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  委員会要綱 

常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 高齢者が住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らせるまちづくりを基本理念とした地

域包括ケアシステムの構築をめざし、常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（以下「計画」

という。）を策定するときは、常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会（以下「策

定委員会」という。）を設置する。 

２ 策定委員会は、計画の策定が終了したときは、廃止されるものとする。 

 （協議事項）  

第２条 策定委員会は、計画の策定に関する事項について協議する。 

（組織）  

第３条 策定委員会委員は、次に掲げる者をもって構成する。 

(１) 常滑市保健・福祉対策調整委員会介護保険部会（以下「介護保険部会」という。）の委員 

(２) 常滑市地域包括支援センター運営協議会の委員 

(３) 常滑市地域密着型サービス運営委員会の委員 

（委員長） 

第４条 策定委員会に委員長を置き、介護保険部会の部会長をあてる。 

２ 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

  （会議） 

第５条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員長は、策定委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求

め、説明又は意見を聴くことができる。 

（作業部会） 

第６条 計画を専門的に検討するため、策定委員会に作業部会を設ける。 

２ 作業部会の組織、委員等は策定委員会で定める。 

（庶務） 

第７条 策定委員会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に

諮って定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 29 年９月１日から施行する。 
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常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会作業部会設置要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱第６条の規

定により設ける常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会作業部会（以下「作業部

会という。」に関して、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（以下「計画」という。）を専門的に検討す

るため、作業部会を設置する。 

 （協議事項） 

第３条 作業部会は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 計画の策定手順に関すること。 

(２) 計画の内容に関すること。 

(３) その他計画の策定に関すること。 

（庶務） 

第４条 作業部会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。 

（委任） 

第５条 この要領に定めるもののほか、作業部会に関し必要な事項は、部会長が定める。 

 

   附 則 

この要領は、平成 29 年９月１日から施行する。 
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  委員名簿・策定経過 

 

○常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員名簿 

  構  成  委  員 所         属 氏    名 

1 医師団代表 医師団 伊藤 久史 

2 医師団代表 医師団 夏目 浩吉 

3 歯科医師会代表 歯科医師会 夏目 郁也 

4 薬剤師会代表 薬剤師会 福嶋  宏 

5 市社会福祉協議会会長 市社会福祉協議会会長 鈴木 俊道 

6 民生委員の代表者 民生児童委員連絡協議会会長  山 和弘 

7 介護保険サービス事業者 知多学園理事長 磯部  栄 

8 介護保険サービス事業者 ＪＡあいち知多介護保険課長 竹内 みどり 

9 介護保険被保険者 第１号被保険者 田淵 惠美子 

10 介護保険被保険者 第２号被保険者 北村 ひふ美 

11 ＮＰＯ代表者 あかり代表 西村 広美 

12 高齢者サポーター 多屋地区 藤井 敦子 

13 老人会代表 老人クラブ連合会会長 榊原 志郎 

14 学識経験者 国立長寿医療研究センター 研究室長 村田 千代栄 

15 介護保険サービス事業者 来光会理事 内藤 勇一 

16 その他関係事業者等 柔整師会等 相羽 昭二 

17 施設サービス代表 さざんかの丘施設長 竹内 淳一 

計 17 名 
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○常滑市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会作業部会名簿 

