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参考資料 
参考資料 

１ 松原市介護保険事業計画及び松原市高齢者福祉計画策定委員会規則 

平成 24年 12月 21日規則第 75 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関設置条例（昭和 40年条例第 20 号）第２条の規定

に基づき、松原市介護保険事業計画及び松原市高齢者福祉計画策定委員会（以下「委員会」

という。）の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 委員会は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117条第１項に規定する市町

村介護保険事業計画及び老人福祉法（昭和 38年法律第 133 号）第 20条の８第１項に規

定する市町村老人福祉計画の策定に関する審議を行うものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 17 人以内で次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）介護保険法第９条に規定する被保険者 

（２）保健、医療又は福祉に関する機関若しくは団体の代表者 

（３）保健、医療又は福祉に関し学識経験を有する者 

（４）関係行政機関の職員 

（５）市の職員 

２ 委員の任期は３年とする。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。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

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

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康部高齢介護課において行う。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  
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２ 松原市介護保険事業計画及び松原市高齢者福祉計画策定委員会委員名簿 

敬称略 

機関(団体)名 氏  名 

医療機関 松原市医師会 上野 憲司 

医療関係 松原市歯科医師会 隅野 一郎 

医療関係 松原市薬剤師会 宮谷 忠行 

福祉関係 松原市社会福祉協議会 小田 哲司 

福祉施設 社会福祉法人聖徳会 杉村 和子 

福祉施設 社会福祉法人堺暁福祉会 中村 敦 

福祉施設 ＮＰＯ法人介護支援の会松原ファミリー 豊永 雅雄 

福祉施設 社会医療法人阪南医療福祉センター 竹村 由佳 

被保険者代表 老人クラブ 大西 美博 

被保険者代表 老人クラブ 山本 壽夫 

被保険者代表 民生･児童委員 林 美佐子 

被保険者代表 民生･児童委員 上西 玲子 

被保険者代表 一般公募代表 松川 澄 

学識経験者 阪南大学 西本 真弓 

保健関係 藤井寺保健所 田中 英夫 

保健関係 松原市健康部 向井 貴子 
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３ 用語説明 

 あ行  

ＩＣＴシステム 

ＩＣＴ（Information Communication Technology）とは情報通信技術のことで、

ＩＣＴシステムは、情報技術における通信・交流・伝達が重視される場面に取り入れ

られている。 

栄養改善 

低栄養の高齢者の栄養改善を積極的に行うことによって、低栄養の改善、身体機能・

生活機能の向上を図るものをいう。 

ＮＰＯ 

ＮＰＯ（Non-Profit Organization）は民間の非営利組織のことで、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で、財団法人や社会福祉法人なども含

まれる。 

 

 か行  

介護医療院 

介護療養病床の医療機能を維持し、生活施設としての機能を兼ね備えた施設であり、

地域包括ケアシステムの 5 要素（医療、介護、生活支援、予防、住まい）のうち、介

護療養型医療施設が持つ「医療」「介護」「生活支援」に加え「住まい」の機能を持っ

た長期療養を目的とした施設をいう。 

介護支援専門員 

平成 12 年 4月に施行された「介護保険法」に基づく資格で、要介護者等からの相

談に応じ、要介護者等が心身の状況に応じて適切な在宅サービスや施設サービスを利

用できるように市町村、事業者及び施設との連絡調整を図り、要介護者等が自立した

日常生活を営むのに必要な専門知識を有し、要介護者のケアマネジメントを行う者。 

介護相談員 

介護保険サービスの質的向上を目的として、選任された相談員が介護保険のサービ

ス利用者や家族からサービスに対する悩み・苦情・疑問などの相談を受け、サービス

提供事業者へ伝えることで悩み等の解消を図る。 
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介護保険事業計画 

