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策定経過の概要 

 

年月日 策定内容 

平成２９年 

６月２１日 

第１回岡垣町高齢者福祉計画検討委員会 

●岡垣町高齢者福祉計画（第８期）の策定について 

●アンケート（案）について 

●諮問書（案）について 

７月３日 第 1 回岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

●「第８期岡垣町高齢者福祉計画」についての諮問 

●岡垣町高齢者福祉計画（第８期）の策定について 

●アンケート（案）について 

７月２０日 

～８月１８日 

住民アンケート調査 

 ・高齢者の生活と健康福祉に関する調査（要介護者） 

 ・高齢者の生活と健康福祉に関する調査（要支援者） 

９月２１日 団体ヒアリング（民生委員児童委員協議会） 

９月２２日 第２回岡垣町高齢者福祉計画検討委員会 

●アンケート結果について 

●岡垣町の高齢化と介護給付費等の現状について 

●施設入所者の状況について 

●団体ヒアリングの実施について 

９月２８日 団体ヒアリング（岡垣町寿会連合会） 

１０月５日 第 2 回岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

●アンケート結果について 

●岡垣町の高齢化と介護給付費等の現状について 

●施設入所者の状況について 

●団体ヒアリングの実施について 

１０月１７日 団体ヒアリング（居宅介護支援事業所・高齢者相談センター） 

１１月７日 第 3 回岡垣町高齢者福祉計画検討委員会 

●団体ヒアリング結果について 

●介護保険法改正内容について 

●計画における重点課題について 

●計画の骨子（案）について 

１１月１４日 第 3 回岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

●団体ヒアリング結果について 

●介護保険法改正内容について 

●計画における重点課題について 

●計画の骨子（案）について 
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年月日 策定内容 

１１月２９日 第 4 回岡垣町高齢者福祉計画検討委員会 

●計画書（素案）について 

●パブリックコメント（実施案）について 

１２月１２日 第 4 回岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

●計画書（素案）について 

●パブリックコメント（実施案）について 

１２月１３日 

～１２月２６日 

パブリックコメント 

平成３０年 

１月９日 

第 5 回岡垣町高齢者福祉計画検討委員会 

●パブリックコメントの結果について 

●計画書（案）について 

１月３０日 第 6 回岡垣町高齢者福祉計画検討委員会 

●計画書（案）について 

●第 7 期のグループ別介護保険料について 

２月８日 第 5 回岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

●パブリックコメントの結果について 

●計画書（案）について 

●第 7 期のグループ別介護保険料について 

２月１３日 第７回岡垣町高齢者福祉計画検討委員会 

●計画書（案）の決定について 

２月２１日 第 6 回岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

●計画書（案）の決定について 

●町長への答申 
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岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 委員名簿 

 

区分 氏名 所属（団体名） 備考 

保健・医療関係者 竹之山 利夫 一般社団法人遠賀中間医師会 会⻑ 

保健・医療関係者 仲山 恒 一般社団法人遠賀中間⻭科医師会   

保健・医療関係者 新田 壽子 
一般社団法人遠賀中間医師会（在宅
総合支援センター） 

  

保健・医療関係者 久保田 敦志 公益社団法人福岡県理学療法⼠会   

福祉関係者 廣渡 洋子 岡垣町高齢者・障害者相談センター   

福祉関係者 花田 利生 社会福祉法人日本傷痍者更生会   

社会福祉協議会の代表 山田 敬二 社会福祉法人岡垣町社会福祉協議会 副会⻑ 

⺠生委員児童委員協議会の
代表 

平竹 裕司 岡垣町⺠生委員児童委員協議会   

⾃治区⻑会の代表 安部 雅彦 岡垣町⾃治区⻑会   

高齢者で組織する団体の代表 廣渡 睦子 岡垣町寿会連合会   

ボランティア関係者の代表 佐々木 征子 岡垣町ボランティア連絡協議会   

その他町⻑が必要と認めた者 大脇 満 町⺠代表   
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【 諮問 】 

 

 

２９岡福第１１４０号 

平成２９年７月３日 

 

岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

会長  竹之山 利夫 様 

 

岡垣町長 宮 内 實 生 

 

