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資資料料編編  
 

１ 高齢者保健福祉・介護保険用語集 

 

 用  語 解  説 

ア
行 

新しい総合事業 

要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていく

ため、予防給付の訪問介護及び通所介護について、全国一律の基準に基づく

サービスから、地域の実情に応じて、市町村が効果的かつ効率的に実施する

ことを目的とした事業のことです。既存の地域支援事業の介護予防事業を基

本として再編されており、平成 27 年度から平成 29 年度にかけて随時実施

されていきます。 

ＮＰＯ 

Non Profit Organization の省略形で「非営利組織」のことです。日本

では、環境や福祉などに非営利活動を行う市民団体、あるいは公益法人の一

部、ボランティア活動推進団体などを NPO と呼ぶことが一般的です。 

カ
行 

介護保険制度 

従来の税金を財源とした行政の措置を中心とする老人福祉制度と老人保

健制度を再編成し、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により社会全体

で介護を支える仕組みで、平成 12 年４月から始まりました。40 歳以上の

方全員が被保険者となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費

用の一部（原則 10%）を支払って介護サービスを利用することができます。 

介護予防 

元気な人も支援や介護が必要な人も生活機能の低下や重度化をできるだ

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あった健康づくりを行うことを指します。 

介護予防ケアマネ

ジメント 

予防給付や地域支援事業を適切に利用できるように行うケアマネジメン

トです。地域包括支援センターの保健師が中心となって行います。これまで

以上に改善の可能性をきちんと評価し、本人の意欲を高め、できることを増

やしていく積極的なマネジメントです。 

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の複数のサービスを組み合わせた看

護小規模多機能型居宅介護事業所を創設し、看護と介護サービスの一体的

な提供により医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図るためのサー

ビスです。 

ケアハウス 

身体機能が低下し、独立して生活することに不安がある高齢者が入居する

施設です。介護保険の「特定施設入居者生活介護」に指定されたケアハウス

では、ケアハウスで行われる日常生活の世話等のサービスも介護サービスと

して扱われます。 

ケアプラン 
要介護認定を受けた被保険者に対して、介護サービスの提供を受けるため

に作成される、介護サービス計画のことをいいます。 
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 用  語 解  説 

カ
行 ケアマネジャー 

（介護支援専門員） 

要介護認定を受けた利用者に合わせた各種介護サービスを組み合わせ、ケ

アプランを作成する専門職のことです。また、利用者がスムーズに介護サー

ビスを利用できるよう、ケアマネジメントを行います。 

高額医療合算介護

サービス費（介護予

防高額医療合算介

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

給されます。 

高額介護サービス

費（介護予防高額介

護サービス費） 

介護サービス利用者に対して、サービス費用の自己負担額が一定額以上に

なったときに、超過分が保険給付から支給されます。 

高齢化率 
高齢化率とは、総人口に占める 65 歳以上の高齢者人口の割合のことで

す。 

高齢社会 
総人口に占める 65 歳以上の高齢者人口の割合が７％を超えると高齢化

社会、14％を超えると高齢社会といわれています。 

サ
行 

サービス付き高齢者

向け住宅 

高齢者に安全な居住空間を確保し、介護や医療と連携したサービスを提供

する賃貸住宅のことです。2011 年（平成 23 年）に高齢者住まい法（高

齢者の居住の安定確保に関する法律）の改正により、サービス付き高齢者向

け住宅登録制度が創設され、これまであった三つの高齢者向け賃貸住宅（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）が

一本化されました。一般的な賃貸住宅よりも高齢者が住みやすく、借りやす

いことが特徴となっています。 

埼玉県福祉のまち

づくり条例 

高齢者、障がい者等が自らの意思で自由に移動し、社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加することができるよう、県民一人一人が社会連

帯の理念に基づいて福祉のまちづくりに取り組み、高齢者、障がい者等の日

常生活及び社会生活を制限している様々な障壁を取り除いていくことを目

的とした条例です。不特定多数の人が利用する建築物（病院、劇場、百貨店、

ホテル、飲食店、銀行など）や、公共交通機関の施設、公園、道路の新築、

新設、増築、改築にあたっては、条例の整備基準により行うこととされてい

ます。 

作業療法士 

医師の指示の下に、身体又は精神に障がいのある者、またはそれが予測さ

れる者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図

るため、手芸、工作その他の作業を行わせる者をいいます。 

社会福祉士 

専門的技術をもって、身体上もしくは精神上の障害がある方、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方の福祉に関する相談に応

