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・策定の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

○ 本計画は、庁内及び社会福祉協議会の職員から成る亀山市高齢者福祉計画策

定調整会議で、現計画の成果及び問題点を客観的に分析するとともに、評価

及び見直しを行い、素案を検討しました。 

 

○ また、学識経験者、保健、医療及び福祉機関関係者、福祉関係団体の役職員、

介護保険被保険者、関係行政機関の職員等から成る亀山市高齢者福祉推進協

議会において、亀山市高齢者福祉計画策定調整会議から報告された素案を審

議しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本計画の策定にあたっては、構成市として広域連合の策定委員会等で第 7

期介護保険事業計画の策定に参画し、施策等の調整に関わり、本計画との整

合を行っています。 

 

○ また、高齢者福祉に関わるサービスのニーズを把握するため、広域連合が実

施した「高齢者介護に関する調査」の結果を参考にするとともに、市ホーム

ページ等で、素案に対するパブリックコメントを実施し、広く市民の意見を

聴取しました。 

  

市長 
（庁議） 

亀山市高齢者福祉計画策定調整会議 
（関係室長＋社会福祉協議会職員） 
・成果等の分析、評価及び見直し 

亀山市高齢者福祉推進協議会 
・計画素案の審議、提言 

※庶務は、健康福祉部（長寿健康づくり室） 
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・策定までの経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

年 月 日 内 容 

 

平成 29 年 2 月 

 

 

８月 29日 

 

 

 

 

     11 月 8 日 

 

 

 

12 月 22 日 

 

 

        27 日 

 

 

 

平成 30 年 1 月 10 日 

 

 

2５日 

 

 

 ２月 13日 

      ～３月 14 日 

 

 

 

 

 

広域連合による高齢者介護に関する調査実施 

 

 

第 1 回亀山市高齢者福祉計画策定調整会議 

・計画策定の概要とスケジュール等の説明 

・現計画の評価及び見直し、計画の骨子案作成 

 

 

第 1 回亀山市高齢者福祉推進協議会 

・骨子及び中間案の審議 

 

 

亀山市高齢者福祉計画策定調整会議ヒアリング 

・素案作成への意見聴取 

 

第 2 回亀山市高齢者福祉推進協議会 

・計画素案の審議 

 

 

第 2 回亀山市高齢者福祉計画策定調整会議 

・計画最終素案の作成 

 

第３回亀山市高齢者福祉推進協議会 

・計画最終素案の審議 

 

パブリックコメントの実施（３０日間） 
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・関係規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

亀山市高齢者福祉推進協議会要綱                      

 

 （設置）  

第１条 市における保健、医療、介護サービス等の社会的基盤が有機的に連携

し、高齢者が住み慣れた地域で生涯にわたって安心して暮らせるよう高齢者

福祉に関する施策の推進について協議するため、亀山市高齢者福祉推進協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、必要に応じて市長に提言

を行うものとする。 

（１）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８に規定する市町

村老人福祉計画として策定する亀山市高齢者福祉計画（以下「計画」とい

う。）の策定に関すること。 

（２）鈴鹿亀山地区広域連合が策定する介護保険事業計画との連携及び調整に

関すること。 

（３）その他設置目的を達成するために必要と認められること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）保健、医療及び福祉関係機関に属する者 

（３）福祉関係団体の役職員 

（４）介護保険被保険者 

（５）関係行政機関の職員 

（６）その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は１年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（調整会議） 

第７条 協議会は、計画の評価及び見直しに必要な検討を行うために、調整会

議を置くものとする。 
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（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、長寿健康づくり室において処理する。 

（雑則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が協議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２６年１０月２２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行後最初に行われる協議会の会議は、第６条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集する。 

（亀山市高齢者保健福祉計画検討委員会要綱の廃止） 

３ 亀山市高齢者保健福祉計画検討委員会要綱（平成１８年１月２０日施行）

は、廃止する。 

附 則(平成 28 年 3 月 31 日告示第 100 号) 

この告示は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。  
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亀山市高齢者福祉計画策定調整会議規程                   

 

（設置） 

第１条 亀山市高齢者福祉推進協議会設置要綱（平成 26 年亀山市告示第 166 

号）第７条の規定にする調整会議として、亀山市高齢者福祉計画策定調整会

議（以下「調整会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 調整会議は、亀山市高齢者福祉計画（以下「計画」という。）の成果及

び問題点を客観的に分析し、計画の評価及び見直しを行うため必要な検討を

行い、その結果を亀山市高齢者福祉推進協議会に報告するものとする。 

（組織） 

第３条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は長寿健康づくり室長を、委員は企画政策室長、危機管理室長、地域

づくり支援室長、保険年金室長、地域福祉室長、環境保全室長、廃棄物対策

室長、商工業振興室長、営繕住宅室長、医事管理室長、予防室長、生涯学習

室長及び亀山市社会福祉協議会の職員をもって充てる。 

（会長） 

第４条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

２ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 調整会議の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（懇談会の開催） 

