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資料編資料編資料編資料編    

津山市高齢者保健福祉津山市高齢者保健福祉津山市高齢者保健福祉津山市高齢者保健福祉・・・・介護保険事業運営協議会開催状況介護保険事業運営協議会開催状況介護保険事業運営協議会開催状況介護保険事業運営協議会開催状況    

開開開開    催催催催    日日日日    審審審審    議議議議    内内内内    容容容容    

平成平成平成平成 29292929 年年年年 7777 月月月月 31313131 日日日日    

（（（（    第第第第    1111    回回回回    ））））    

・保健事業の実施状況について（事業報告）・保健事業の実施状況について（事業報告）・保健事業の実施状況について（事業報告）・保健事業の実施状況について（事業報告）    

・高齢者福祉事業の実施状況について（事業報告）・高齢者福祉事業の実施状況について（事業報告）・高齢者福祉事業の実施状況について（事業報告）・高齢者福祉事業の実施状況について（事業報告）    

・地域支援事業の実施状況について（事業報告）・地域支援事業の実施状況について（事業報告）・地域支援事業の実施状況について（事業報告）・地域支援事業の実施状況について（事業報告）    

・介護保険事業の実施状況について（事業報告）・介護保険事業の実施状況について（事業報告）・介護保険事業の実施状況について（事業報告）・介護保険事業の実施状況について（事業報告）    

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について    

①計画策定スケジュールについて①計画策定スケジュールについて①計画策定スケジュールについて①計画策定スケジュールについて    

平成平成平成平成 29292929 年年年年 8888 月月月月 28282828 日日日日    

（（（（    第第第第    2222    回回回回    ）））） 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について    

①第７期計画策定のポイントについて①第７期計画策定のポイントについて①第７期計画策定のポイントについて①第７期計画策定のポイントについて    

②第６期計画の現状と課題について②第６期計画の現状と課題について②第６期計画の現状と課題について②第６期計画の現状と課題について    

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査の集・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査の集・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査の集・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査の集

計結果について計結果について計結果について計結果について    

    

平成平成平成平成 29292929 年年年年 11111111 月月月月 1111 日日日日    

（（（（    第第第第    3333    回回回回    ）））） 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）諮問・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）諮問・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）諮問・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）諮問    

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）について    

①「現状と課題」について①「現状と課題」について①「現状と課題」について①「現状と課題」について    

②「計画の取組」について②「計画の取組」について②「計画の取組」について②「計画の取組」について    

③「介護保険サービスの見込み」について③「介護保険サービスの見込み」について③「介護保険サービスの見込み」について③「介護保険サービスの見込み」について    

    

平成平成平成平成 29292929 年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日    

（（（（    第第第第    4444    回回回回    ）））） 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）について    

①素案の修正について①素案の修正について①素案の修正について①素案の修正について    

②介護保険料について②介護保険料について②介護保険料について②介護保険料について    

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）答申（案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）答申（案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）答申（案）について・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）答申（案）について    

    

    

平成平成平成平成 30303030 年年年年 3333 月月月月 29292929 日日日日    

（（（（    第第第第    5555    回回回回    ）））） 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に対するパブリック・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に対するパブリック・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に対するパブリック・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に対するパブリック

コメントの結果についてコメントの結果についてコメントの結果についてコメントの結果について    

・介護保険条例等の改正について・介護保険条例等の改正について・介護保険条例等の改正について・介護保険条例等の改正について    
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津山市高齢者保健福祉津山市高齢者保健福祉津山市高齢者保健福祉津山市高齢者保健福祉・・・・介護保険事業運営協議会委員名簿介護保険事業運営協議会委員名簿介護保険事業運営協議会委員名簿介護保険事業運営協議会委員名簿    

    

区区区区     分分分分    所所所所    属属属属    団団団団    体体体体    等等等等    氏氏氏氏     名名名名    備備備備     考考考考    

学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者    
美作大学教授美作大学教授美作大学教授美作大学教授    小 坂 田小 坂 田小 坂 田小 坂 田     稔稔稔稔    会会会会     長長長長    