じ、助言、指導その他の援助等を行います。地域包括支援センターに配置さ

れる３職種のうちの１つで、他の職種と協力しながら地域包括ケアの実践に

当たります。 
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 用  語 解  説 

サ
行 主任ケアマネジャー 

（主任介護支援専

門員） 

地域包括支援センターにおいて、地域でのケアマネジャーのネットワーク

の構築、主治医とケアマネジャーの連携、支援困難事例等への指導・助言な

どの「包括的・継続的マネジメント」を担うケアマネジャーです。一定年数

以上の実務経験と所定の研修などにより資格が与えられます。 

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す。「通い」を中心に、利用者の状態や希

望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するものです。 

審査支払手数料 

国民健康保険連合会に、介護サービス事業所から提出される介護給付費請

求書の審査及び支払業務を委託しています。その審査支払事務に対して支払

う手数料のことをいいます。 

生活習慣病 

食生活、運動不足、ストレス、喫煙、飲酒などの生活習慣の影響を受けて

発症したり、進行したりする病気の総称です。主な生活習慣病には、がん、

脳卒中、心臓病、糖尿病、高血圧症、高脂血症、骨粗しょう症などがありま

す。 

成年後見制度 

成年に達していても、病気や障がいにより十分な意思決定能力を持たない

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法律上の権利を制限し、後

見していく制度です。本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の３類

型があります。 

総給付費 
総給付費は、要介護認定者に対する介護給付費と要支援認定者に対する予

防給付費を合わせた給付費のことをいいます。 

タ
行 団塊の世代 

昭和 22～24 年（1947～49 年）ごろの第一次ベビーブーム時代に生

まれた世代を指します。他世代と比較して人数が多いところからこの呼び名

が付いています。 

地域支援事業費 

市町村が保険給付（介護給付・予防給付）とは別に、被保険者が要介護状

態になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだけ地域にお

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ものです。虚弱高齢

者等を対象として介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続

的なマネジメント機能などを強化するものです。 

地域包括ケアシス

テム 

高齢者が介護や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で安心

して自立した生活ができるよう、地域全体で支援していくシステムのことで

す。高齢者の居住環境を重視するとともに、日常生活圏域の範囲内で保健・

医療・福祉などの関係機関・施設が有機的に連携を図り、各分野のサービス

を効果的に提供できる環境を整備していくことを目指すものです。 
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 用  語 解  説 

タ
行 

地域包括支援セン

ター 

地域住民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医

療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。地域

包括支援センターでは、地域支援事業の包括的支援事業（①介護予防事業の

ケアマネジメント、②介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総

合的な相談・支援、③被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護

事業、④支援困難ケースの対応などケアマネジャーへの支援）を実施すると

ともに、町の指定を受けて指定介護予防支援事業者として予防給付のケアマ

ネジメントを行います。 

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

地域密着型サービスのひとつです。入所定員が 29 人以下の特別養護老人

ホームで、入所している要介護者に対して地域密着型施設サービス計画に基

づいて入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理及び療養上の世話などを提供するサービスです。 

地域密着型サービ

ス 

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅また

は、地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるの

が適当なサービス類型として、介護保険制度の改正に伴い創設されたもので

す。 

地域密着型通所介

護 

小規模型通所介護費の対象となる小規模な通所介護事業所（定員 18 人以

下）のことです。制度改正により、平成 28 年４月から市町村が指定・監督

する地域密着型サービスに新たに位置づけられることになりました。 

事業所の経営の安定性を図るとともに、柔軟な事業運営やサービスの質の

向上の観点から、通所介護（大規模型・通常規模型）事業所のサテライト事

業所に移行することや、小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所に移行

する選択肢を設けることとされています。 

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ひとつです。有料老人ホームなどの特定施設のう

ち、入居定員が 29 人以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者

が、サービスの内容や担当者などを定めた計画にもとづいて受ける入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療