 

 

「第８期岡垣町高齢者福祉計画」について（諮問） 

 

 

第８期岡垣町高齢者福祉計画の策定を行うにあたり、岡垣町地域包括ケアシステム推進会議

設置規則第２条の規定に基づき、貴会議に諮問します。 

 

 

（理由）  

岡垣町では、平成２８年３月に「第５次総合計画後期基本計画」を策定し、少子高齢化や人

口減少という課題に対応しながら、高齢者は元気に、子どもや若者は将来に夢と希望をもっ

て心豊かに安心して暮らせるまちづくりを目指して取組みを進めているところです。 

また、平成２７年度から平成２９年度までを計画期間とする「第７期岡垣町高齢者福祉計画」

では、岡垣版地域包括ケアシステムの構築に向けて「自助」「互助」「共助・公助」をキーワ

ードとする３つの基本目標に基づき、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で元気に安心して

暮らせるための施策を推進しています。 

つきましては、今後将来に向けて岡垣版地域包括ケアシステムを構築するために重要な方針

となる「第８期岡垣町高齢者福祉計画」の策定にあたりまして、計画の骨子及び素案につい

て、貴会議のご意見を賜わりたく諮問いたします。 
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【 答申 】 

 

 
 
 
 

平成３０年２月２１日 

 

 

 岡垣町長 宮内 實生 様 

 

                      岡垣町地域包括ケアシステム推進会議 

                          会長 竹之山 利夫 

 

 

「第８期岡垣町高齢者福祉計画」について（答申） 

 

 

平成２９年７月３日付２９岡福第１１４０号で諮問のあった岡垣町高齢者福祉計画につい

て、慎重に審議した結果、その内容は適切であると判断し、岡垣町地域包括ケアシステム推

進会議設置規則第２条の規定に基づき貴職に答申します。 

なお、計画の推進にあたっては、次の意見を申し添えます。 

 

記 

 

 

「岡垣版地域包括ケアシステム」を構築していくためには、高齢者の自立支援と要介護状態

の重度化予防の促進とともに、町民による地域の支えあいの体制整備が重要です。また、同

時に将来に向けて持続可能な介護保険制度の確立に向けた取組みを進めていくことも必要

です。 

岡垣町におかれましては、本計画の基本理念である「元気・安心 いつまでも住みなれた地

域で暮らせる町」の実現に向けて、着実に取組みを進め、高齢者福祉のさらなる推進に努め

てください。 
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岡 垣 町 医 療 機 関 一 覧               平成３０年１月１日現在 

