア

行 
いきいき百歳体操

サポーター 

所定の養成講座を修了し、地域のいきいき百歳体操実施会場等で会場の

立ち上げや運営、継続のための支援を行ったり、参加者や会場の代表者の

困りごと等を行政に繋いだりする役割を担うボランティア。 

カ

行 介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じた

適切な介護サービス等を利用できるよう、市町村、介護サービス事業者、

介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日

常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するもの

として介護支援専門員証の交付を受けた者。 

 介護予防給付 

要支援 1、要支援 2の人に対するサービス。対象者の特徴は、廃用症候

群（骨関節疾患等を原因とし、徐々に生活機能が低下するタイプ）の人が

多く、早い時期に予防とリハビリテーションを行うことで生活機能を改善

できる可能性がある。したがって、本人の意欲を高めながら予防サービス

を提供することが必要とされている。 

 
介護予防ケアマネジ

メント 

介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の

ケアマネジメントをさす。 

 介護予防事業 

 高齢者が要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減も

しくは悪化の予防のため必要な事業であって、保険給付として行われる介

護予防サービス以外のもの。 

 介護保険制度の中では、介護保険本体の給付として導入される介護予防

給付と、地域支援事業として市町村で実施される介護予防事業に整理され

る。  
鑑別診断 

症状や検査結果などを参考にして、類似の疾患と比較しながら合理的に

疾患を特定する診断。  
基幹型地域包括支援

センター 

各地域包括支援センター間の総合調整や介護予防に係るケアマネジメ

ント、地域ケア会議等の後方支援を実施するなどセンター間での基幹的な

機能を持つセンターのこと。  
基準緩和型サービス 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等の多様なニーズに、要

支援者等の能力を最大限活かしつつ、多様なサービスを提供する仕組みで

ある。基準緩和型サービスは、この事業において従来の介護予防給付より

基準・単価等を緩和し市独自の基準により提供するサービスである。 

 キャラバンメイト  認知症サポーター養成講座の講師役となる人。 

 
ＱＯＬ 

（Quality of Life） 

１人ひとりの人生の内容の質や社会的に見た生活の質のことを指す。つ

まりある人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸

せを見出しているか、ということを尺度としてとらえる概念である。 

 居住系サービス 
 夜間における住まいの場を提供するサービスで、介護保険施設、特定施

設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護がある。 

 

用語解説 
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 用語 解説 

カ

行 

居宅介護支援 

要介護者が、指定居宅サービス等を適切に利用できるように、利用者の依

頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境、本人及び家族の希望等を

勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類、内容、担当する人等を決めた

ケアプランを作成する。また、そのサービスの提供が確保されるよう、指定

居宅サービス事業者との連絡調整に便宜を図るとともに、介護保険施設への

入所を要する場合には、施設の紹介やその他の情報の提供を行う。 

 ケアプラン 

 ケアマネジメントの過程において、アセスメント（課題分析）により利

用者のニーズを把握し、必要なサービスを検討して作成する介護サービス

計画のこと。 

 ケアマネジメント 

 社会福祉援助技術の一形態。サービス利用者に対し、アセスメント（課

題分析）によりニーズを明確化して適切なサービス提供を目指し、様々な

地域に存在する社会資源を活用したサービス計画を作成し、その実施から

継続的な見守り、必要に応じて見直しを行う一連の過程。介護保険におい

ては、居宅要介護者が介護サービス等を適切に利用できるように計画を作

成し、事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

 軽費老人ホーム 

 原則として 60 歳以上で元気であるものの家庭環境や住宅事情により、

自宅での生活が困難な高齢者が低額で入所する施設。施設にはＡ型とＢ

型、ケアハウスがあり、Ａ型は給食付きで養護老人ホームに近く、Ｂ型は

自炊型で、ケアハウスに近い。ケアハウスは入所条件に所得制限がない。  
ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、

声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができ

る人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと。 

 