養上の世話などのサービスです。 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

重度者をはじめとした要介護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、短時間の定期巡回型

訪問と随時の対応を行うサービスです。 

特定健康診査・ 

特定保健指導 

平成 20 年度から始まった生活習慣病予防のための健診・保健指導です。

特定健康診査(特定健診)は、メタボリックシンドロームに着目した健診で、

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る生活習慣病の予防効果が多く期待できるメタボリッ

クシンドロームとその予備群の方に対して生活習慣を見直すサポートを行

います。 
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 用  語 解  説 

特定入所者介護サ

ービス費（介護予防

特定入所者介護サ

ービス費） 

所得が一定額以下の要介護等認定者が施設サービスなどを利用した場合

の食費・居住費等の負担を軽減するために支給される介護給付のことをいい

ます。 

ナ
行 

二次予防対象者 

二次予防対象者把握事業により把握された、要支援ないし要介護状態にな

るおそれのある高齢者です。平成 23 年４月より「特定高齢者」から「二次

予防対象者」へと名称が変更されました。また、介護予防の対象となる一般

高齢者は「一次予防対象者」となりました。 

日常生活圏域 
地域密着型サービスの提供や地域包括支援センターなどの設置について

基本となる圏域です。 

認知症 
後天的な脳の器質的障がいにより、いったん正常に発達した知能が低下し

た状態をいいます。 

認知症対応型共同

生活介護 

地域密着型サービスのひとつです。認知症の要介護者が小規模で家庭的な

雰囲気の中で共同生活を行い、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話、機能訓練を受けるサービスです。 