 
病   院   名 診 療 科 目 住     所 

いまづクリニック 内科・消化器科 東山田１丁目７番１６号 

いわくまハートクリニック 内科・循環器内科 公園通り３丁目１番３５号 

占部胃腸科内科医院 内科・胃腸科 大字内浦１１１番地３ 

岡垣腎クリニック 人工透析内科・循環器内科 海老津駅前１０番１６号 

遠賀中間医師会 
おかがき病院 

内科・消化器科・循環器科・精神科・リハビリテ

ーション科 
大字手野１４５番地 

加藤医院 内科・小児科・胃腸科・リハビリテーション科 海老津駅前１１番１４号 

くわのキッズクリニック 小児科 海老津２丁目７番６号 

公園通りクリニック  内科・放射線科 公園通り１丁目１番１２号 

高陽診療所（有山医院） 内科・小児科 東松原１丁目１５番３０号 

こんどう医院 胃腸科・外科・肛門科・リハビリテーション科 海老津駅前７番１６号 

柴山クリニック 内科・消化器科・リハビリテーション科 中央台３丁目５番２号 

高倉クリニック 内科・心療内科・精神科・神経科 公園通り１丁目７番１号 

田中ひろし小児内科医院 小児科・循環器科 大字高倉６７７番地１ 

堤病院 精神科・神経科・内科 鍋田２丁目１番 1 号 

徳永眼科医院 眼科 中央台３丁目１番６号 

ひぐち耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 公園通り１丁目１番１９号 

平野皮膚科クリニック 皮膚科 海老津駅前２番２２号 

ふじた医院 内科・循環器科・リハビリテーション科 野間２丁目３番１１号 

松永整形外科医院 整形外科・リハビリテーション科 中央台３丁目１番１５号 

やまがたクリニック 内科  公園通り３丁目１番３７号 

吉村整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 野間２丁目７番５号 

しぶや助産院 妊婦健診・出産・妊産婦等に対する相談又は指導 旭台３丁目１１番５号 

おかがきデンタルクリニック  歯科・小児歯科・歯科口腔外科 大字黒山３３８番地１ 

川元歯科医院   歯科 海老津駅前３番１０号 

岸本歯科医院 歯科・小児歯科・矯正歯科 海老津駅前３番２１号 

くまがい歯科医院 歯科 桜台１２番１号 

たるたに歯科医院 歯科・小児歯科・歯科口腔外科 公園通り１丁目１番２２号 

なかむら歯科クリニック 歯科・小児歯科 
海老津駅前７番１０号コンフォ－

ト１ １階 

なかやま歯科医院 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科 東山田 1 丁目２３番７号 

にのみや歯科医院 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 大字吉木１９３５番地１ 

三浦歯科医院 歯科・小児歯科・矯正歯科 高陽台１丁目１２番５号 

守田歯科医院 歯科・矯正歯科 中央台３丁目１番３号２０５ 

守谷歯科医院 歯科・小児歯科・矯正歯科 野間２丁目 16 番５号 

森山歯科医院 歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科 中央台５丁目１番２０号 

山田歯科クリニック  歯科・小児歯科・歯科口腔外科 鍋田１丁目１番１１号 

和田歯科医院 歯科・小児歯科・歯科口腔外科 野間４丁目１番１７号 

遠賀中間医師会おんが病院※ 

消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・小児科・外科・

呼吸器外科・脳神経外科・整形外科・放射線科・麻酔科・

内科・糖尿病内科・救急科・リウマチ科・肝臓内科 
遠賀町大字尾崎１７２番地２ 

健診部 

※町外の医療機関ですが、岡垣町に隣接しているため掲載しています。 
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岡垣町介護保険サービス事業所一覧            平成３０年１月１日現在 