第６条 調整会議は、老人福祉事業の量の目標及びその量の確保のための方策

を検討するため、必要に応じて関係者との懇談会を開催するものとする。 

（庶務） 

第７条 調整会議の庶務は、長寿健康づくり室において処理する。 

（雑則） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、

会長が調整会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２６年１０月２２日から施行する。 

（亀山市高齢者保健福祉計画検討幹事会規程の廃止） 

２ 亀山市高齢者保健福祉計画検討幹事会規程（平成１８年亀山市訓令第１号）

は、廃止する。 

附 則(平成 28 年 3 月 31 日訓令第 9 号) 

この訓令は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。  
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・委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

亀山市高齢者福祉推進協議会委員名簿                    

   （順不同敬称略） 

 
構成区分 氏   名 役 職 名 等 

会長 学識経験を有する者 菅原 秀次 

鈴鹿医療科学大学 

保健衛生学部医療福祉学科准

教授 

副会長 
保健、医療及び福祉

関係機関に属する者 
田中 英樹 亀山医師会 理事 

委員 
保健、医療及び福祉

関係機関に属する者 
林  隆俊 亀山歯科医師会 役員 

〃 
保健、医療及び福祉

関係機関に属する者 
楳谷 英一 亀山市社会福祉協議会 会長 

〃 福祉関係団体の役職員 小林 智子 
亀山市民生委員児童委員協議

会連合会 副会長 

〃 福祉関係団体の役職員 河村 好子 
亀山市老人クラブ連合会 副会

長 

〃 福祉関係団体の役職員 伊藤 英子 
社会福祉法人ケアフル亀山理事長 

（亀寿苑在宅介護支援センター） 

〃 福祉関係団体の役職員 野田 明美 
亀山市老人保健施設 施設長代行 

（亀山在宅介護支援センター） 

〃 福祉関係団体の役職員 大谷 嘉輝 
特別養護老人ホーム施設長 

（華旺寿在宅介護支援センター） 

〃 介護保険被保険者 山中 茂子 市民 

〃 関係行政機関の職員 伊藤 貴子 
鈴鹿亀山地区広域連合介護保

険給課付グループリーダー 

〃 関係行政機関の職員 佐久間 利夫 亀山市健康福祉部長 

〃 関係行政機関の職員 駒谷 みどり 亀山地域包括支援センター長 

〃 関係行政機関の職員 坂口 一郎 亀山市市民文化部長 

〃 関係行政機関の職員 古田 秀樹 
亀山市立医療センター事務局

長兼地域医療部長 
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・用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  
 

【あ行】   

  
ＩＣＴ（アイ・シー・ティ） コンピュータやインターネットに関連する技術の総称であ

り、特に公共サービスの分野において使われる用語 

   
一般介護予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の中の一つで、高齢者を年

齢や心身の状況等によって分け隔てることなく行う介護予
防事業 

  
医療介護総合確保推進
法 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた
めの関係法律の整備等に関する法律」高齢化が進行する中
で、社会保障制度を将来も維持していくために、医療・介護
提供体制の構築や、医療・介護を対象とした新たな税制支援
制度の確立、地域包括ケアシステムの構築などを行い、地域
における医療と介護の総合的な確保を推進するもの。 

  
インフォーマルサービス 家族、近隣、知人、ボランティア等が行う援助のほか、行政

が行う公式な（フォーマル）サービス以外の民間のサービス
を含めた非公式な（インフォーマル）サービスのこと。 

  
栄養改善 低栄養状態にある高齢者やその予防として栄養状態の改善

を図る目的で栄養管理を行うこと。 
 
ＮＰＯ（エヌ・ピー・オー） 
 

 
ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的と
しない団体の総称 
 

ＭＣＩ（エム・シー・アイ） →軽度認知障害を参照 
  
エンディングノート 終末期及び死後に、家族や支援者が様々な判断や手続きを進

める上で必要な情報を書き残すためのノート。医療、介護な
ど自身の希望を書き留めることで、意思疎通が困難になって
も、本人の意思を尊重することができるもの。 

  
おもいやり駐車区画 ベビーカーを押している人、妊娠している人、障がいのある

人、高齢者、傷病人など車いす用駐車区画の区画幅は必要な
いが、できる限り建物の近くに駐車する必要がある人のため
の駐車区画 

   
オレンジプラン →認知症施策推進総合戦略を参照 
   
【か行】   

  
介護支援専門員 →ケアマネジャーを参照 
   
介護者のつどい 情報交換や介護に関する学習会などを通して、介護者同士

（認知症・寝たきり・虚弱などにより介護や介助が必要な高
齢者・障がい者の方々を看ているご家族）が集う場であり、
介護方法や介護で困っていることをひとりで抱え込まずに、
同じ悩みを抱えている者・経験した者同士で交流できる。 

  