認知症対応型通所

介護 

地域密着型サービスのひとつです。認知症の要介護者が老人デイサービス

センター等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話、機能訓練などのサービスです。 

ハ
行 

被保険者 

市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の方は、介護保険の第１号被保

険者となります。原因に関わらず、介護や支援が必要と認定されたときにサ

ービスを利用できます。 

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

は、介護保険の第２号被保険者となります。特定の疾病が原因で介護や支援

が必要と認定されたときのみサービスを利用できます。 

標準給付費 

標準給付費は、要介護認定者に対する介護給付費と要支援認定者に対する

予防給付費を合わせた総給付費、特定入所者介護サービス費(介護予防特定

入所者介護サービス費)、高額介護サービス費（介護予防高額介護サービス

費）、審査支払手数料を合算したものです。 

福祉サービス利用

援助事業 

（あんしんサポー

トねっと） 

認知症高齢者や障がいのある方が、判断能力が不十分なために権利が侵害

されることのないよう、ご本人や家族などからの生活上の悩みや困りごとに

対して、選任の相談員や弁護士、司法書士、社会保険労務士が専門的な立場

から問題点を整理し、解決に向けて支援する制度です。 

保険給付費見込額 

地域支援事業費を算出するために用いる保険給付費見込額とは、介護保険

事業計画に記載する総給付費、特定入所者介護サービス費(介護予防特定入

所者介護サービス費)、高額介護サービス費（介護予防高額介護サービス費）、

高額医療合算介護サービス費（介護予防高額医療合算介護サービス費）を合

算したものです。 
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 用  語 解  説 

マ
行 

民生委員 

民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣が委嘱し

ます。任期は３年で、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相

談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉増進に努めるものと定義

されており、その職務は、住民の生活状態の把握、要援助者の自立への相談・

助言・援助、社会福祉事業者または社会福祉活動者との密接な連携・活動支

援、福祉事務所その他の関係行政機関の業務への協力等とされています。 

ヤ
行 夜間対応型訪問介

護 

地域密着型サービスのひとつです。夜間を含め 24 時間安心して自宅で生

活できる体制を整備するため、夜間の定期的巡回による訪問介護と、通報に

よる随時対応の訪問介護を組み合わせ、包括的にサービス提供するもので

す。 

有料老人ホーム 

高齢者が入居し、入浴・排せつ・食事の介護、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をいいます。

介護付き、住宅型、健康型があります。 

ユニバーサルデザ

イン 

障がいの部位や程度によりもたらされるバリア（障壁）に対処するのがバ

リアフリーデザインであるのに対し、ユニバーサルデザインは障がいの有

無、年齢、性別、国籍、人種等にかかわらず多様な人々が気持ちよく使える

ように、あらかじめ都市や生活環境を計画する考え方です。 

要介護状態 

要介護状態とは、身体的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、６

ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると認められる状態で、要介護状態区

分のいずれかに該当するものをいいます。 

要介護状態区分 

要介護状態区分は、その介護の必要の程度に応じて次の５つの区分に分け

られます。 ①要介護１（部分的介護を要する） ②要介護２（軽度の介護

を要する） ③要介護３（中等度の介護を要する） ④要介護４（重度の介

護を要する） ⑤要介護５（最重度の介護を要する） 

要介護認定 
介護給付を受けようとする被保険者が、要介護者に該当すること、及びそ

の該当する要介護状態区分について受ける市町村の認定をいいます。 

養護老人ホーム 
身体的・精神的・経済的理由等により、在宅において養護・介護を受ける

ことが困難な、原則 65 歳以上の高齢者を対象にした入所施設をいいます。 

要支援状態 

いつも介護が必要な状態ではないが、その軽減や悪化防止に役立つ支援を

必要とする状態、あるいは日常生活を営むのに支援が必要な状態にあると認

められる状態をいいます。 

要支援認定 
予防給付を受けようとする被保険者が、要支援者に該当すること、及びそ

の該当する要支援状態区分について受ける市町村の認定をいいます。 
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 用  語 解  説 

ラ
行 

理学療法士 

加齢による身体機能の低下、交通事故などにより発生した身体機能障が

い、脳卒中での半身不随など、様々な身体的な障がいを持つ人に対して、リ

ハビリテーション医（時に歯科医師）の指示の下、その基本的動作能力の回

復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、運動療法、

温熱その他の物理的手段を加える者をいいます。 

ロコモティブシン

ドローム 

「運動器の障害」により「要介護になる」リスクの高い状態になることで

す。メタボリックシンドロームや認知症と並び、健康寿命の短縮、ねたきり

や要介護状態の３大要因のひとつになっています。 
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２ 策定の経過 

■平成 26 年度 

年 月 日 内   容 

平成 26年６月 23日（月） 第１回高齢者保健福祉計画策定委員会 

○平成 25 年度杉戸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

の進捗状況（実績報告）について 

○杉戸町高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画に係わ

るアンケート調査結果について 

６月 30日（月） 第１回高齢者保健福祉審議会 

○平成 25 年度杉戸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

の進捗状況（実績報告）について 

○杉戸町高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画に係わ

るアンケート調査結果について 

10 月 22日（水） 第２回高齢者保健福祉計画策定委員会 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の骨子案（１章～４章）に

ついて 

11 月５日（水） 第２回高齢者保健福祉審議会 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の骨子案（１章～４章）に

ついて 

11 月 18日（火） 第３回高齢者保健福祉計画策定委員会 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の骨子案の検討（第５章

「高齢者保健福祉サービス」）について 

11 月 25日（火） 第３回高齢者保健福祉審議会 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の骨子案の検討（第５章

「高齢者保健福祉サービス」）について 

12 月 10日（水） 第４回高齢者保健福祉計画策定委員会 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の骨子案の検討（第６章

「介護保険事業」）について 

12 月 17日（水） 第４回高齢者保健福祉審議会 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の骨子案の検討（第６章

「介護保険事業」）について 

平成 27年２月３日（火） 第５回高齢者保健福祉審議会 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の原案の最終確認につい

て 

○第６期杉戸町高齢者保健福祉計画の答申について 
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年 月 日 内   容 

２月５日（木） 政策会議 

○杉戸町高齢者保健福祉計画（第６期介護保険事業計画）の策

定について 

３月 31日（火） 町長決裁 

○杉戸町高齢者保健福祉計画（第６期介護保険事業計画）の策

定について（決定） 
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３ 杉戸町高齢者保健福祉審議会条例 

平成 13年 3月 23 日 

条 例 第 1 1 号 

（目的） 

第 1 条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 138 条の 4 第 3 項の規定に基

づき、杉戸町高齢者保健福祉審議会（以下「審議会」という。）の設置、組織及び運営に関す

る事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第 2 条 高齢者政策の円滑な推進を図るため審議会を置く。 