 
種別 事  業  所  名 住    所 

居宅介護支援 
事業所 

愛サービス・北九州ケアプラン相談センター 大字手野１３８０番地１ 

ケアプランサービス海老津園 東松原２丁目２番１８号 

恵の家居宅介護支援事業所 
中央台３丁目２２番１号 更生会にじの郷

内 

いこいの里ホームヘルパーステーション 大字高倉５９８番地１ 

成晴会ケアプランサービスステーション 公園通り１丁目７番１号 高倉苑内 

つつみ会 ケアプランサービスステーション  鍋田２丁目１番５号あゆみヶ丘授産施設内 

遠賀中間医師会おかがき病院ケアプランセン
ター 

大字手野１４５番地 地域総合支援センタ

ー内 

あおぞらケアプランセンター 中央台６丁目１０番９号 

松永介護支援センター 中央台３丁目１番１５号 

通所介護 

いこいの里デイサービスセンター 大字高倉５９８番地１ 

惠壽苑でいさーびす 大字手野１３８０番地２ 

デイサービスわらいの里 大字糠塚４３６番地１ 

けやき公園通りデイサービスセンター 公園通り１丁目１３番１号 

リハデイ吉木 吉木東２丁目２３番１号 

芸術を楽しむ人と恋人達 中央台６丁目１０番９号 

山田の小道 大字山田９１３番地２ 

自立支援型デイサービスこころ１娯１笑 大字山田９４４番地 

遊友館デイサービスセンター 大字高倉１９３５番地１ 

デイサービスゆうまの里 大字内浦１５３番地 

デイサービス I CAN （アイ キャン） 野間２丁目１５番１９号 

地域密着型 
通所介護 

デイサービスセンター海老津園 大字海老津７０８番地３ 

デイサービスセンターふれ愛 野間南４番７号 

デイサービス森の風 東山田２丁目３番１９号 

デイサービスセンターであい 大字高倉１０８７番地１ 

デイサービスセンターおひさま 海老津駅前１０番１６号 

デイサービスいづか屋 大字三吉８２０番地 

デイサービスぴあ 吉木東２丁目１４番１号 

デイサービス美舟 高陽台３丁目２番２８号 

デイサービスあゆみ岡垣 大字手野９３０番地１ 

訪問看護 
高倉苑訪問看護ステーション 公園通り１丁目７番１号 

訪問看護ステーションわらいの里 大字糠塚４３６番地１ 

訪問介護 

愛サービス・北九州在宅介護ステーション 大字手野１３８０番地２ 

ヘルパーステーション海老津園 大字海老津７０８番地３ 

いこいの里ホームヘルパーステーション 大字高倉５９８番地１ 

ヘルパーステーションえびつ 高陽台３丁目５番７号 

ケアセンターであい 大字高倉１０８７番地１ 

ヘルパーステーションわらいの里  大字糠塚４３６番地１  

けやき公園通りヘルパーステーション 公園通り１丁目１３番 1 号 

遊友館ヘルパーステーション 大字高倉１９３５番地１ 

丘の上 ヘルパーステーション 中央台６丁目９番４号１０２ 

ヘルパーステーションぴあ 吉木東２丁目１４番１号 
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種別 事  業  所  名 住    所 

訪問リハビリテー
ション 

おかがき病院訪問リハビリテーション 大字手野１４５番地 

短期入所生活介護 

恵の家 大字高倉５７８番地１ 

ショートステイふれ愛 野間南４番７号 

あゆみの里 鍋田２丁目１番６号 

ショートステイおかがき 
大字手野１４５番地 地域総合支援センタ

ー内 

スマイル・岡垣 大字内浦１５５番地２ 

短期入所療養介護 
高倉苑 公園通り１丁目７番１号 

更生会にじの郷 中央台３丁目２２番１号 

介護老人福祉施設 

恵の家 大字高倉５７８番地１ 

あゆみの里 鍋田２丁目１番６号 

スマイル・岡垣 大字内浦１５５番地２ 

介護老人保健施設 
高倉苑  公園通り１丁目７番１号 

更生会にじの郷 中央台３丁目２２番１号 

特定施設入居者 
生活介護 

おんが長寿苑そよ風 野間２丁目７番７号 

小規模多機能型 
居宅介護 

小規模多機能ホーム 陽 高陽台３丁目１８番１４号 

認知症対応型 
共同生活介護 

ヴィラハウス海老津園 大字海老津７０８番地３ 

グループホーム希望の郷 旭台３丁目５番５号 

グループホーム更生会にじの郷  中央台３丁目２２番１号 

グループホームひまわり 大字内浦９５５番地１ 

グループホームなごみ岡垣 大字三吉３８５番地 
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用語解説 

 

  用語解説に記載する用語については、初出の用語に「＊」を記載しています。 
用 語 初出 解 説 

■ ア行 

いこいの⾥福祉大学 
Ｐ.52 

平成 24 年度から町社会福祉協議会と町が共催し、町⺠が講座やワーク
ショップを通して、地域包括ケアシステムに向けた国の現状や施策、町の現
状・課題等を理解し、⾃発的な取組みを検討する場となっている。 

お互いさま命のネットワーク
活動 Ｐ.49 

高齢者や障害のある人等が、安心して住みなれた地域で暮らしていける
ように、地域住⺠と関係機関が協⼒・連携し、支援を⾏っていく活動のこ
と。 

■ カ行 

介護医療院 
Ｐ.45 

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」と
しての機能とを兼ね備えた、平成 30 年度から創設される新たな介護保
険施設のこと。 

介護給付 

Ｐ.1 

介護保険制度で要介護状態と認定された被保険者に提供される介護
サービス、介護に関わる費用の支給のこと。5 段階の給付区分があり、訪
問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問看護などの居宅サービス
や、介護保険施設を利用した施設サービス、市区町村が⾏う地域密着
型サービスなどが受けられる。 