介護保険事業計画 介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を図るため、厚
生労働大臣が定める基本指針に則して、市町村等が３年を１
期として策定する計画。鈴鹿市及び亀山市においては、介護
保険の保険者である広域連合が策定する。 
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介護保険事業支援計画 都道府県が国の基本指針に則して、３年を１期として定める
計画。都道府県介護保険事業支援計画では、当該都道府県が
定める区域ごとの必要利用定員総数、介護保険施設の種類ご
との必要入所定員総数、その他の介護給付等対象サービスの
量の見込みや介護サービス情報の公表に関する事項を定め
ることとなっている。 

  
介護保険施設 介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる

施設。介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医
療施設がある。 

   
介護保険法 高齢化に対応し、高齢者を国民の共同連帯のもと支えるしく

みとして導入された介護保険制度について、その実施のため
に必要な事項を定めた法律。平成 9 年 12 月に公布、平成
12 年４月に施行された。 

   
介護用品支給事業 在宅で常時おむつを必要とする65歳以上の高齢者等を対象

に、紙おむつ等の介護用品を支給し、高齢者を介護している
家族の身体的、精神的又は経済的負担の軽減を図るととも
に、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目
的とするサービス 

   
介護予防 高齢者が健康で自立した生活を送れるよう、要介護状態にな

ることをできる限り防ぎ、また要介護状態になっても状態が
それ以上に悪化しないようにすること。 

  
介護予防・生活支援サー
ビス事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の中の一つで、要支援認定
を受けた人又は基本チェックリスト該当者を対象として、訪
問や通所等によって介護予防と生活支援サービスとを一体
的に提供し、日常生活の自立を支援するための事業 

  
介護予防・日常生活支援総
合事業（新しい総合事業） 

市区町村が介護予防及び日常生活支援のための施策を総合
的に行えるよう、平成 23 年の介護保険制度の改正において
創設された事業で、平成 26 年の改正により新たに再編成さ
れ、平成 29 年 4 月末までに全市区町村で実施することとな
ったもの。 

   
介護予防マネジメント 予防給付のマネジメントと、地域支援事業の介護予防事業の

マネジメントを指す。市町村が責任主体となり、地域包括支
援センターの保健師等、主任ケアマネジャーが主に対応す
る。地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続す
ることができるよう、利用者の主体的な活動と参加意欲を高
めることを目指し、要支援状態となることの防止と、要支援
者の要介護状態への悪化防止の一体的対応が行われる。 

   
介護療養型医療施設 療養型病床群等を有する病院又は診療所であり、入所してい

る要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて、療養上
の管理、看護、医学的管理の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介護保険施設 

   
介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 

入所している要介護者に対して、介護等の日常生活上の世話
や、機能訓練、その他必要な世話を行う介護保険施設 

   
介護老人保健施設 入所している要介護者に対して、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
他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う介護保険施設 
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介護離職 家族の介護を理由として、退職や転職をすること。 
  
家族介護支援事業 地域支援事業の任意事業で、地域における認知症高齢者の見

守り・支援体制づくりや介護にあたっている家族等の身体
的・精神的・経済的負担を軽減するための事業（事業者との
見守り協定締結、家族介護慰労金支給事業など） 

 
亀山市健康・医療推進計
画 

 
食育、健康、医療の各分野における行政施策を民間のサービ
スや地域の取り組みと連携して総合的に展開するため、健康
と医療に関わる計画を整理・統合し策定された計画 

  

亀山市交通バリアフリ
ー構想 

「市民と地域が育む 安心・安全の人にやさしい亀山」を基
本理念とし、重点的にバリアフリー化を推進する重点整備地
区や、バリアフリー化のために実施すべき事業が盛り込まれ
た構想 

 
亀山市高齢者・障がい者
虐待防止対策代表者会
議 
 

 
高齢者等に対する虐待防止、虐待を受けた高齢者等の迅速か
つ適切な保護及び養護者に対する適切な支援を行うための
連携協力体制の整備、関係機関との連絡調整等を図る会議 
 

亀山市高齢者福祉推進
協議会 

市の日常生活圏域における最上位の地域ケア会議。地域関係
者の連携を図り、地域課題の解決に向け必要な施策・事業の
立案・実施につなげ、市の高齢者福祉計画や広域連合が策定
する介護保険事業計画や国・県等への提言を行う。 

  
亀山市障がい者福祉計
画 

障がいの有無にかかわらず、お互いに個性を尊重し安心して
暮らすことができる地域社会の実現に向けて、具体的な取り
組みを示した計画 

  
亀山市食生活改善推進
協議会 

地域の人々とともに食生活を通じて元気で活力ある健康な
まちづくりを推進していくボランティア団体 

   
亀山市地域福祉計画 誰もが住み慣れた地域で安心していきいきと暮らしていく

ために、さまざまな生活課題に地域全体できめ細かく取り組
むしくみづくりや、福祉サービスを利用しやすい環境づくり
などを進めるために策定した計画 

   
亀山市地域福祉活動計画 社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉

に関する活動を行うもの、社会福祉を目的とする事業（福祉
サービス）を経営するものが協働して地域福祉を推進するこ
とを目的とした民間の活動・行動計画であり、地域福祉計画
と「対」をなす計画と言われている。 