（所掌事項） 

第 3 条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。 

（1） 高齢者保健福祉及び介護保険事業計画の検討に関すること。 

（2） 高齢者に対する保健及び福祉サービスの施策の実施及び評価に関すること。 

（3） その他高齢者政策の調整及び総合化の検討に関すること。 

（組織） 

第 4条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員 15人以内をもって組織する。 

（1） 福祉及び保健医療関係団体を代表する者 

（2） 事業者を代表する者 

（3） 識見を有する者 

（4） 高齢者福祉に関心の高い者 

（任期） 

第 5 条 審議会の委員の任期は、3 年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 6 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、審議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第 7 条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。 

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ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。 

（庶務） 

第 8 条 審議会の庶務は、高齢介護課において処理する。 

（委任） 

第 9 条 この条例の定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 13 年 4月 1 日から施行する。 

（任期） 

2 平成15年3月31日以前に委嘱される審議会の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、

同日までとする。 

（杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

3 杉戸町の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 35年杉戸町条

例第 13号）の一部を次のように改正する。 

以下略。 
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４ 杉戸町高齢者保健福祉審議会委員 

 

区分 所属・職名等 氏名 備考 

１号委員（５名） 

（福祉及び保健医療関

係団体を代表する者） 

杉戸町医師会 宮城 淳  

杉戸町歯科医師会 黒川 竜太郎  

杉戸町薬剤師会 黒部 真紀  

杉戸町社会福祉協議会 小川 裕子  

杉戸町民生児童委員協議会 鈴木 義雄  

２号委員（４名） 

（事業者を代表する者） 

居宅サービス事業者 木村 裕子  

施設サービス事業者 加藤 みち子  

居宅介護支援事業者 戸嶋 靖浩  

地域密着型サービス事業者 栗原 和寛  

３号委員（３名） 

（識見を有する者） 

福祉に精通する者 仁部 前明 副会長 

杉戸町老人クラブ連合会 岡田 勲 会 長 

杉戸町赤十字奉仕団 長岡 朝子  

４号委員（３名） 

（高齢者福祉に関心の

高い者・公募） 

公募 伊達 光政  

公募 増田 貞男  

公募 大坪 安吉  
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５ 諮問書 

杉  第  ５６３０  号 

平成２6 年１２月１７日 

 

杉戸町高齢者保健福祉審議会 

会長  岡田 勲 様 

 

杉戸町長 古 谷 松 雄 

 

杉戸町高齢者保健福祉計画（第６期介護保険事業計画）に係る諮問について 

 

 標記の件について、別紙のとおり諮問いたしますので、ご審議いただきたくよろしくお願いい

たします。 

 

別 紙 

 

 

杉戸町高齢者保健福祉計画（第 6 期介護保険事業計画） 

（原案） 

 

 

第１章 計画の基本的事項 

第２章 第 6 期介護保険事業計画の方向性 

第３章 杉戸町の高齢者をめぐる現況と課題 

第４章 基本理念と基本方針 

第５章 高齢者保健福祉サービス 

第６章 介護保険事業 

第７章 計画推進のために 
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６ 答申書 

 

平成２７年２月３日 

 

杉戸町長  古谷 松雄 様 

 

杉戸町高齢者保健福祉審議会     

会  長   岡 田  勲      

 

杉戸町高齢者保健福祉計画（第６期介護保険事業計画）原案について（答申） 

 

平成２６年１２月１７日付杉第５６３０号で諮問のあった、杉戸町高齢者保健福祉計画（第６

期介護保険事業計画）の原案について、慎重に審議を重ねた結果、概ね妥当であると認める。 

 なお、計画推進にあたっては下記の事項に留意のうえ、鋭意努力されるよう期待する。 

 

記 

 

（総括） 

１ 本計画において、平成３７年に向けて、医療・介護の連携、認知症施策、高齢者の居住に係

る施策との連携、及び生活支援サービスなどの地域包括ケアシステムの実現に必要な取組をよ

り一層発展させていく必要があり、計画目標の実現に向けて最大限の努力を図られたい。 

 