  構  成  委  員 所         属 氏    名 

1 ケアマネ部会 しろやま居宅介護支援事業所 中野 康文 

2 ケアマネ部会 しろやま居宅介護支援事業所 石井 則子 

3 ケアマネ部会 しろやま居宅介護支援事業所 中村 淑恵 

4 ケアマネ部会 しろやま居宅介護支援事業所 山路 寿美子 

5 ケアマネ部会 しろやま居宅介護支援事業所 石原 幸子 

6 ケアマネ部会 しろやま居宅介護支援事業所 新美 良重 

7 ケアマネ部会 ゴールドプランセンター 水落 美香 

8 ケアマネ部会 みんなのケアマネさん 松岡 栄里 

9 ケアマネ部会 みんなのケアマネさん 中村 由美子 

10 ケアマネ部会 ＪＡあいち知多居宅とこなめ 石原田 幸子 

11 ケアマネ部会 ＪＡあいち知多居宅とこなめ 妻神 佐代子 

12 ケアマネ部会 ＪＡあいち知多居宅とこなめ 竹内 里美 

13 ケアマネ部会 ＪＡあいち知多居宅とこなめ  原 容子 

14 ケアマネ部会 ＪＡあいち知多居宅とこなめ 西村 裕子 

15 ケアマネ部会 サンライフケア 南嶋 太一 

16 ケアマネ部会 サンライフケア 吉見 基起 

17 ケアマネ部会 鷹津内科居宅介護支援事業所 鷹津 八寿子 

18 ケアマネ部会 鷹津内科居宅介護支援事業所 青木 佐登美 

19 ケアマネ部会 鷹津内科居宅介護支援事業所 石川 友香 

20 ケアマネ部会 鷹津内科居宅介護支援事業所 越尾 朱美 

21 ケアマネ部会 鷹津内科居宅介護支援事業所 塚田 紀子 

22 ケアマネ部会 鷹津内科居宅介護支援事業所 埇田 恵 

23 ケアマネ部会 タキタシニアプラザ 角野 典子 

24 ケアマネ部会 タキタシニアプラザ 加藤 美保子 

25 ケアマネ部会 赤い屋根居宅介護支援センター 原口 奈保 

26 ケアマネ部会 赤い屋根居宅介護支援センター 上水流 左和 

27 ケアマネ部会 赤い屋根居宅介護支援センター 原田 真美 

28 ケアマネ部会 さざんかの丘指定居宅介護支援事業所 堀田 夏美 

29 ケアマネ部会 さざんかの丘指定居宅介護支援事業所 神原 純子 

30 ケアマネ部会 さざんかの丘指定居宅介護支援事業所 古庄 まみ 

31 ケアマネ部会 さざんかの丘指定居宅介護支援事業所 山下 真美 

32 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 廣瀬 貴史 
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  構  成  委  員 所         属 氏    名 

33 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 清田 充久 

34 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 山盛 くみ子 

35 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 杉本 瑞恵 

36 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 山内 光恵 

37 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 深世古 三千代 

38 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 青山 理江 

39 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 井上 正美 

40 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 三吉 喜美江 

41 ケアマネ部会 むらさき野苑居宅介護支援事業所 早川 友美 

42 ケアマネ部会 ケアプランセンターみのり 石原 善忠 

43 ケアマネ部会 NPO 法人あかり居宅介護支援事業所 濱田 和枝 

44 ケアマネ部会 NPO 法人あかり居宅介護支援事業所 小貝 和子 

45 ケアマネ部会 NPO 法人あかり居宅介護支援事業所 林 眞知子 

46 ケアマネ部会 ケアプランセンター南陵 細田 尚己 

47 ケアマネ部会 ケアプランセンター南陵 野崎 喜美代 

48 ケアマネ部会 ひだまりの郷とこなめ南陵 尾野 大輔 

49 ケアマネ部会 ケアプランサービス縁 服部 友美 

計 49 名 

 

 

 

〇事務局 

   

  所    属 役        職 氏    名 

1 福祉部 部長 竹内 洋一 

2 高齢介護課 課長 竹内 裕人 

3 高齢介護課 看護師長 原田 博子 

4 高齢介護課 課長補佐 堀内 康世 

5 高齢介護課 主査 山口 美佐 

6 高齢介護課 主査 明壁 英智 
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○計画策定の経緯 

第１回高齢者福祉計画・介護保

険事業計画策定委員会 

平成 29 年９月 21 日 

①高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（骨子案）

について 

※保健・福祉対策調整委員会介護保険部会、地域包括

支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営

委員会と合同開催 

第１回高齢者福祉計画・介護保

険事業計画策定委員会作業部会 

平成 29年 11 月 16 日 

①高齢者福祉計画・介護保険事業計画（骨子案）につ

いて 

②ケアマネジャー調査の結果について 

第２回高齢者福祉計画・介護保

険事業計画策定委員会作業部会 

平成 29年 12 月 12 日 

①高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）について 

第２回高齢者福祉計画・介護保

険事業計画策定委員会 

平成 29年 12 月 14 日 

①高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）に

ついて 

②介護保険料の段階設定及び基準額（案）について 

パブリックコメント 

平成 30 年１月 25 日～ 

     ２月 23 日 

①パブリックコメントの実施 

第３回高齢者福祉計画・介護保

険事業計画策定委員会 

平成 30 年３月 12 日 

①パブリックコメントの結果報告 

②高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）の

承認 

※保健・福祉対策調整委員会介護保険部会、地域包括

支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営

委員会と合同開催 
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  用語解説 

 