   
かめやまホームケアネット 

（ホームケアネット） 
市内の多職種（医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護事
業所、居宅介護支援事業所など）が連携して在宅医療を実施
するしくみ又はその名称 

 
看護小規模多機能型居
宅介護 
 

 
要介護度が高く、医療的なケアを必要とする人に対して、「小
規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせて提供
するサービス 

 
キッズサポーター 

 
認知症を正しく理解し、認知症高齢者等やその家族を温かく
見守る応援者である認知症サポーターのうち、本市では、小
中学生のサポーターことをいう。 

   
居宅介護支援 居宅の要介護者の状況に応じて介護サービス計画を作成し、

計画に基づいたサービスが利用できるよう支援するもの。 
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居宅療養管理指導 
 

在宅療養で、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師
などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサー
ビス 

  
緊急通報システム事業 身体や生活環境の理由により緊急時に連絡をとることが難

しい人に、緊急通報装置を貸与し、自宅で身体の具合が悪く
なったときなどに、ボタンを押すだけで緊急通報センターに
つながり、緊急通報センターから近隣の協力者や家族などと
連絡をとるシステム。必要に応じて救急車の要請も行う。 

  
ＱＯＬ 
（クオリティ・オブ・ライフ） 

心身の健康を維持し、自らの意思により尊厳をもった生活を
送ること。生活の質。Quality Of Life の略。 

  
グループホーム →認知症対応型共同生活介護を参照 
   
ケアマネジメント 利用者一人ひとりに対して、適切なサービスを組み合わせて

提供するためのケアプランの作成とサービス利用のための
調整を行うこと。介護サービスや福祉事業などの公的（フォ
ーマル）サービスと、地域資源や民間事業所などによって提
供される非公的（インフォーマル）サービスを組み合わせて、
利用者に最も適切なサービスが提供されるよう努めること
が必要とされる。 

  
ケアマネジャー（介護支
援専門員） 

利用者の希望や心身の状態等を考慮してケアプランの作成
や介護サービスの調整・管理を行う専門家（＝ケアマネ） 

   
軽度認知障害（ＭＣＩ） 健常者と認知症の人の中間の段階（グレーゾーン）にあたる

症状。認知機能（記憶、決定、理由づけ、実行など）のうち
１つの機能に問題が生じてはいるが、日常生活には支障がな
い状態。 

  
軽費老人ホーム 
（ケアハウス等） 

在宅で生活することが困難な高齢者が入居する、低価格の老
人ホーム。食事付きの A 型、自炊の B 型、高齢者のケアに
配慮したケアハウス（介護利用型軽費老人ホーム）がある。
ケアハウスは介護保険の施設ではないが、指定を受ければ特
定施設入居者生活介護として在宅サービスを利用できる。 

  
敬老祝金・敬老祝品 「敬老の日」の趣旨に鑑み、多年にわたって社会に貢献して

きた高齢者（事業は市内の満 88 歳、満 99 歳又は市の最高
齢を対象）に対し、その長寿を祝福し、市民の敬愛の意を表
することを目的に敬老祝金及び敬老祝品を贈呈する事業 

   
健康寿命 日常的に介護を必要とせず、健康で自立して暮らすことがで

きる生存期間。新しい寿命の指標として、平成 12 年に世界
保健機関（ＷＨＯ）が提唱した。  

   
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

知症の高齢者、障がい者の権利を擁護し、ニーズ表明を支援
し代弁すること。 

  
広域連合 →鈴鹿亀山地区広域連合を参照 
  
高齢化率 全人口に占める高齢者（65 歳以上の人）の割合 
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高齢者住まい法 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」 国による居住の

安定の確保に関する基本的な方針及び都道府県による高齢
者居住安定確保計画の策定について定め、高齢者が安心して
生活できる居住環境を実現しようとするもの。平成 23 年 4
月に一部改正され、介護保険法との連携が図られた。  

   
高齢者世帯 65 歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18 歳未満の

未婚の者が加わった世帯 
    
高齢者専用賃貸住宅 日本の住宅政策における住宅分類の一つ。高齢者の入居を拒

まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃
借人とする賃貸住宅をいう。平成 23 年 10 月に制度が廃止
され、後継としてサービス付き高齢者向け住宅の登録が開始
された。 

   
コーホート変化率法 一定期間における人口の変化率に着目し、その変化率が対象

地域の人口変化の特徴であり、将来にわたって維持されるも
のと仮定して、将来人口を算出する方法 

  
コミュニティソーシャ
ルワーカー（ＣＳＷ） 

支援を必要とする高齢者や障がい者等に、地域の援助を通し
て、地域と人とを結びつけたり、生活支援や公的支援制度の
活用を調整する役割を持つ人材 

  
【さ行】  

 
サービス付き高齢者向
け住宅 
 

 
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフ
リー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサ
ービスを提供する住宅 
 