介護タクシー Ｐ.25 介護の必要な人が乗降できる装備を持ったタクシーのこと。 
介護保険料 

Ｐ.1 
介護保険制度の維持のために課せられる保険料。第 1 号被保険者（65
歳以上）と第 2 号被保険者（40〜64 歳）に分けて課せられる。 

介護保険施設 
Ｐ.6 

介護保険では、治療が中心か、介護が中心か、またどの程度医療でのケ
アが必要かによって入所する施設を選択する。施設は介護⽼人福祉施
設、介護⽼人保健施設、介護療養型医療施設の３種類がある。 

介護予防 
Ｐ.1 

介護が必要になることをできるだけ遅らせ、介護されるようになってからは、
その状態を維持、改善して悪化させないようにすること。 

介護予防サポーター 
Ｐ.59 

地域の体操など介護予防活動を支援する人。町の介護予防サポーター
養成講座を修了した人が実践している。 

介護予防事業対象者 

Ｐ.58 

要支援・要介護の状態になる可能性が高い人のこと。国が設定する基
本チェックリストの該当項目によって対象者と判定された人については、運
動機能向上や栄養改善、口腔機能向上などのプログラムへの参加が推
奨されている。 

介護⽼人福祉施設 
（特別養護⽼人ホーム） 

Ｐ.6 

主に寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、⾃宅で
は介護が困難な人が入所し、施設サービス計画に基づき、食事、入浴、
排せつなどの日常生活介護や療養上の管理を⾏う施設。原則として要
介護３〜５の人が入所対象となるが、認知症などにより要介護１〜２
であっても特例的に入所が可能となる場合がある。 
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用 語 初出 解 説 
介護⽼人保健施設 

Ｐ.6 

病状が安定し、入院治療の必要がなくリハビリなどに重点を置いた人が入
所し、居宅における生活への復帰を念頭に、入浴、排せつ、食事等の日
常生活介護のほか医学的管理のもとで看護、機能訓練を⾏う施設。要
介護１〜５の人が入所対象となる。 

介護療養型医療施設 

Ｐ.43 

急性期の治療が終わり、医学的管理のもとで⻑期療養を必要とする人
が入所し、食事、入浴、排せつなどの日常生活介護のほか医療、療養
上の管理や看護が受けられる施設。 
平成 35 年度末までに他の介護保険施設等への転換が予定されてい
る。 

キャラバンメイト Ｐ.83 「認知症サポーター養成講座」の講師役を務める人。 
居宅 Ｐ.39 在宅と同義語。介護保険法では居宅が法律用語となる。 
ケアプラン Ｐ.28 介護保険制度で受けるサービスの利用計画。 
ケアマネジメント B 

Ｐ.74 

サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に
応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を⾏う簡
略化したケアマネジメントを実施するもので、総合事業（介護予防・日
常生活支援総合事業）における介護予防ケアマネジメントの類型のひと
つ。 

ケアマネジャー 
（介護支援専門員） 

Ｐ.27 

要介護等認定者や家族の相談に応じ、その心身の状況等に応じて適
切なサービスを利用できるよう、市町村、介護サービス事業者、介護保
険施設等との調整を⾏うとともにケアプランの継続的な管理や評価を⾏う
専門職。 

コーディネーター 
Ｐ.75 

調整し、まとめあげる人のこと。本計画では高齢者の生活支援の要望に
対応できる人材を調整する生活支援コーディネーターをさす。 

後期高齢者 
Ｐ.1 

65 歳以上の高齢者のうち、75 歳以上の高齢者をいう。これに対し、65
〜75 歳未満の高齢者を「前期高齢者」という。 

公共施設等総合管理計画 
Ｐ.51 

公共施設の現状と課題を分析し、適切な維持管理等と保有総量に関
する基本的な考え方を示した計画。 

高齢化率 Ｐ.1 総人口に占める高齢者人口（65 歳以上人口）の割合。 
高齢者 

Ｐ.1 
年齢が 65 歳以上の人をいう。介護保険制度下では、この「高齢者」が
第１号被保険者となる。 

高齢者相談センター 
Ｐ.6 

町が高齢者や障害のある人の介護に関する総合相談や福祉サービス、
要介護認定申請の代⾏等の業務を委託している機関。 

コミュニティバス 
Ｐ.25 

地域住⺠の利便性向上のため、⾏政が路線・運賃・ダイヤ・バス停などに
ついて計画し、⺠間企業とともに一定地域内を運⾏するバスサービス。 

コミュニティビジネス 

Ｐ.52 

地域資源を活かしながら地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組む
ものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資⾦を活用することにより、地
域 における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、
地域コミュニティの活性化に寄与するものとされている。 
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用 語 初出 解 説 
■ サ行 
在宅医療 