権利擁護 

 人間としての権利を保障することで、英語のアドボカシーの訳語。高齢者

や障害のある人等「弱い立場」にある人々に人権侵害（財産侵害や虐待等）

が起きないようにすることや自己の権利やニーズを表明することが困難な

人に代わり、援助者が代理として権利やニーズ表明を行うことをいう。  
高額医療合算介護サ

ービス費 

 1年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯の自己負

担額の合計が著しく高額になる場合、新たに設けられた医療・介護合算の

自己負担限度額（年額）を超えた金額が高額医療合算介護サービス費とし

て支給される制度。 

 高額介護サービス費 

 要介護者が、居宅サービスや施設サービスを利用して介護保険制度のも

とで、介護サービスを利用し、利用者負担額が一定の額を超える場合、そ

の超えた部分について支給される制度。超えた部分の金額は償還払いで払

い戻され、支給される額は世帯の所得に応じて違う。 

サ

行 

在宅介護支援センター 

 在宅介護に関するあらゆる相談に対応する機関のこと。特別養護老人ホ

ーム・老人保健施設・病院などにあり、寝たきりの高齢者や介護者の精神

的・身体的負担の軽減や在宅生活の自立支援を行っている相談窓口で、専

門家による介護の相談やアドバイスが受けられる。おおむね 65 歳以上で、

寝たきりや認知症などのため日常生活に支障がある方や、その家族に在宅

介護に関する相談を 24 時間対応で行っている。また、在宅へ訪問しての

相談・指導や必要な機関への連絡・調整、老人福祉施設などの入所相談な

ども行っている。 
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 用語 解説 

サ

行 作業療法士 

 身体障害者や知的障害者、精神障害者を対象に、医師の指示のもと応用

的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作やその他

の作業を行わせる専門職。 

 市民後見人 
市や社会福祉協議会、NPO 法人等が実施する養成研修を受講し、成年後

見人として活動する一般市民のこと。 

 社会福祉協議会 
 社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。国・都道府県・市区町村単位

で組織され、地域住民の福祉増進を図る民間組織。  
社会福祉士 

 専門的知識及び技術をもって、心身の障害または環境上の理由により日常

生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、保健

医療福祉サービスの提供者との連絡及び調整その他の援助を行う専門職。  
住民主体による支援 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等の多様なニーズに、要

支援者等の能力を最大限活かしつつ多様なサービスを提供する仕組みで

ある。住民主体による支援は、地域住民が主体となって支え合い活動を行

うもので、この事業のメニューの一つに位置づけられるほか、多様なサー

ビスの充実を図り高齢者の社会参加促進、介護予防、生活支援を目指すも

のである。 

 
主任介護支援専門員

（主任ケアマネジャ

ー） 

 支援困難事例等に関する介護支援専門員への指導・助言や多職種・他機関

との連携による対応等への支援等を行う職種で、介護支援専門員の実務経験

が５年以上あり所定の研修を修了した者。地域包括支援センターと特定事業

所加算を算定する居宅介護支援事業所には配置が義務付けられている。 

 
生涯学習  人が生涯にわたり学び・学習の活動を続けていくこと。 

 

自立支援に資するケ

アマネジメント 

介護保険法では、高齢者が「要介護状態となった場合においても、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」支援を行う

こととされ、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを総合的

に支援することによって生活の質の向上を目指すものである。 

 
スーパーバイズ 

優れた知見を有する指導者が、対人援助の実践者に対し、実践学習と専

門職としての知識と技術援助を行うこと。 

 

