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１ 江別市高齢者総合計画（素案）に関する市民意見 

本計画の内容は、広く市民に公表し、市民から意見や情報を求め、提出された意見等を考慮

して作成するため、パブリックコメントを実施しました。 

お寄せいただいたご意見と、それに対する江別市の考え方は以下のとおりです。 

 

■■■■意意意意見の見の見の見の募集結果募集結果募集結果募集結果 
募集期間 平成27年1月5日（月）から平成27年2月4日（水）まで 

提出意見 提出者数： ６人 

意見数 ：２８件 

 

■■■■ご意ご意ご意ご意見の見の見の見の概要概要概要概要と市のと市のと市のと市の考考考考ええええ方方方方 

意見に対する 

考え方の区分 

Ａ：意見を受けて案に反映したもの 

Ｂ：案に意見の趣旨が既に盛り込まれているものと考えられるもの 

Ｃ：案に反映していないが、計画の展開にあたって参考等とするもの 

Ｄ：案に取り入れなかったもの 

Ｅ：その他の意見 

※江別市パブリックコメント（意見公募）手続要綱に基づき、高齢者総合計画に沿った区分としております。 

 

NO. ご意見の概要 市の考え方 
考え方の

区分 

1 

 介護サービス利用者数の将来見込
みと介護保険事業計画の利用者数の
計算の仕方が違うので、介護を希望
する人や介護を利用する見込みの人
のうちどれだけの人が介護保険を利
用できるのかがわかりません。介護
認定されたらどのくらいの割合で介
護が受けられるかもはっきりさせて
ください。 

介護サービス利用者数の将来見込み及び利
用者数については、国のワークシートによる
推計値を基に、本市の実情を考慮し第７章に
て見込値を算定しております。 
 また、介護認定された方は皆さん介護サー
ビスを受けることが出来ます。 
 ご意見の趣旨を踏まえ、介護を受けられる
か不安を感じることのないよう努めてまいり
ます。 

C 

2 

 ＮＨＫで1月8日以来何度も放送さ
れている無届（未届）老人ホームは
江別市内でもあると思いますが、計
画をつくる中でそのあり、なしとど
う取り扱うかを明らかにしてくださ
い。特に旭川市の例のように、同じ
施設の中で各室に訪問して介護が行
われ、そこに戸別の住宅に訪問介護
をしているのと同じ高額の月３５万
円もの介護料金が市から払われてい
るとすれば、大きな問題です。 
 強制的に介護保険料を取られてい
る者としては許せません。介護保険
計画を決める中で介護保険料を払う
市民が理解できる説明が必要です。 

無届けの有料老人ホームについては、北海
道において調査を進めているところでありま
す。本市においても実態把握に努め、北海道
と情報を共有し、届け出を勧奨するよう努め
るとともに、適正に介護サービスが提供され
ているかを点検する仕組みを検討してまいり
ます。 

C 

(次ページに続く) 
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NO. ご意見の概要 市の考え方 
考え方の

区分 

3 

 介護保険料がどのようにして決ま
るのか絵や図だけでは理解できませ
ん。介護保険は市民が選ぶことがで
きない強制保険で、保険料も市から
一方的に決められ、年金から先取り
されます。任意の保険と違うことを
よく理解して、元になっている数字
や計算の仕方をわかりやすく表にす
るなどして示してください。強制加
入だから仕方ないではなく、理解
し、納得したうえで介護保険料を払
いたいです。また、計画が決まった
から介護保険料を支払えではなく、
納付書が出る前に市民説明会を開い
て市民がわかるように説明してくだ
さい。 

素案時点では未確定な事項もありましたの
で明示しておりませんでしたが、介護サービ
ス毎の給付費等を明示するとともに、介護保
険料の設定についても数値を入れて、わかり
易く記載いたします。 
 意見募集（パブリックコメント）を経て、
市民公募委員を含めた江別市介護保険事業計
画策定等委員会において議論いたしておりま
すことから、市民説明会については予定して
おりませんが、ホームページや広報えべつ、
出前講座などにおいて、ご理解いただけるよ
う、丁寧な説明に努めたいと考えておりま
す。 

A 

4 

 いまでもわずかの年金から介護保
険料を払うのは大変ですので、介護
保険料が月８００円、２０パーセン
ト近くも上がる計画案には反対で
す。介護保険料をあげないよう計画
で工夫してください。年金が引き下
げられるなかでこれ以上の介護保険
料は払えません。計画をつくる市役
所の人や計画をつくる委員の人たち
は自分の問題として感じていないの
ではないでしょうか。月１０００円
にならない保険料の引き上げが重大
であることをよく考えていただけま
せんか。 