【ＩＣＴ】 

Information and Communication Technology の略。情報や通信に関する科学技術の

総称として使われる。医療、介護・福祉、教育などの公共分野での貢献が期待されている。 

【ＮＰＯ】 

Non Profit Organization の略。ボランティア団体や住民団体等、民間の営利を目的と

しない団体の総称として使われている。従来､これらの団体は、法人格をもたない任意団体

として活動していたが、特定非営利活動促進法（通称ＮＰＯ法）の制定により、「特定非営

利活動法人」という法人格を得ることができるようになった。 

【ＰＤＣＡサイクル】 

様々な分野・領域で品質改善や業務改善などに広く活用されている管理手法。「計画（Plan）」

「実行（Do）」「評価（Check）」「改善（Act）」の４つの活動を順に繰り返し実施していく

ことで、継続的に業務が改善されることが期待される。 

【運動器】 

骨・関節・筋肉・神経など身体を動かす組織・器官の総称をいう。 

【介護報酬】 

介護保険におけるサービスを提供した事業者に支払われる「費用単価」のこと。指定居宅

サービス・指定居宅介護支援・指定施設サービス等の区分及び地価や物価・人件費・離島な

ど特殊事情を勘案し、１級地～７級地・その他の８つの地域区分が設けられている。 

【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。具体的には、日頃から健康管理を行い高齢期にあった

健康づくり等を行うことをさす。 

【介護療養型医療施設】 

医療法に規定された、療養病床を有する病院、診療所において、その療養病床に入院する

要介護認定者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下に

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行うことを目的とする施設。平成

35（２０２３）年度末に廃止予定であり、介護老人保健施設等の施設へ転換することとな

っている。 
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【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】 

身体上又は精神上著しい障害があるため、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこ

れを受けることが困難な人（要介護認定者）を入所させ、施設サービス計画に基づいて、入

浴・排泄・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、療養上の世話を

行うことを目的とする施設。 

【介護老人保健施設】 

要介護認定者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護

及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的と

する施設。 

【ケアプラン（居宅(介護予防)サービス計画）】 

要介護（要支援）認定者の心身の状況、置かれている環境、本人・家族の希望等を勘案し

て、利用者の日常生活全般を支援する観点から、どのようなサービスをいつどのくらい利用

するかを書面にまとめたもの。原則、サービス提供を受ける前に作成される。ケアプラン作

成は、ケアマネジャー（介護支援専門員）による解決すべき課題把握（アセスメント）、サ

ービス担当者会議等での意見聴取、利用者・家族の同意等を経て行われ、作成後、定期的な

実施状況の把握（モニタリング）等により適宜見直される。なお、ケアプランは、利用者本

人が作成することも可能になっている。 

【ケアハウス】 

60 歳以上（夫婦のどちらかが 60 歳以上）で、かつ、身体機能の低下等が認められ又は

高齢等のため、独立して生活するには不安が認められる者で、家族による援助を受けること

が困難な者が低額な料金で利用できる施設。 

【ケアマネジャー（介護支援専門員）】 

介護保険法第７条第５項に規定された、要介護認定者等からの相談に応じて、その心身の

状況等により適切な居宅サービス及び施設サービス等を利用できるよう、市町村、居宅サー

ビス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う者。 

【権利擁護】 

社会福祉の分野において、自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に

代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うこと。 

【高額介護サービス費】 

所得などが一定額以下の介護サービス利用者に対して、サービス利用料の自己負担額が一

定額以上になったときは、超過分を保険給付から支給する制度。 
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【高齢者相談支援センター】 

地域住民の心身の健康保持や生活安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の

向上や福祉の増進を包括的に支援することを目的とした機関。市町村から介護予防支援事業

者としての指定を受け、要支援認定者に対する「介護予防サービス計画」（ケアプラン）の

作成等のケアマネジメントを行う。 

 また、総合相談支援業務（実態把握・相談対応等）、権利擁護業務（成年後見制度の活用

や高齢者虐待対応等）、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（地域の連携・協働体制

づくり等）、地域ケア会議の充実も行うこととされており、原則として、保健師、社会福祉

士、主任介護支援専門員の３職種を配置することとしている。 

【コーディネーター】 

複数の主体が関わる事業などが円滑に進むように、情報連携や業務の調整などを行い、つ

なぎ役をする人や機関。 

【社会福祉協議会】 

社会福祉法に位置づけられている、地域福祉の推進を図ることを目的とした民間団体。一

定の地域社会において、住民が主体となって､地域における社会福祉事業、その他の社会福

祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化を図る。通常、「社協」

と呼ばれている。 

【小規模多機能型居宅介護】 

居宅の要介護認定者等について、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者

の選択に基づき、居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、

入浴、排泄、食事等の介護、調理・洗濯等の家事、生活等に関する相談・助言等日常生活上

の世話及び機能訓練を行うこと。 

【シルバー人材センター】 

一定地域に居住する定年退職者等の高齢者を会員として、その希望に応じた臨時的・短期

的又は軽易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の指定する

公益法人。厚生労働大臣に届け出て、無料職業紹介事業や一般労働者派遣事業を行うことが

できる。 

【成年後見制度】 

認知症や知的障害、精神障害などのために判断能力が十分でない人が、地域で安心して生

活することができるよう支援する制度。介護保険サービスを利用する際の契約や不動産の売

買契約、財産の管理などの法律行為を、家庭裁判所などにより選任された後見人等が本人の

意思を尊重し、契約などの法律行為の同意や代行などを行う。 

【ソーシャルキャピタル】 

社会や地域における人々の信頼関係や結びつきを表す概念。 
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【第１号被保険者】 