生活支援サービス推

進会議 

生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画により地域資

源・ニーズの把握、地域資源の開発、関係者間のネットワーク構築等を目

的とする会議。 

生活支援サービスの提供を重層的に行えるよう丹波市では、第１層は丹

波市域を対象とし、第 2 層は 25 地区（小学校区）を対象とする。第 1 層

には丹波市生活支援サービス推進会議、第 2層には各地区にそれぞれ生活

支援サービス推進会議を設置する。  
生活習慣病 

 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行

に関与する症候群。糖尿病、高血圧症、高脂血症、脳卒中、心筋梗塞、が

んなど。 
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用語 解説 

サ 

行 

成年後見制度 

認知症や障害のため判断能力が著しく低下した人は、財産管理や契約、

遺産分割等の法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法等の

被害にあったりするおそれがある。このような人を保護し支援する目的

で、民法を改正し、2000（平成 12）年４月にスタートした制度で、家庭

裁判所により選任された後見人等が本人の意思を尊重し、その法律行為の

同意や代行等を行い、日常生活の権利を守るもの。 

 
前期高齢者・後期高齢者 前期高齢者は65～74歳の高齢者、後期高齢者は75歳以上の高齢者をさす。 

タ

行 

丹波市いきいき百歳

体操サポーターポイ

ント制度 

2017（平成 29）年度から開始した、「いきいき百歳体操サポ―ター」を支

援する制度。所定の養成講座を修了し、かつ当該制度に登録した「いきいき

百歳体操サポーター」に対し、ポイント対象のいきいき百歳体操会場等で活

動を実施するごとにポイントを付与、活動の実績に応じて奨励金を交付する。  
地域共生社会 

高齢者・障がい者・子どもなど全ての人々が、1人ひとりの暮らしと生

きがいを、ともに創り、高め合う社会のこと。  
地域ケア会議 

地域包括ケアの実現に向けて、高齢者個人に対する支援の充実と、それ

を支える社会基盤の整備とを同時に進めるため、地域包括支援センター等

が主催し、医療・介護等の多職種が協働して開催する会議。困難事例等の

個別ケースに対する課題分析等を積み重ねて地域の課題を把握し、その課

題解決に必要な資源開発・地域づくりなどにつなげていく。  
地域支えあい推進員

（生活支援コーディ

ネーター） 

高齢者の生活支援サービスの体制整備推進を目的とし、地域における提

供体制構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構

築の機能等）を果たす者を生活支援コーディネーターといい、丹波市にお

いては地域支えあい推進員の名称を用いている。  
地域支援事業 

被保険者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態等に

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に支援するために市町村が行う事業であり、2005（平

成 17）年までの老人保健事業の一部、介護予防・地域支え合い事業、在

宅介護支援センター事業の財源を再編し創設された介護保険制度上の事

業のこと。事業として、①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支

援事業、③任意事業がある。2015（平成 27）年 4 月に地域支援事業の実

施要綱が一部改正され、これまで実施していた介護予防事業の一次予防と

二次予防は、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サー

ビス事業と一般介護予防事業という新たな区分に変更となり、包括的支援

事業の充実化として、在宅医療・介護連携推進事業、認知症施策推進事業、

生活支援体制整備事業が追加されている。 

 

地域包括ケア 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続すること

ができるようにすることを目指すもので、①介護、②予防、③医療、④生

活支援、⑤住まいが一体的に切れ目なく提供される体制の整備に取り組ん

でいくことが求められている。 
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 用語 解説 

タ 

行 

地域包括支援センター 

地域において、①介護予防ケアマネジメント事業、②総合相談支援事業、

③地域包括ケア体制整備(包括的・継続的マネジメント事業)、④高齢者の

虐待の防止・早期発見及び権利擁護事業の４つの基本的な機能を持つ総合

的なマネジメントを担う中核機関。また、2015（平成 27）年度からの介

護保険制度改正によって、地域ケア会議の推進、在宅医療・介護連携の推

進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備が、センターが担う

事業等として追加された。 

 

地域密着型サービス 

高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継

続できるよう、原則として、その市町の被保険者のみが利用できるサービ

ス。介護保険法では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪

問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居

宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介

護が定められている。 

 
超高齢社会 

全人口に占める65歳以上人口の割合が7％を超えると高齢化社会、14％

を超えると高齢社会、21％を超えると超高齢社会といわれる。 

特定入所者介護（予

防）サービス費 

低所得者の方のサービス利用が困難とならないよう、所得に応じた負担

限度額が設けられ、施設入所者やショートステイを利用した場合の居住費

（滞在費）や食費が、申請によって認定された場合に軽減されること。 

ナ

行 
日常生活圏域 

住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情

その他の社会的条件、介護サービスを提供するための施設の整備状況その

他の条件を総合的に勘案して市町が定める区域。小学校区や中学校区が想

定される。  
認知症 

脳や身体の疾患を原因としていったん発育した脳が損傷され、記憶・判

断などの障害がおこり、その結果として、それまでに獲得された知的能力

が低下し、普通の社会生活が送れなくなった状態。  
認知症ケアネット 

認知症の症状に応じ、いつ、どこで、どのようなサービスを利用できる

のか。また、相談窓口等をわかりやすくまとめたもの。  
認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症になった人やその家族をあたたかく見守