介護保険法に基づき、保険者である市町村が、厚生労働大臣の定める「介護保険事

業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（参酌標準）に即して、

３年ごとに定める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。①各年度

における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みおよびその見込み量の確保

のための方策、②各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業

の量の見込みおよび見込み量の確保のための方策等、③介護サービス・介護予防サー

ビス・地域支援事業の円滑な提供を図るための事項、④その他介護保険事業の円滑な

実施に必要な事業、を定める。その基本的な性格は、サービス基盤整備の行動計画で

あるとともに、サービス給付と保険料負担のバランスを決めるものとなる。計画は、

要支援・要介護認定者などの実情を勘案して作成するとともに、老人福祉計画と一体

のものとして作成されなければならない。 

介護予防・日常生活支援総合事業 

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

ービスを充実することで、地域で支え合う体制づくりを推進し、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のこと。 

介護離職 

就業者が家族の介護や看護のために退職、転職すること。 

介護療養型医療施設 

介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に

基づき、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護その他の世話及び機能

訓練、その他必要な医療を提供する施設。（令和 5 年度末をもって廃止） 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の

世話を行う施設。 

介護老人保健施設（老人保健施設） 

介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、

医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世

話を行う施設。 

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合わせの「看護小規模多機能型居宅介護」

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て提供するサービス。 
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基本チェックリスト 

介護の原因となりやすい生活機能低下の危険性がないかどうか、という視点で運動、

口腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉じこもり等の全 25 項目について「はい」「いいえ」

で記入する質問表であり、チェック項目により、総合事業の対象者かどうかを把握し

ていく。 

共生型サービス 

障がい者が 65 歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しや

すくするという観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、

人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、ホームヘルプ

サービス、デイサービス、ショートステイなどについて、高齢者や障がい児者が共に

利用できるサービス。平成２９年 5月 26 日に創設された。 

居宅サービス 

介護保険法における居宅サービスとは、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、福祉用具貸与および特

定福祉用具販売の 12 種類の居宅要介護認定者（要支援認定者に対する給付にはサー

ビス名の前にそれぞれ「介護予防」が付される）が利用可能なサービスをいう。また、

居宅サービスを行う事業を「居宅サービス事業」という。 

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

病院、診療所又は薬局の医師、看護職員、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄

養士等が居宅を訪問して、療養上の管理及び指導等を行うサービス。 

ケアプラン 

介護サービスが適切に利用できるよう、心身の状況、その置かれている環境、要介

護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービスの種類及び内容などを

定めた計画のこと。 

ケアマネジメント 

利用者一人ひとりのニ一ズに沿った最適なサービスを提供できるよう、地域で利用

できる様々な資源を最大限に活用して組み合わせ、調整すること。 
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軽費老人ホーム 