65 歳以上の高齢者のこと。 

【第２号被保険者】 

40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者。 

【地域支援事業】 

市町村が実施主体となり、高齢者が要介護・要支援状態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

るよう支援するための事業。制度改正により、より幅広い事業を展開することとなっている。 

【地域密着型サービス】 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活できるよう支援するため、身近な市町村で提供

される介護サービス。 

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 

入所定員が 29 人以下の特別養護老人ホームに入所している要介護認定者に対して、当該

施設が地域密着型施設サービス計画に基づき行う、入浴、排泄、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。 

【特定入所者介護サービス費】 

所得が一定額以下の要介護（要支援）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。 

【認知症】 

「一旦正常に発達した知的機能が、後天的な脳の器質的な障害により持続的に低下し、日

常生活や社会生活が営めなくなっている状態」と定義されている。 

 具体的には、記憶の低下（忘れっぽくなる、先程のことを忘れる等）、認知障害（言葉の

やり取りが困難、場所の見当がつかない、手順をふむ作業が困難、お金の計算ができない、

判断のミス等）、生活の支障（今までの暮らしが困難、周りの人とのトラブル）等がある。

認知症の原因の多くは、アルツハイマー病と血管性認知症であるといわれており、その他に

も、レビー小体病、ピック病等の疾患がある。 

【認知症ケアパス】 

認知症の人の生活機能障害の進行に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・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を、あらかじめ認知症の人とその家

族に提示できるようにしたもの。市町村ごとに地域における標準的な認知症ケアパスを作成

することが求められている。 
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【認知症サポーター】 

認知症について正しく理解し、偏見をもたず、認知症の人やその家族の気持ちを理解し、

状況に応じた声かけや手助けを行う応援者。「認知症の理解」や「認知症サポーターの役割」

等について 60 分～90 分の講座を受講し、修了者にはサポーターの証となる「オレンジリ

ング」が交付される。 

【認知症初期集中支援チーム】 

複数の専門家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及びその家族を

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、集中的に行い、自立生活のサ

ポートを行うチームのこと。 

【認知症対応型通所介護】 

居宅の要介護認定者であって、認知症である人について、当該施設において入浴、排泄、

食事等の介護、生活等に関する相談・助言等日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと。 

【標準給付費】 

事業費総額から１割の利用者負担額等（一定以上所得者は２割負担）を差し引いた保険給

付の対象額。 

 介護給付・予防給付や特定入所者介護サービス費等給付額等の合計費用で、保険者の判断

による独自の給付分（居宅介護サービス費等の区分支給限度基準額や福祉用具購入費等の支

給限度基準額の上乗せ分、保険者の特別給付・保健福祉事業の分）等の費用は含まない。 

【フォーマル・インフォーマル】 

公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援はフォーマルサービス、それ以外の

支援はインフォーマルサービスに分類される。インフォーマルサービスの具体例としては、

家族、近隣、友人、民生委員、ボランティア、ＮＰＯなどが行う制度に基づかない援助など

が挙げられる。 

【福祉避難所】 

地震や豪雨、津波といった大きな災害が起こったときに、介護の必要な高齢者や障害者、

妊産婦、乳幼児、病人のうち、特別の配慮を必要とする人たちを一時受入れてケアする施設。

小学校等、通常の避難所での生活が困難な人たちのための避難所。 

 原則的に健常者は避難することができない。専門スタッフを配置した介護施設や学校を自

治体が指定することになっている。施設はバリアフリー化されていて援護が必要な人の利用

に適している施設でなければならない。 
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【民生児童委員】 

地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進

に努める人であり、「児童委員」を兼ねている。市区町村に設置された民生委員推薦会が推

薦した人を都道府県知事が厚生労働大臣に推薦し､厚生労働大臣から委嘱される。 

 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。一部の児童委員は児童に関す

ることを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けている。 

【養護老人ホーム】 

65 歳以上で、環境上の理由又は経済的理由により居宅における生活が困難な人が入所す

る施設。 

【有料老人ホーム】 

高齢者を入居させ、介護の提供、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれか

の供与を行う施設。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月 

発 行：常滑市 

編 集：福祉部高齢介護課 

〒479－8610 常滑市新開町 4 丁目 1 番地 

T E L：0569-47-6133 

E - m a i l：kaigo@city.tokoname.lg.jp 

U R L：http://www.city.tokoname.aichi.jp/ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