在宅医療 慢性疾患患者や寝たきりなどの要介護者の自宅療養に際し
て、病気や障がいの影響を最小限にとどめるために提供され
る医療システムをいう。医療だけでなく、保健・医療・福祉
の総合的・効率的なサービスの提供が重要となる。  

   
在宅介護 高齢者などの要介護者を自宅で介護すること。訪問介護や訪

問看護、デイサービス、デイケア、ショートステイなど介護
保険制度の介護度に応じて各種の在宅介護サービスを利用
することができる。  

   
在宅介護支援センター 
（ブランチ） 

自宅で暮らす援護が必要な高齢者やその家族等からの相談
に応じ、各種保健、介護・福祉サービスが総合的に受けられ
るように行政機関等との連絡調整等を行う機関 

  
ＣＳＷ →コミュニティソーシャルワーカーを参照 
   
市町村老人福祉計画 →老人福祉計画を参照 
  
市長申立て 成年後見制度を利用したくても、申し立てることのできる配

偶者や四親等内の親族がおらず、申し立てることができない
場合、市長が代わりに家庭裁判所へ申し立てること。 

   
指定介護予防支援 要支援１・２の認定者が介護サービスを適切に利用できるよ

う、サービス利用計画の調整や、事業所などと連絡を行う支
援をいう。 
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市民後見人 一般市民による成年後見人。認知症や知的障がいなどで判断

能力が不十分になった人に親族がいない場合に、同じ地域に
住む市民が、家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産
の管理や介護契約などの法律行為を行う。 

   
社会福祉協議会 地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体 
   
社会福祉士 身体上または精神上の障がいや環境上の理由により、日常生

活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助
言・指導などを行う専門家。社会福祉士及び介護福祉士法に
よって創設された福祉専門職の国家資格 

  
社会福祉法人 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人 
  
社会保障制度プログラム法 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進

に関する法律」公的年金、医療、介護などの社会保障制度改
革の全体像及び進め方を明らかにするとともに、その推進に
必要な体制を整備するために定められた法律 

   
住宅セーフティネット 経済的な危機に陥っても最低限の安全を保障する社会的な

制度や対策の一環として、住宅に困窮する世帯に対する住宅
施策 

   
住宅リフォーム助成事業 良好な住環境を確保するため、現在住んでいる住宅を市内の

施工業者に依頼して改修する場合、その費用の一部を助成す
る事業 

 
終末期ケア 
 

 
→ターミナルケアを参照 
 

主治医 ある患者や家族の診療を長期的に担当する、かかりつけの医
師のこと。また病院等では、ある患者に関し複数の医師が関
与するが、その中でも診察から治療までのすべての過程で中
心的に担当する医師のことをいう。 

   
小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて「訪

問」や「泊まり」を組み合わせて受けられるサービス。地域
密着型サービスの一つ。 

   
小地域ネットワーク活動 地域の寝たきりやひとり暮らし高齢者、障がい(児）者、子

育て中の親子等支援を必要とするすべての人が安心して生
活できるよう、市区町村社会福祉協議会の内部組織として、
地域まちづくり協議会ごとに設置されている福祉委員会等
によって行われる地域住民の参加と協力による支え合い・助
け合いの活動 

  
シルバー人材センター 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、地域

毎に 1 つずつ設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨
時的・短期的な仕事を、請負・委任の形式で行う公益社団法
人 

   
鈴鹿亀山消費生活センター 鈴鹿市・亀山市の住民が身近なところで気軽に消費生活に関

する相談を受けられるよう、平成 18 年４月３日に広域連合
が開設した相談機関。相談は無料で、専門的な知識を有する
消費生活相談員が相談を受け付けている。 

   
  
  
  

資料編 参考資料                             



 

66 

 

 

 
鈴鹿亀山地区広域連合 
（広域連合） 

平成 11 年６月１日、三重県内８番目の広域連合として誕生
し、鈴鹿市及び亀山市をその構成団体として広域市町村圏計
画の策定及び連絡調整と介護保険事業を主たる業務として
いる。 

  
生活困窮者自立支援制
度 

経済的に困窮し、生活保護に至る可能性のある人を対象に、
都道府県や市区町村が、自立に関する相談、一定期間の家賃
相当額の支給、就労に向けた基礎能力養成や訓練、家計相談
などの包括的な支援を行う制度 