老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種。低額な料金で高齢者が利用でき、給食

その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする入所施設で、利用の方法は

利用者と施設設置者との契約による。Ａ型、Ｂ型およびケアハウスの３種があり、現

在は主にケアハウスのことを指す。Ａ型は、原則として 60 歳以上で基本利用料の２

倍相当額程度以下の収入の人で、①身寄りのない人、②家庭の事情などによって家族

との同居が困難な人を入所対象としている。Ｂ型は、原則として 60 歳以上で、家庭

環境、住宅事情などの理由により居宅において生活することが困難な人であって、自

炊ができる程度の健康状態にある人を入所対象としている。ケアハウスはひとり暮ら

しや夫婦のみの高齢者が自立した生活を維持できるよう工夫された施設であり、利用

者は、60 歳以上の人または夫婦のどちらかが 60 歳以上の人であって、入居時に自

炊ができない程度の身体機能の低下などが認められ、または高齢などのため独立して

生活するには不安が認められる人であって、家族による援助を受けることが困難な人

である。軽費老人ホーム入居者が要支援・要介護認定者に該当すれば、介護保険法の

訪問介護などの居宅サービスなどを受けられる。また、ケアハウスが介護保険法に規

定する従業員、設備および運営に関する基準を満たせば、特定施設入居者生活介護な

どを行う指定居宅サービス事業者などの指定を受けることができる。平成 20 年 6 月

からは、従来あったＡ型・Ｂ型およびケアハウスの類型がケアハウスの基準に統一さ

れ、Ａ型・Ｂ型の施設は建替えを行うまでの「経過的軽費老人ホーム」と位置付けら

れている。 

健康寿命 

日常生活に介護などを必要とせず、心身とも自立した活動的な状態で生活できる期

間をいう。平成 23 年２月、厚生労働省は、企業・団体に健康寿命を延ばすためのス

マートライフプロジェクトを呼びかけた。また平成 26 年からは、従来の「運動」、「食

生活」、「禁煙」の３分野を中心とした具体的なアクションの他、健診・検診の「受診」

を新たなテーマに加え、更なる健康寿命の延伸を、プロジェクトに参画する企業・団

体・自治体と協力・連携しながら推進している。 

権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や、認知症高齢者、障がい者

のニーズ表明を支援し代弁することで、一人ひとりの権利を守ること。 

高額介護サービス費 

介護サービス利用料の自己負担額（月額）が一定額を超えたときに、超過分を保険

から支給する制度。 

高齢化率 

高齢者人口（65 歳以上人口）が総人口に占める割合をいう。 
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国勢調査 

人口の静態統計を把握するために５年ごとに行われる調査。調査対象は全国民、全

世帯であり、調査事項は世帯および世帯員に関する様々な事項からなる。全数調査の

代表的な例である。 

 

 さ行  

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」の改正（平成 23年 10 月施行）により、

従来の高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の各

制度の代わりに創設された制度。バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、

高齢者を支援するサービスを提供する住宅であり、一定の基準を満たした賃貸住宅や

有料老人ホームが、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県知事の登録を受ける

ことができる。 

在宅医療 

ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくための、居宅などにおい

て提供される訪問診療などの医療。 

在宅医療・介護連携 

高齢者の増加により、医療や介護サービスの需要が益々増えていくことが見込まれ

ており、高齢者が住み慣れた場所で生活していくためには、急性期の医療から在宅医

療・介護までの一連のサービスが心身の状態にあわせて適切に確保され、さらに、緊

急時の医療機関の受入れや、入院から在宅へ円滑に移ることができる体制整備が求め

られている。このため、医療関係者や介護関係者、地域での支援者などが互いの情報

を交換するなどの連携を推進していくのはもとより、生活支援や疾病予防・介護予防

などとも連携し、医療が必要になったとしてもできるだけ在宅で暮らすことができる

環境整備を進めていくことをいう。 

作業療法士 

身体又は精神に障がいのある人等に対して、積極的な生活を送る能力の獲得を図る

ため、種々の作業活動を用いての治療や訓練活動、指導等により作業療法を専門的に

行う医学的リハビリテーション技術者。 
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施設サービス 

要援護者が施設に入所して受けるサービス。施設の種類は、老人福祉法の養護老人

ホーム、特別養護老人ホームおよび軽費老人ホームおよび、介護保険法の介護老人福

祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設および介護療養型医療施設、介護医

療院により提供されるサービスをいう。 

社会福祉士 

社会福祉士および介護福祉士法によって定められた国家資格。登録を受け、社会福

祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって身体的、精神的な障がいや環境

上の理由で日常生活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

援助を行うことを業とする人をいう。資格取得のためには、受験資格を持つ人が社会

福祉士国家試験に合格する必要がある。 

住宅改修、介護予防住宅改修 

手すりの取り付け、段差の解消、すべり防止及び移動の円滑化等のための床、又は

通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便座等への便器の取替え、その

他これらに付帯して必要となる住宅改修を行った時は、住宅改修費用の一部を支給す

るサービス。 

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

居宅の要介護者等について、小規模な住居型の施設で通いを中心としながら訪問、

短期の宿泊などを組み合わせて入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活での支援及び

機能訓練を行うサービス。 

食育 

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、「食」を生み出す「農」の重要

性を認識しながら、健全な食生活を実践することができる人を育てる取組をいう。 

自立支援 

障がい者施策や高齢者施策で用いられる自立支援とは、介護が必要な人であっても、

自らの意志によって、自らの人生を選択・決定し、社会の一員として主体的に生きて

いくための支援をいう。従来使用されていた「福祉」という用語は、公的機関が生活

に困っている人に対し「与える」というニュアンスが感じられたが、「自立支援」は当

事者の意志を尊重し、その自立を支援するという前向きな考え方といえる。 

シルバー人材センター 

市内に居住する定年退職者などの高年齢者を会員として、その希望に応じた臨時

的・短期的な就業の機会を確保、提供することを目的として設立された都道府県知事

の指定する公益法人。シルバー人材センターは、厚生労働大臣に届け出て、職業紹介

事業を行うことができることとされている。 
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生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員） 