元川崎医療短期大学教授元川崎医療短期大学教授元川崎医療短期大学教授元川崎医療短期大学教授    内田内田内田内田     富美富美富美富美 江江江江        

関係機関団体関係機関団体関係機関団体関係機関団体    

推薦推薦推薦推薦    

津山市社会福祉協議会津山市社会福祉協議会津山市社会福祉協議会津山市社会福祉協議会    小 山小 山小 山小 山     了了了了    副会副会副会副会 長長長長    

津山市連合町内会津山市連合町内会津山市連合町内会津山市連合町内会    上 高上 高上 高上 高     進進進進        

津山市民生児童委員連合協議会津山市民生児童委員連合協議会津山市民生児童委員連合協議会津山市民生児童委員連合協議会    髙 山髙 山髙 山髙 山     科科科科 子子子子        

津山市愛育委員連合会津山市愛育委員連合会津山市愛育委員連合会津山市愛育委員連合会    松 本松 本松 本松 本     静静静静 江江江江        

津山市老人クラブ連合会津山市老人クラブ連合会津山市老人クラブ連合会津山市老人クラブ連合会    佐々木佐々木佐々木佐々木     由由由由 惠惠惠惠        

津山市介護保険事業者連絡協議会津山市介護保険事業者連絡協議会津山市介護保険事業者連絡協議会津山市介護保険事業者連絡協議会    福 原福 原福 原福 原     文文文文 徳徳徳徳        

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    津山市医師会津山市医師会津山市医師会津山市医師会    薄 元薄 元薄 元薄 元     亮亮亮亮 二二二二        

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    津山歯科医師会津山歯科医師会津山歯科医師会津山歯科医師会    神 崎神 崎神 崎神 崎     保保保保 利利利利        

岡山県看護協会津山支部岡山県看護協会津山支部岡山県看護協会津山支部岡山県看護協会津山支部    勝 山勝 山勝 山勝 山     貞貞貞貞 子子子子        

岡山県介護支援専門員協会津山支部岡山県介護支援専門員協会津山支部岡山県介護支援専門員協会津山支部岡山県介護支援専門員協会津山支部    仁 木仁 木仁 木仁 木     潤潤潤潤        

被保険者代表被保険者代表被保険者代表被保険者代表    

加茂地区加茂地区加茂地区加茂地区    政 宗政 宗政 宗政 宗     純純純純 生生生生        

阿波地区阿波地区阿波地区阿波地区    小 椋小 椋小 椋小 椋     榮榮榮榮        

勝北地区勝北地区勝北地区勝北地区    菅 原菅 原菅 原菅 原     惠惠惠惠        

久米地区久米地区久米地区久米地区    久 宗久 宗久 宗久 宗     旬旬旬旬 子子子子        

一般公募一般公募一般公募一般公募    武 田武 田武 田武 田     久久久久 功功功功        

（※委嘱期間：平成（※委嘱期間：平成（※委嘱期間：平成（※委嘱期間：平成 28282828 年年年年 6666 月月月月 1111 日から平成日から平成日から平成日から平成 30303030 年年年年 5555 月月月月 31313131 日）日）日）日）    
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用語解説 

か行か行か行か行    

・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス    

介護認定の結果、要支援状態と判定された人が利用できるサービスで、介護予防訪問介

護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防

短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護

予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具購入費がある。 

 

・・・・介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設    

急性期の治療を終え、長期間にわたり療養が必要な方が、医学的管理の下に介護や機能

訓練を受けることのできる施設。 

 

・・・・介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設    

常に介護が必要で自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上必要な介護・機能訓練・

療養上の世話を受けることのできる施設。 

 

・・・・介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    

症状が安定している方が入所し、看護や介護リハビリを中心に受けることのできる施設。 

 

・・・・看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護（（（（複合型複合型複合型複合型サービスサービスサービスサービス））））    

小規模多機能型居宅介護と訪問看護等を組み合わせてサービスを行う。 

 