り、支援する応援者。特別な資格は必要ではなく、「認知症サポーター講

座」を受講することでサポーターになることができる。  
認知症初期集中支援

チーム 

認知症の人やその家族に対して認知症かどうか診断のための受診を促

したり、適切な医療サービスや介護サービスなどを紹介するために認知症

の専門知識をもった医療職、福祉職などのチーム員がご自宅に訪問して、

お困りごとを伺い、一緒に解決策を考えるなど一定期間（おおむね６か月）

集中的に支援するチームのこと。  
認知症地域支援推進員 

医療や介護、地域の支援機関の間の連携を図るための支援、また認知症

の人やその家族を支援する相談業務等を担当するもの。 

ハ

行 
パブリックコメント 

 計画の策定に当たり、その案の段階で計画の目的、内容その他必要な事

項を公表し、広く市民等からの意見、提案、専門知識を求め、寄せられた

有益な意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の概要及びこれ

らに対する実施機関の考え方を公表すること。 
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 用語 解説 

ハ 

行 

バリアフリー 

障害のある人が生活の中で障壁（バリア）となっているものを取り除く

こと。元々は建築の言葉として使われ、建物の中の段差等、障壁をなくす

という意味で使われていた。しかし、現在では、障害者や高齢者の社会参

加を困難にしている社会や制度上の障害、心理的な障害を取り除く、とい

う意味で使われる。 

 
ＰＤＣＡサイクル 

(Plan-Do-Check-Act 

cycle) 

事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める

手法のひとつのこと。Plan（計画）→Do(実行)→Check(評価)→Act（改善）

の４段階を繰り返すことによって、各段階のレベルを向上させて継続的に

業務を改善する。 

 

被保険者 

保険の加入者。介護保険の場合は、市町村の住民のうち 40 歳以上の方

がその市町村の被保険者となる。 

第 1号被保険者…65 歳以上の人。 

第 2号被保険者…40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者。 

 

法人後見 

社会福祉協議会、社会福祉法人、NPO 法人等の法人が、法人として後見

活動を行うこと。後見事務が長期になることが予想される場合の利用が考

えられる。また、法人職員の専門性を活かした対応が行える。 

マ

行 
民生委員児童委員 

社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な

援助を行ったり、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、

社会福祉を増進する奉仕者。都道府県知事の推薦に基づき厚生労働大臣が

委嘱する。 

ヤ

行 
有料老人ホーム 

高齢者が入居し、食事の提供、入浴・排せつ・食事の介護、洗濯・掃除

等の家事、健康管理のうち、いずれかのサービスを提供している施設。老

人福祉施設（特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・ケアハウス等）、認

知症対応型共同生活介護、サービス付高齢者向け住宅は除く。  
要介護者 

要介護状態にある 65 歳以上の人及び特定疾病が原因で要介護状態にあ

る 40 歳以上 65 歳未満の人を要介護者という。また、要介護者となるおそ

れのある人のことを要支援者という。なお、要支援者は施設サービスが受

けられない。 

 要介護状態 

身体上または精神上障害があるために、食事・入浴・排せつ等の日常生

活における基本動作について、継続して常時介護が必要と見込まれる状態

を要介護状態という。また、要介護状態になるおそれのある状態を要支援

状態という。 

 
よろずおせっかい支

縁センター 

社会福祉法人や地区の生活支援サービス推進会議により設置されたよ

ろずおせっかい相談所へ相談対応の助言を行い、相談所からの相談内容を

集約分析し、把握した生活課題を各地区推進会議へ提示し、話し合いをす

すめていく機関。 

ラ

行 
理学療法士 

医師の指示のもとでリハビリテーションを行い、日常生活を送る上で必

要な基本的能力の回復を図る専門職。 

リハビリテーション 
心身に障害を持つ人の人間的復権を理念に、自立・社会復帰を目指して

行う機能訓練や療法。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒669-4192 兵庫県丹波市春日町⿊井 811 番地 

ＴＥＬ：0795-74-1049 ＦＡＸ：0795-74-3866 

 

丹波市福祉部介護保険課 