   
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のニーズと地域支援のマッチング
などを行う。 

   
生活支援サービス 見守り、配食、買い物支援など日常生活に援助が必要な在宅

高齢者を様々な方法やアプローチで支援する福祉サービス 

   
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原因と

なり、発症・進行する疾病 

  
成年後見制度 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不

十分な人に不利益が生じないよう、代理人を立てて契約を行
ったり、あるいはそれを取り消したりできるようにする制度 

   
セーフティコミュニテ
ィ・ヒューマンネット亀
山 

市内で発生・出没している不審者による事件や行方不明者な
どの情報を亀山地区防犯協会が配信する事業 

   
粗大ごみ軒先収集 市内在住の65歳以上の高齢者又は障害者手帳所持者のみの

世帯で、市内に２親等以内の親族がいないため、地域の集積
所、総合環境センターに運搬できない人を対象に、無料で訪
問収集を行う事業 

  

【た行】  

  
第１号被保険者 介護保険に加入している 65 歳以上の人 
 
第２号被保険者 
 

 
介護保険に加入している 40 歳から 65 歳未満の人（医療保
険加入者のみ） 
 

第２次亀山市総合計画 亀山市の目指すべき姿を描き、まちづくりの目標や実現のた
めの大綱を明らかにする『基本構想』を最上位に、当該構想
の実現を目指すための施策を計画付ける『基本計画』と、そ
れら施策の達成に資する主要事業計画である『実施計画』の
３層構造により形成している。 

 
ターミナルケア 
（終末期ケア） 
 

 
終末期の看護あるいは臨終の看護の意。数週ないしは数ヵ月
のうちに死亡が予想される治癒の望みのない末期患者に対
して、キュア (cure。治療) でなくケア (care。看護) を重
点的に行おうとする医療のあり方をいう。 
 

タクシー料金助成事業 高齢者や障がい者（児）がタクシーを利用する場合に、その
料金の一部を助成することで社会活動を促進する事業 
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団塊の世代 日本において、第一次ベビーブームが起きた時期に生まれた

世代 
  
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参画し、人と
人、人と資源が世代や分野を超えつながる社会 

   
地域ケア会議 地域包括支援センタ一または市町村が主催し、設置・運営す

る行政職員、地域の関係者等から構成される会議体 

   
地域支援事業 要介護・要支援状態になるおそれのある高齢者や一般の高齢

者を対象に、効果的に介護予防や健康づくりを進めたり、地
域での生活を継続するための生活支援のサービスを提供し
たりする事業。介護予防事業、包括的支援事業、その他の任
意事業からなる。 

   
地域資源 地域にある様々なニーズを充足するために用いられる制

度・機関・人材・資金・技術知識等の有形無形の資源 
   
福祉委員 見守りが必要な人に日常的に見守りや声かけを行うなど、潜

在する福祉ニーズを早期に発見し、専門機関につないだりす
る地域ボランティア 

   
地域包括ケア病床 入院治療後、病状が安定した患者に対して、リハビリや退院

支援など、効率的かつ密度の高い医療を提供するために、厳
しい施設基準をクリアし、国から許可を受けた在宅復帰支援
のための病床 

 
地域包括ケアシステム 
 

 
高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れ
るように、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介護サ
ービスを中核に、医療サービスをはじめとするさまざまな支
援を、継続的かつ包括的に提供するしくみをいう。 
 

地域包括支援センター 全ての地域住民の健康維持、生活の安定、保健・福祉・医療
の向上と増進のために必要な援助・支援を包括的に担う地域
の中核機関。主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師また
は経験のある看護師の３職種のスタッフにより、介護予防マ
ネジメント、包括的・継続的マネジメント、総合相談・支援、
虐待対応、権利擁護を行う。 

   
地域まちづくり協議会 区域内で活動する自治会・町内会を基盤に、地域で活動する

団体・組織が、それぞれの目的や活動を尊重し合い、緩やか
に連携・協力することで、地域が対応できる課題などは、協
働して、その解決を図っていただこうとする組織 

   
地域密着型サービス 介護を必要とする人が住み慣れた地域で生活を継続させる

ために、地域の特性や実状に応じて計画的にサービスが提供
できるよう、保険者が指定・指導監督を行うサービス 

   
超高齢社会 世界保健機関（WHO）や国連の定義によると、高齢化率が

７％を超えた社会を「高齢化社会」、14％を超えた社会を
「高齢社会」、21％を超えた社会を「超高齢社会」という。 

   
通所介護 デイサービスセンター等に通って、入浴や食事の提供等日常

生活の世話を受けたり、機能訓練を行う介護サービス 
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定期巡回・随時対応型訪
問介護看護 

日中、夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に又は密
接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行うサービス 

  
特定健康診査 国のメタボリックシンドローム対策の柱として、2008 年４

月より導入された新しい健康診断のことで、糖尿病や高脂血
症、高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防する
ことを目的としている。 

  

特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホ
ームなどが、入居者に行う入浴、食事等の介護、日常生活上
の支援サービス 

   

特別養護老人ホーム →介護老人福祉施設を参照 
  
【な行】  

  
日常生活圏域 その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、介護給付等対象サービ
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
に勘案して定める区域。中学校区を基本とする。 

  
日常生活自立支援事業 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能

力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、
利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う
もの。 