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・発掘など地域資源の開発や地域ニーズと地域資源のマ

ッチングを行う者。 

第１層コーディネーターは松原市内全域を活動範囲とし、第２層コーディネーター

は各日常生活圏域での活動を基本とする。 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がい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を代理して

契約を行ったり、同意なく結んだ不利益な契約を取り消したりなどの保護や支援を行

う民法の制度。制度の利用には、家庭裁判所に本人、配偶者、四親等内の親族が申立

てを行うことになる。なお、身寄りのない人の場合、市町村長に申立権が付与されて

いる。  

 

 た行  

団塊の世代 

戦後復興期の 1947（昭和 22）年から 1949（昭和 24）年の第一次ベビーブー

ムないしその前後に生まれた世代を指す言葉。 

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等に短期入所し、施設において、入浴、排せつ、食事等の介護

など日常生活での支援や機能訓練を行うサービス。 

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、施設において、看護、医

学的管理のもとにおける介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行

うサービス。 

第１号被保険者・第２号被保険者 

介護保険では、第 1 号被保険者は 65歳以上、第 2 号被保険者は 40 歳以上 65 歳

未満の医療保険加入者のことをいう。第１号被保険者は、原因を問わず、要介護認定

を受けた場合は介護保険のサービスを利用できるのに対し、第 2号被保険者は、サー

ビス利用が特定の疾病による場合に限定される。  

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、『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしといきがい、地域をともに

創っていく社会のこと。 
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地域ケア会議 

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て

いく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。具体的には、地域包括支援センタ

ーなどが主催し、医療、介護などの多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図る

とともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高めるこ

とや個別ケースの課題分析などを積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確

化すること、共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介

護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる。 

地域支援事業 

被保険者が要介護状態または要支援状態と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。 

地域福祉 

社会福祉法においては、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者および

社会福祉に関する活動を行う者が、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住

民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆ

る分野の活動に参加する機会が与えられる」こととしている。 

地域包括ケアシステム 

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圏域で適切に提供できるような地域の体制のこと。  

地域包括支援センター 

公正・中立な立場から、地域における高齢者の①総合相談・支援、②権利擁護、③

介護予防ケアマネジメント、④包括的・継続的ケアマネジメント支援を担う中核機関

のこと。 

地域密着型サービス 

介護保険法に定める「地域密着型サービス」とは、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、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および地域密着型通所介護をい

う。地域密着型サービスの指定および介護報酬の決定は、保険者である市町村が行う。 

地域密着型通所介護 

地域密着型サービスの一つで、日中、利用定員 19 人未満の小規模の老人デイサー

ビスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や
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生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、

利用者の家族負担の軽減を図る。 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型サービスの一つで、入居定員 29 人以下の介護専用型有料老人ホームな

どにおいて受ける介護サービスをいう。要支援認定者は利用することができない。 

通所介護 

デイサービスセンター等に通い、施設において、入浴、食事の提供など日常生活で

の支援や機能訓練を行うサービス。なお、介護予防通所介護は平成２９年４月より介

護予防・日常生活支援総合事業に移行。 

通所リハビリテーション、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、診療所に通い、施設において心身の機能の維持回復を図

り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを行うサービス。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

平成 24 年 4月より新たに創設されたサービスで、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が密接に連携

しながら、短時間の定期巡回訪問と随時の対応を行うサービス。 

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム、軽費老人ホームに入居している要介護者等について、その施設が