・・・・居宅居宅居宅居宅サービス・サービス・サービス・サービス・施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス    

介護認定の結果、要介護状態と判定された人が利用できるサービスで、居宅介護には訪

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、福祉用具貸与及び特定福祉用具購入費があり、施設サービスには介護老人福祉施

設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設サービスがある。 

 

・・・・居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導、、、、介護予防居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導    

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行う。 

 

・ケアマネジメント・ケアマネジメント・ケアマネジメント・ケアマネジメント    

個々の要援護者の生活状況に合わせて、要援護者のニーズを明らかにし、ニーズに合致

する社会資源についてのきめ細かいケアプランを作成し、これに基づいて実際にサービス

等の社会資源を提供していく仕組み。 
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・ゲートキーパー・ゲートキーパー・ゲートキーパー・ゲートキーパー    

身の回りに、うつで悩む人や元気が無くて困っている人などに気付き、支援する人。 

 

・・・・権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護センターセンターセンターセンター    

認知症や障害などにより、自分で十分な判断ができない人の権利や財産を守るため、権

利擁護の相談や成年後見制度の利用支援などを行う。 

 

さ行さ行さ行さ行    

・・・・自然体推計自然体推計自然体推計自然体推計    

現在の推移から算出した認定率や利用率の変化動向をもとに、その傾向が今後とも続く

という前提で認定率、利用率を算出した推計。 

 

・・・・小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護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介護予防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介護予防小規模多機能型居宅介護    

「通い」を中心に「訪問」、「宿泊」などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援

が受けられる。 

 

・・・・新新新新オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン    

「認知症施策推進５か年計画」（平成24年９月厚生労働省公表のオレンジプラン）を改

め、平成27年1月、新たに「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づ

くりに向けて～」（新オレンジプラン）が策定された。 

 

た行た行た行た行    

・・・・短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護、、、、介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所生活介護    

介護老人福祉施設等の福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練などが受け

られる。 

 

・・・・短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護、、、、介護予防短期入所療養介護介護予防短期入所療養介護介護予防短期入所療養介護介護予防短期入所療養介護    

老人保健施設や病院等に短期間入所し、医学的管理の下に日常生活の看護や機能訓練な

どが受けられる。 

 

・・・・地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター    

介護保険法にもとづき、高齢者の地域ケアの中核拠点として設置され、社会福祉士、保

健師、主任ケアマネジャーなどの専門職を配置し、高齢者や家族からの総合的な相談や、

虐待防止などの権利擁護、関係機関との連携調整などを行う機関。 

 

・・・・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介護老人福祉施設入所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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    

常に介護が必要な方を対象として、定員29人以下の小規模な施設で食事、入浴などの介

護や健康管理を受けられる。 
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・・・・地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス    

住み慣れた地域での生活を24時間体制で支えるという観点から、要支援・要介護認定者

の日常生活圏域内にサービス提供の拠点が確保されるべきサービスで、要支援状態の人が

利用できるサービスとしては、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型

居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護があり、要介護状態の人が利用できるサ

ービスとしては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、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及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護がある。 

 

・・・・地域密着型特定施設入居者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特定施設入居者生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護    

定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能

訓練が受けられる。 

 

・・・・通所介護通所介護通所介護通所介護、、、、介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護    

デイサービスセンター等の施設で、健康チェック、日常生活訓練、食事や入浴等のサー

ビスが受けられる。 

 

・・・・通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション    

老人保健施設や病院等で、機能訓練、食事や入浴等のサービスが受けられる。 

 

・・・・定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回・・・・随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護    

日中・夜間を通じて、短時間の定期巡回と随時の対応による訪問介護・訪問看護を行う。 

 

・・・・特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護、、、、介護予防特介護予防特介護予防特介護予防特定施設入居者生活介護定施設入居者生活介護定施設入居者生活介護定施設入居者生活介護    

有料老人ホーム、軽費老人ホーム等の入居者が利用する介護が対象となる。 

 