  
日常生活自立支援セン
ター 

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、意思・判断
能力が十分でない人の権利擁護を目的とした事業を行う。 

   
日常生活用具給付事業 おおむね65歳以上で、寝たきりや認知症高齢者などに対し、

火災警報器や自動消火器、電磁調理器、徘徊探索装置を給付
する事業 

   
認知症 脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障がいが

おこり、通常の社会生活がおくれなくなった状態 

   
認知症カフェ 認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、

集う場。地域での日常生活・家族支援の強化に向けての取り
組みの一つ。 

   
認知症キャラバン・メイト 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」

をボランティアの立場で開催し、講師役を務める人 

   
認知症ケアパス 認知症の進行状況に合わせて提供される医療や介護のサー

ビスの標準的な流れを示したもの。 

   
認知症サポーター 認知症サポーター養成講座を受けた人。認知症の正しい知識

を広め、認知症の人や家族を支援する役割を担う。 

   
認知症サポート医 独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う認知症サポ

ート医養成研修を修了し、「かかりつけ医」への助言等の支
援を行うとともに、専門医療機関や地域包括支援センター等
との連携の推進役となる医師 
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認知症初期集中支援チーム 地域包括支援センターなどに配置され、認知症が疑われる人

やその家族などを訪問し、的確にアセスメントを行い、専門
医療機関やかかりつけ医と連携しながら、初期の支援を包括
的・ 集中的に行う。メンバーは、看護師・介護福祉士など
の専門職2名とサポート医1名の計3名以上で構成される。 

  
認知症施策推進総合戦略 
（新オレンジプラン） 

厚生労働省が「認知症の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自分らしく暮らし続けることが
できる社会を実現する」ために、「認知症施策推進 5 か年計
画」（2012 年 9 月公表のオレンジプラン）を改め、2015
年 1 月に策定したもの。 

  

認知症専門医 日本認知症学会が認定する認知症の診断や治療経験が一定
以上ある医師。認知症の早期診断や治療によって、患者の人
数を減らすことを目的とし、神経内科や精神科、リハビリテ
ーションなどの専門医が一定の基準を満たす場合に、認知症
専門医として認定される。  

   
認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） 

認知症の状態にある人が、共同生活を営むべき住居（グルー
プホーム）において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活上の世話及び機能訓練を行う介護サービス。地域密
着型サービスの一つ。 

   
認知症対応型通所介護 認知症の状態にある人を対象として、居宅からの送迎、簡単

な健康チェック、食事、排せつ、入浴など、日帰りで日常生
活上の世話を行う他、簡単な機能訓練などを行う介護サービ
ス。地域密着型サービスの一つ。 

 
認知症地域支援推進員 
 

 
医療・介護及び生活支援を行う様々なサービスが連携したネ
ットワークを形成し、認知症の人たちにとって効果的な支援
を行うため、認知症疾患医療センターや医療機関、介護サー
ビス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーター 
 

乗合タクシー制度 決まった路線、運賃、運行時刻で不特定の乗客を輸送する公
共交通のうち、バスより小型の（主にタクシー）車両が利用
されているもの 

  
【は行】  

  

徘徊探索装置（徘徊高齢
者位置探索システム） 

在宅で徘徊行動のある認知症の高齢者に、人工衛星を利用し
てその人の位置を割り出すシステムであるＧＰＳ（グローバ
ルポジショニングシステム）を活用した装置を携帯させ、行
方不明等の事故を未然に防止するためのしくみ 

  
配食サービス おおむね65歳以上の高齢者等に栄養バランスのとれた食事

を調理し、居宅に訪問して定期的に提供するとともに、安否
確認も行い、自立と生活の質の確保及び保健予防を図るサー
ビス 

  
蜂の駆除等 市内在住の65歳以上の高齢者又は障害者手帳所持者のみの

世帯で、市内に 2 親等以内の親族がいない世帯の蜂の巣の撤
去、蜂の駆除を市が業者に依頼し無料で駆除するもの。 

   
バリアフリー化 高齢者や障がい者だけではなく、全ての人にとって日常生活

の中で存在するあらゆる障壁を除去すること。（関連：ユニ
バーサルデザイン） 
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ＰＤＣＡサイクル 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

滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check
（評価）→ Action（改善）の４段階を繰り返すことによっ
て、業務を継続的に改善する。 

  
避難行動要支援者 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する人(要

配慮者)のうち災害が発生し、又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、その円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの。 

    

福祉委員 地域の中で、支援を必要とする高齢者等やご家族に対して、
近隣の相談相手となるとともに、民生委員・児童委員や自治
会等と連携しつつ、地域福祉活動を推進する人材 

  