提供するサービスの内容、担当者などを定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、

食事等の介護、その他の日常生活での支援、機能訓練、療養上の世話を行うサービス。 

特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具購入 

福祉用具のうち、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡

易浴槽、移動用リフトのつり具の部分を購入した際に、福祉用具の購入費の一部を支

給するサービス。 

 

 な行  

日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるように、

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状況などを総合的に勘案し、地域の特性に応じて市町村内を区分

したもの。  

認知症 

脳の器質的な変化により、いったん獲得された知能が持続的に低下することで、日
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常生活や社会生活に支障が生じる状態をいう。認知症には、アルツハイマー型認知症

や、脳梗塞・脳出血などが原因でおこる脳血管性認知症などがあり、65 歳未満で発

症した場合は若年性認知症という。 

認知症ケアパス 

認知症の人の生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どの様な医療・介護

サービスを受ければよいのか、具体的な機関名やケア内容等が、あらかじめ、認知症

の人とその家族に提示されるようにするもの。 

認知症サポーター 

認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族に対し、見守り、声かけ、手

助けをするなど、温かく見守る応援者のこと。  

認知症初期集中支援チーム 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で

暮らし続けられるために、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目

的とする地域支援事業であり、地域包括支援センターの職員などの複数の専門職が家

族の訴えなどにより認知症が疑われる人や認知症の人およ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ヶ月）に行い、

自立生活のサポートを行うチームをいう。 

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 

認知症の状態にある要介護者等について共同生活を営むべき住居において、入浴、

排せつ、食事の介護や日常生活での支援及び機能訓練を行うサービス。 

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

居宅の要介護者等であって、認知症である方について、デイサービスセンター等に

通い、当該施設において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活での支援

及び機能訓練を行うサービス。  

認知症地域支援推進員 

認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関・介

護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人およびその家族を

支援するため相談業務等を行う者。  

 

 は行  

パブリックコメント 

市民意見提出手続。市民生活に広く影響を及ぼす市の基本的な施策等を策定する過

程において市民が意見を述べる機会を設け、市政への市民参加の促進を図るための制

度。 
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バリアフリー  

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去すると

いう意味で、もともとは建物内の段差の解消等物理的障壁の除去。また、より広く、

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

の除去をしようという考え方。  

避難行動要支援者 

平成 25 年６月に改正された災害対策基本法では、高齢者、障がいのある人、妊産

婦、乳児、その他防災上の観点において特に配慮を要する者（要配慮者）のうち、災

害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者

であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するものを「避

難行動要支援者」ということとされた。 

被保険者 

保険に加入している本人をいう。介護保険制度においては、①市町村の区域内に住

所を有する 65 歳以上の人（第１号被保険者）、②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（第２号被保険者）を被保険者としている。 

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

福祉用具のうち、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止

用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知

機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を貸与するサービス。 

フレイル 

加齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が低下し、生活機能障害、要介護

状態などの危険性が高い状態。 

訪問介護 

介護福祉士、ホームヘルパーなどが居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護

や、その他の日常生活での支援を行うサービス。なお、介護予防訪問介護は平成２９

年４月より介護予防・日常生活支援総合事業に移行。 

訪問看護、介護予防訪問看護 

看護師、保健師、准看護師、理学療法士又は作業療法士若しくは言語聴覚士が居宅

を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービス。 

訪問看護ステーション 

市町村や医療法人、社会福祉法人などが、数人の訪問専門看護師を置き、疾病、負

傷などによりねたきりの状態にある在宅の要援護者に対して定期的に訪問看護を行う

拠点をいう。看護師のほかに、リハビリを担当する理学療法士や作業療法士が訪問す

ることもできる。 
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訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービス。 