Ｐ.9 
⾃宅での療養を希望する患者に対する医療⾏為。医師の緊急往診と
定期の訪問診療、看護師の訪問看護などに分けられる。 

⼩規模多機能型居宅介護 

Ｐ.40 

利用者が可能な限り⾃⽴した日常生活を送ることができるよう、利用者
の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利
用者の⾃宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住⺠との交流
の下で日常生活上の支援や機能訓練を⾏う介護のこと。 

人感センサー 
Ｐ.94 

人間の所在を検知するための機器のこと。赤外線、超音波、可視光など
が用いられる。 

生活習慣病 
Ｐ.58 

食事や運動不⾜、ストレス、喫煙や過度の飲酒といった生活習慣の積み
重ねによって内臓脂肪型肥満となり、これが原因となって糖尿病、高⾎
圧など多くの疾病の発症や進⾏を引き起こすこと。 

成年後⾒制度 

Ｐ.54 

家庭裁判所が選任した成年後⾒人が、認知症高齢者、知的障害のあ
る人、精神障害のある人等の判断能⼒が不⼗分な人の財産管理、身
上監護などを本人に代わって⾏う制度。介護保険の実施に合わせ、⺠
法を一部改正し、従来の禁治産・準禁治産制度を改め、また比較的軽
度な人の利用（補助の創設）や、判断能⼒があるうちから利用できる
任意後⾒制度、複数の成年後⾒人の選任など、利用しやすい制度に
改められた。 

前期高齢者 
Ｐ.1 

65 歳以上の高齢者のうち、65 歳以上〜75 歳未満の高齢者をいう。こ
れに対し、75 歳以上の高齢者を「後期高齢者」という。 

総合事業（介護予防・日
常生活支援総合事業 

Ｐ.40 

平成 24 年の介護保険法の改正で「介護予防事業」の中に位置づけら
れた事業。平成 27 年 4 月施⾏の改正介護保険法により、「新しい総
合事業」へと発展的に⾒直され、平成 30 年度から完全に、市町村事
業として実施される。 

■ タ行 
団塊の世代 

Ｐ.1 
戦後の第１次ベビーブーム時期（昭和２２年から昭和２４年頃）に
生まれた世代のこと。 

地域共生社会 
Ｐ.1 

高齢者や障害のある人たちを地域で支えあうという考え方。福祉サービス
では対応できない高齢者や障害のある人に対する支援を地域住⺠が⾏
っていく社会を目指す方針。 

地域ケア会議 
Ｐ.55 

個別ケースの支援内容の検討を通じた、地域包括ケアシステムを推進す
るための多職種ネットワークの構築を目指す会議。地域包括支援センタ
ーを中心に関係機関で構成される。 

地域包括ケアシステム 
Ｐ.1 

高齢者が住み慣れた地域で⾃分らしい暮らしを続けることができるよう医
療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制。 

地域密着型サービス 
Ｐ.40 

今後増加が⾒込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が
できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、平成 18 年 4
月の介護保険制度改正により創設されたサービス。 
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用 語 初出 解 説 
通所介護（デイサービス） 

Ｐ.6 
デイサービスセンター等に通い、健康チェック・食事・入浴・レクリエーション
等をして過ごす介護サービス。 

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護 Ｐ.41 

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
期巡回型訪問と随時の対応を⾏うサービス。 

デマンドタクシー 
Ｐ.93 

路線バスと異なり、住⺠の希望時間帯、乗⾞場所などの要望（デマン
ド）に合わせて運⾏する公共交通サービス。 

特定施設入居者生活介護 
Ｐ.43 

有料⽼人ホーム等の入所者が、施設の職員から日常生活上の支援や
介護を受けることができるサービス。 

■ ナ行 
認知症カフェ 

Ｐ.84 
認知症の人やその家族、地域住⺠、介護や福祉などの専門家などが気
軽に集い、情報交換や相談、認知症の予防や症状の改善を目指した
活動などのできる場所。 

認知症サポーター 

Ｐ.53 

認知症について正しい理解をもち、偏⾒をもたず、認知症の人や家族を
温かく⾒守る応援者のこと。特別な活動をするわけではないが、講座等で
得た知識を家族や友人などに伝えたり、⾃分の住んでいる地域において
困っている人がいれば声かけや手助けを⾃主的に⾏う。認知症サポータ
ーになるには「認知症サポーター養成講座」を受ける必要がある。 