な行な行な行な行    

・・・・認知症認知症認知症認知症キャラバンメイトキャラバンメイトキャラバンメイトキャラバンメイト    

地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する「認知症サポーター」をつくる「認知症

サポーター養成講座」の講師役の人。 

 

・・・・認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護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介護予防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介護予防認知症対応型共同生活介護    

認知症の高齢者が共同で生活できる住居で食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受

けられる。 

    

・・・・認知症対応型通所介護認知症対応型通所介護認知症対応型通所介護認知症対応型通所介護・・・・介護予防認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型通所介護    

認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられる。 
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・ノルディックウォーク・ノルディックウォーク・ノルディックウォーク・ノルディックウォーク    

２本のポールを使って行う全身運動で、普通に歩くよりも効果的に体を動かすことがで

きる。 

 

は行は行は行は行    

・ハイリスク・ハイリスク・ハイリスク・ハイリスク者者者者    

肥満者、高血圧、高脂血症、家族歴等を有する人、血糖値の高い人。 

 

・・・・８０２０８０２０８０２０８０２０運動運動運動運動    

  平成元年より厚生省（当時）と日本歯科医師会が推進している「80歳になっても20本

以上自分の歯を保とう」という運動。 

 

・パブリックコメント・パブリックコメント・パブリックコメント・パブリックコメント    

行政の政策立案過程で市民の意見を募る制度。行政機関が実施しようとする政策につい

て、あらかじめ市民から意見を募り、それを意思決定に反映させることを目的に実施する。 

    

・バリアフリー・バリアフリー・バリアフリー・バリアフリー    

障害者が社会生活をしていくうえで障壁（バリア）となる段差などの物質的障壁や社会

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行うこと。 

 

・・・・福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与・・・・特定福祉用具購入費特定福祉用具購入費特定福祉用具購入費特定福祉用具購入費、、、、介護予防福祉用具貸与介護予防福祉用具貸与介護予防福祉用具貸与介護予防福祉用具貸与・・・・特定介護予防福祉用具購入特定介護予防福祉用具購入特定介護予防福祉用具購入特定介護予防福祉用具購入費費費費    

自立を支援するために歩行器等の福祉用具をレンタルすることができ、レンタルになじ

まない腰掛便座等については購入費（保険給付対象部分）が支給される。 

    

・・・・法法法法テラステラステラステラス（（（（日本司法支援日本司法支援日本司法支援日本司法支援センターセンターセンターセンター））））    

全国どこにいても誰もが法的トラブルを解決するために必要な情報やサービスを受けら

れる社会を目指して、平成18年4月10日、総合法律支援法に基づいて設立された。 

    

・・・・訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護、、、、介護予防訪問介護介護予防訪問介護介護予防訪問介護介護予防訪問介護    

ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活の介護や家事の援助等を行う。 

    

・・・・訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護、、、、介護予防訪問看介護予防訪問看介護予防訪問看介護予防訪問看護護護護 

医師の指示に基づいて看護師や保健師が家庭を訪問し、健康状態のチェックや療養の世

話を行う。 

    

・・・・訪問入浴介護訪問入浴介護訪問入浴介護訪問入浴介護、、、、介護予防訪問入浴介護介護予防訪問入浴介護介護予防訪問入浴介護介護予防訪問入浴介護    

移動可能な風呂や巡回入浴車が家庭を訪問し、家庭での入浴介助を行う。 
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・・・・訪問訪問訪問訪問リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション、、、、介護予防訪問介護予防訪問介護予防訪問介護予防訪問リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション    

医師の指示に基づいて作業療法士や理学療法士が家庭を訪問し、機能訓練を行う。 

    

や行や行や行や行    

・・・・夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護    

夜間に定期的にヘルパーが巡回する訪問介護に加えて、緊急時の対応を行う。 

    

わ行わ行わ行わ行    

・ワンストップ・ワンストップ・ワンストップ・ワンストップ機能機能機能機能    

一度の手続きで、必要とする手続きをすべて完了させられるようにする機能。 
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