訪問リハビリテーション 

居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学

療法、作業療法、言語訓練、その他必要なリハビリテーションを行うサービス。 

ホームヘルパー 

福祉の援助を必要とする高齢者や障がい者のもとに派遣され、家事・介護を行う人

のことで、訪問介護員とも言う。 

保険者 

保険事業を行う主体をいう。介護保険の保険者は、市町村（特別区を含む）と規定

されている。保険者としての役割は、被保険者の管理、要介護認定、保険給付の支払

事務、サービス基盤整備を推進するための市町村介護保険事業計画の策定、介護保険

特別会計の設置・運営、普通徴収による保険料の徴収などがある。 

保険料 

保険加入者（被保険者）が保険者に支払う代金。市町村が徴収すべき介護保険事業

に要する保険料は、公費負担分と第２号被保険者が負担すべき保険料を除いた第１号

被保険者分である。第２号被保険者については、医療保険の保険料と一括徴収される。

また、第１号被保険者と第２号被保険者の保険料の負担割合は、全国平均の１人当た

りの保険料が同じ水準となるよう設定されている。第１号被保険者の保険料の徴収方

法は、年金からの特別徴収（天引き）と市町村が直接徴収する普通徴収の方法がある。 

 

 ま行  

民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法に基づき、社会奉仕の精神を持って、住民の立場に立って

相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市

町村の区域に配置されている民間の奉仕者。また、民生委員は、児童福祉法に基づき、

児童委員を兼務。 

 

 や行  

薬剤師 

薬剤師国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けて調剤、医薬品の供給その他薬

事衛生をつかさどることを業務とする人をいう。 

有料老人ホーム 

高齢者を入居させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的

とする施設であって、老人福祉施設でないものをいう。特別養護老人ホームなどの入
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所要件に該当しない高齢者や、自らの選択によりその多様なニーズを満たそうとする

高齢者を対象とする民間の経営による入所施設。老人福祉法上の老人福祉施設ではな

いため、公的な建設助成はなく、規制もゆるやかである。介護保険法では、有料老人

ホームに入所している要支援・要介護認定者は、居宅サービスなどが受けられる。ま

た、有料老人ホームが、介護保険法に規定する従業員、設備および運営に関する基準

を満たせば、特定施設入居者生活介護などを行う指定居宅サービス事業者などの指定

を受けることができる。 

要介護者 

介護が必要な状態にある65歳以上の人及び介護が必要な状態にある40歳以上65

歳未満の人であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障がいが加

齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定める特定疾病によって

生じたものであるもの。 

要介護状態 

身体上または精神上の障がいがあるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活にお

ける基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継

続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じ

て要介護状態区分（要介護 1～5）のいずれかに該当すること。  

要介護認定 

介護が必要な状態であるかどうか、どの程度介護を必要とするかどうかを、市町村

等が介護認定審査会で客観的に評価するもの。要介護認定は、要支援 1・2、要介護

1～5、非該当のいずれかに分類される。 

養護老人ホーム 

環境上の理由や経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な 65 歳

以上の人を対象にした入所施設。 

要支援者 

要支援状態にある 65 歳以上の人、及び要支援状態にある 40 歳以上 65 歳未満の

人であって、その要支援状態の原因である身体上または精神上の障がいが政令で定め

る特定疾病によって生じたものであるもの。 

 

 ら行  

理学療法士 

身体に障がいがある人に対して、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、

治療体操等の運動や電気刺激、マッサージ、温熱等による理学療法を専門的に行う医

学的リハビリテーション技術者。 
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リハビリテーション 

障がい者や事故・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。  

老人クラブ 

６０歳以上の高齢者で組織され、会員相互の親睦を深めるとともに、社会奉仕など

の社会参加により、生きがいを高めようとする高齢者による自主的な組織。ペタンク、

歌、踊り、地域奉仕、地域交流などの活動が行われている。 

老人福祉法 

老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の

保持および生活の安定のために必要な措置を行うことにより、老人の福祉を図ること

を目的とする法律。市町村は、要援護高齢者がやむを得ない事由により、介護保険法

に規定するサービスを利用することが著しく困難であると認めるときは、居宅におけ

る介護、特別養護老人ホームへの入所などの措置を採ることができるとされている。

さらに、養護老人ホームへの入所措置、老人健康保持事業の実施などが定められ、都

道府県および市町村に老人福祉計画の策定を義務づけている。 
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