認知症初期集中支援チーム 

Ｐ.84 

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。地域包括支援センターを中心に医療・介護の専
門職で編成される。 

認知症対応型共同生活
介護（グループホーム） 

Ｐ.40 
認知症の人が入居して、食事・排泄・入浴等の日常の世話をはじめ、機
能訓練などを受けながら共同生活を送る施設のこと。 

■ ハ行 

バイオマス 
Ｐ.63 

間伐材や建築廃材、畜産で生じる糞尿、家庭の台所のごみなど生物起源
のエネルギー資源の総称。再生可能エネルギーの 1 つとして活用される。 

話し合いの場 

Ｐ.28 

平成 29 年 5 月から開始した地域支援事業の生活支援体制整備事業の
協議体であり、⾃治区関係者や⺠生委員・児童委員をはじめとする地域住
⺠と介護サービス事業所等が一堂に会して、地域における支えあいの取組み
等について意⾒を出し合う場のこと。 

バリアフリー 
Ｐ.54 

高齢者や障害のある人などが社会生活をしていく上で障壁（バリア）となる
ものを除去すること。具体的には、段差の解消や手すりの設置のほか、道路
の整備やスロープ、点字案内板や点字ブロックの設置などが挙げられる。 

避難⾏動要支援者（制
度） 

Ｐ.54 
災害時に⾃分や家族の⼒では避難できない人が事前に登録し、日頃の⾒
守りや災害時の避難⾏動など地域の助けあいを円滑に⾏う制度。 

福祉ボランティアポイント制度 
Ｐ.68 

高齢者が介護保険施設等でボランティア活動を⾏い、その実績に応じて
たまったポイントを商品券や町の特産品と交換できる仕組み。 
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用 語 初出 解 説 
ふれあいサロン 

Ｐ.20 
⾃治区を単位として、高齢者等が気軽に公⺠館等のつどいの場に集ま
り、健康チェックやレクリエーション等を通して、いつまでも元気でいきいきと
暮らせることを目的として⾏う活動。 

訪問介護 
Ｐ.19 

ホームヘルパーが⾃宅を訪問し、入浴や排せつ介助または調理や掃除・
洗濯等の家事の援助を⾏う。 

保健推進員 
Ｐ.71 

町の養成講座を受講後、健康づくりに関する知識を普及し、地域ぐるみ
の健康づくりを推進する活動を⾏う人 

■ ヤ行 
要介護・要介護者・要介
護認定者 

Ｐ.1 

介護保険のサービスの対象となる身体状況の程度で、軽い順に「要介護
１〜５」の５段階に分けられる。 
要介護状態にある 65 歳以上の人及び要介護状態にある 40 歳〜65
歳未満の人（身体上または精神上の障害の原因が特定疾病によって
生じた場合に限る）で要介護認定された状態にある人。 

要支援・要支援者・要支
援認定者 

Ｐ.9 

日常生活の能⼒は基本的にあるが、入浴等に一部介助が必要な状態
で、軽い順に「要支援１・要支援２」の２段階に分けられる。要介護状態
になる恐れのある 65 歳以上の人及び要介護状態となる恐れのある 40 歳
〜65 歳未満の人（身体上または精神上の障害の原因が特定疾病によっ
て生じた場合に限る）で要支援認定された状態にある人。 

■ ラ行 
⽼人の日、⽼人週間 

Ｐ.61 
⽼人福祉法で、国⺠に⽼人福祉への関心と理解を深めるとともに、⽼人
に対し⾃らの生活の向上に努める意欲を促すために設けられたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