２ 本町の財政状況が厳しい中で、高齢化によるサービス利用の増加や認知症高齢者等の急増な

どにより、事業展開に当っては困難な状況が想定されるが、高齢者等が必要とするサービスを

持続的に提供し、安心して住み続けられる地域・まちづくりに努められたい。 

 

３ 本計画の実効性を高めるため、毎年、計画の進行管理に努めるとともに、進捗状況等につい

て当審議会に報告されたい。 

 

（高齢者保健福祉計画） 

１ 健康づくりと介護予防の充実について 

  高齢者の健康づくりにあたっては、各種健康診査等をふまえ実態を把握するとともに効果的

かつ計画的に健康づくりに取組み、健康保持の推進に努められたい。 

 

２ 在宅生活支援の充実について 

在宅生活を継続していくためには、家族や地域住民をはじめとする関係者の連携が不可欠で

あることから、地域の実態把握等に努め、相互の連携のもと、高齢者の状況に応じた細かなサ

ービスが提供できるよう、引き続き、支援体制の整備に努められたい。 
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３ 保健・福祉施設の確保・活用について 

高齢者のニーズや時代に即した事業展開を図り、事業を充実させることに努められたい。 

 

４ 地域みんなで支え合い・交流のある社会づくりへの支援について 

高齢者の社会参加を促進するため、シニアサロン事業の推進に努められたい。 

また、行政、社会福祉協議会、行政区、自治会等、民生委員、ボランティア等が一体となっ

て地域福祉の増進に努められたい。 

 

５ 高齢者にやさしいまちづくりの推進について 

  高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らせるよう、高齢者にやさしい居住

環境等の整備に努められたい。 

また、要援護者あんしん見守りネットワークのより一層の拡充に努められたい。 

 

（介護保険事業計画） 

１ 要介護認定について 

  介護サービスが速やかに受けられるよう、要支援・要介護認定事務の充実を図るとともに、

引き続き、適正な認定に努められたい。 

 

２ 介護給付サービスと予防給付サービスの確保について 

介護サービスについては、事業所のサービス内容の質の向上を図るとともに、適正な介護サ

ービスの確保に努められたい。 

また、高齢者ができる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けながら、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社会の実現に努められたい。 

また、在宅生活が困難な高齢者のため、セーフティネットとしての施設整備の推進を図られ

たい。 

 

３ 地域支援事業について 

本格的な高齢社会の到来を踏まえ、高齢者が健康でいきいきとした生活を送ることができる

よう、実態を把握し、より一層の事業の推進を図られたい。 

また、新しい介護予防・日常生活支援総合事業については、これまで取組んできた介護予防

事業の実績をもとに、さらに発展・充実させていくよう重点的に取組むことを望む。 

 

４ 介護保険料について 

  保険料の設定にあたっては、国が示した保険料段階及び負担率を鑑みながら、低所得者に配

慮した保険料率を設定するとともに、介護給付費準備基金を活用して保険料の上昇を抑制する

ことを望む。 

 



 

114 

７ 杉戸町高齢者保健福祉計画策定委員会設置規程 

 

（設置） 

第１条 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（以下「計画」という。）の各種施策の実現を

確保するため、本計画に関係する課の職員で構成する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、次に掲げる事項を検討する。 

（１）計画の見直しに関すること。 

（２）その他、委員長が必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる職員をもって構成し、町長が任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、委員長は高齢介護課長、副委員長は政策財

政課長とする。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料

の提出を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、高齢介護課高齢者福祉担当とする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

   附 則 

 この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 
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杉戸町高齢者保健福祉計画策定委員 

 

役職名  氏名  備考  

高齢介護課長  武井 喜代美 委員長 

政策財政課長  門脇 利夫 副委員長 

総務課長  野口 浩之 
 

住民参加推進課長  荻原 勝典 
 

福祉課長  千把 幸夫 
 

都市施設整備課長  勅使川原 将吾 
 

建築課長  池川 幸一 
 

産業課長  鈴木 聡 
 

健康支援課長 大島 康夫 
 

教育総務課長  古谷 恒夫 
 

学校教育課長  麻生 雅彦 
 

社会教育課長  田原 和明 
 

社会福祉協議会事務局長  間宮 佐 
 

 

 