福祉電話貸与事業 電話がない低所得のひとり暮らし高齢者に電話を貸与する
ことで、緊急時の連絡手段を確保するとともに、生活上の不
安を解消する事業 

  
福祉避難所 自宅や避難所での生活が困難で、介護などのサービスを必要

とする人を一時的に受け入れ保護する施設をいう。 
  

福祉有償運送 
（福祉移送サービス） 

NPO 等が自家用自動車を使用して、身体障がい者、要介護
者の移送を行う、「自家用自動車有償運送」の一つ。 

   
副主治医 在宅医療連携で、主治医不在時に備え、患者の診療をバック

アップする医師 
  
ブランチ 住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集

約した上で、地域包括支援センターにつなぐための窓口（→
在宅介護支援センター） 

   
ふれあい・いきいきサロン 高齢者等と地域住民（ボランティア等）が、自宅から歩いて

いける場所に気軽に集い、協働で企画し活動内容を決め、ふ
れあいを通して生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げる
事、また、地域の介護予防の拠点として機能する活動 

   
平均寿命 ０歳の者があと平均何年生きられるかを示した数（平均余

命）。日本は男女とも世界最高水準の長寿を維持している。  

   
包括的・継続的ケアマネ
ジメント事業（包括的支
援事業） 

介護予防ケアプランの作成を行う「介護予防マネジメント事
業」、地域の高齢者の実態把握やサービスの利用調整を行う
「総合相談・支援事業」、虐待の防止や早期発見を行う「権
利擁護事業」、ケアマネジャーの支援を行う「包括的・継続
的マネジメント事業」の総称であり、地域支援事業に含まれ
る。 

   
訪問介護 ホームヘルパーが訪問して入浴、排せつ、食事等の介護や家

事援助を行う介護サービス 

   
訪問看護 看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行

う看護（療養上の世話又は必要な診療の補助） 

   
ボランティアコーディ
ネーター 

市民が社会的な活動に参加することを促進し支える専門ス
タッフのこと 
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ボランティアポイント
制度 

高齢者がボランティアとして介護支援などの活動をおこな
った際にポイントが付与され、 取得したポイントに応じて
交付金が支給される制度 

   
【ま行】   

  

三重県徘徊高齢者等 
ＳＯＳネットワーク 

徘徊等により行方不明になる認知症高齢者を早期発見、安全
に保護するための効果的な取り組みを促進することを目的
とした、認知症高齢者の行方不明者に係る関係機関との連絡
会議 

  
民生委員・児童委員 それぞれの担当地域において、住民の生活状態を必要に応じ

て把握し、援助を必要とする人に対して相談・助言を行い、
自立した生活を支援するための福祉サービスの手配等の援
護活動を行う委員。児童委員を兼ねる。 

   
【や行】   

  
有料老人ホーム 高齢者が入所し、食事の提供やその他の日常生活上必要な便

宜を受けることができる施設で、老人福祉施設でないもの。
入居に際しては一定の費用が必要。 

   
ユニバーサルデザイン 製品、建物、環境等について、あらゆる人が利用できるよう

に初めから考えてデザインする概念 

   
要介護認定 介護サービスを受けようとする被保険者の申請によって、市

町村が行う要介護状態区分（要支援１・２、要介護１～５）
の認定のこと。 

  
  

養護老人ホーム 65 歳以上で、家庭環境や経済的理由等により、在宅での生
活が困難な人が入所できる施設 

   
予防給付 要支援１・２と認定された人を対象とした介護予防サービス

について、総費用の１割の自己負担を除き、残り９割を介護
保険会計から給付するもの。 

   
【ら行】  

  
リハビリ 
（リハビリテーション） 

病気や怪我などによって障がいを負った人が、自立した元通
りの生活もしくは元通りの状態に近い生活を送るための訓
練・治療を行うもの。生活だけではなく仕事や旅行、買い物
等の余暇など社会の場へ再び参加することを目指して行う。 

   
リビング・ウイル 自分で意思を決定・表明できない状態になったときに受ける

医療について、あらかじめ要望を明記しておく文書（生前意
思表明） 

   
老人クラブ 高齢者を会員とする自主的な組織。1950 年頃、豊かな知識

と経験を生かして地域社会における諸活動に参加すること
により、老後の生活を健全で豊かなものとし，生きがいを高
めようという目的で結成された。  

   
  
  
  

資料編 参考資料                             



 

72 

 

 

 
老人福祉計画 地域における総合的なケアシステムの確立などをめざして

作成されるもので、市区町村老人福祉計画と都道府県老人福
祉計画がある。市区町村等の計画は、地域のニーズを把握し、
将来必要とされる福祉サービスの目標量を定め、その供給体
制の整傭を行うものとされている。 

   
老人福祉施設 老人福祉法に基づき設置される高齢者の福祉を図る施設の

総称。老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護
老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福
祉センター及び老人介護支援センターの 7 種がある。 

   
老人福祉法 高齢者福祉の基本法として、高齢者の福祉に関する原理を明

らかにするとともに、高齢者に対し、その心身の健康の保持
及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって高齢者の
福祉を図ることを目的に、昭和 38 年に制定された法律 
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