素案時点では、介護サービス見込量や国の
動向が未確定でありましたので、暫定での介
護保険料を提示しておりましたが、国からの
介護報酬改定率の引き下げなどの通知に基づ
き、介護保険料の算出をしなおした結果、暫
定で提示した金額より引き下げとなりまし
た。 
 今後、介護保険の対象となる高齢者人口は
増加し、費用の一部を負担している現役世代
人口は減少する人口構成が見込まれることか
ら、必要となる介護サービス利用量に対する
総給付費の見込みに基づき算定される保険料
につきましては、持続可能な社会保障として
の介護保険制度を維持する上では、必要なも
のと考えております。 
 なお、本計画においても低所得者層への負
担軽減が図られるよう検討してまいります。 

C 

5 

 この意見募集の後で国は介護施設
などに支払われる介護料の単価を引
き下げることにしていますね。これ
につながる介護保険料の引き下げが
なければなりませんね。介護料が下
がる分に相当する介護保険料を安く
してください。その分を下げること
ができないときはその理由を計画で
明らかにしてください。 

（連番３と同様） A 

6 

 事業に参加するにしても、江別は
交通便が非常に悪く、行きたいとこ
ろには、電車やバスを乗り換えなけ
ればならず乗り継ぎが不便です。ま
た、交通費もかなりかかります。福
祉バスも廃止されると聞きました。
福祉バスの有効活用と健康づくりを
つなぎ、健康寿命を延ばす具体的な
計画を作って下さい。 

えべつ市民健康づくりプラン２１に基づ
き、介護予防のための取り組みを、各年代や
地域ごとの健康づくり活動や生活習慣病予防
などの事業と一体的に進めていくことで、健
康寿命の延伸を目指してまいります。 
 また介護保険サービスを必要に応じて利用
していただくことで機能の維持を図り、自立
した生活の継続を進めます。 

C 

(次ページに続く) 
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NO. ご意見の概要 市の考え方 
考え方の

区分 

7 

 地域包括ケア支援センターが現
在、市内に４ケ所ですが、専門職員
が少なすぎるのではないでしょう
か？介護予防ケアマネジメント業務
も担いその業務量に見合った専門職
員の配置が具体的に示されていませ
ん。要介護者を増やさないために
も、必要な支援が受けられるように
専門職員の配置をしてください。 

地域包括支援センターには、保健師、社会
福祉士及び主任介護支援専門員の専門職員を
配置しており、市では、人員の配置等につい
て条例を制定し本年４月１日より施行しま
す。条例では、厚生労働省が示す基準に加
え、高齢者数が一定数増加するのに応じて配
置員数を増員する内容を規定しており、計画
においてもその趣旨を表記いたします。 

A 

8 
 健康寿命を延ばし、介護給付費を
抑えて、介護保険料や利用料の上げ
幅を抑えてください。 

（連番６と同様） C 

9 

 総合的な記載はわかりますが、一
つ一つの具体性が見えてきません。 

国の制度見直しに係る指針が不確定な部分
については、方向性の記載のみにとどまる内
容となっている箇所もあります。 
 今後、追加又は確定されていく国の指針等
を踏まえ、計画実施の中で具体化させていき
ます。 

C 

10 

 江別市としての高齢者計画を取り
組む姿勢や考えが見えません。 
例 苫小牧市沼ノ端地区の地域包括
ケアの取り組みなど参考にしては。 

基本的な考え方は第３章に、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
よう地域包括ケアシステムの構築に取り組ん
でいくことを記載しております。 
 地域包括ケアシステムの構築には、関係機
関、団体に加えて、市民自らの活動や住民組
織及びボランティアによる支え合いの仕組み
づくりを進めて行くことが重要と考えており
ます。 

B 

11 

 江別市でいろんなサークル・同好
会が活発に運動されている団体が数
多くありますが、その団体に対する
協力など、働きかけをしています
か。 

第４章第３節及び第５節に記載のとおり、
生活支援体制構築に向け、多様な地域資源を
把握するため、多団体の活動情報を収集し、
介護予防のための活動の場として各種団体と
協議・連携していきたいと考えております。 

B 

12 

 高齢者に対するライフラインから
の見守りは・・・ 

すでに、宅配事業者や配食事業者と見守り
について連携しておりますが、今後において
も、ライフライン関連事業者との協議・検討
も含め、見守り体制の充実を目指します。 

C 

13 

 ボランティアをしていた人が高齢
化になり、その対策は考えています
か。 

計画の策定に向けた実態調査において、４
０歳～６４歳までの２号被保険者のなかで、
地域活動やボランティア活動などへの参加に
ついて、「参加したい」もしくは「機会があ
れば参加してもよい」と回答した割合が約８
２％となっており、幅広い世代がボランティ
ア活動に参加できる機会を広げていけるよ
う、関係団体と協議してまいります。 

C 

14 

 介護事業は介護報酬の削減で新た
な参入業者が出てこないのでは 

 この度の制度改正に伴い、サービス種類が
変更されることとなりますが、現在において
も多数の事業者から新規参入の照会がきてい
るところであり、本市としましても積極的な
情報提供を行ってまいります。 

E 

15 

 ＮＰＯの発足のメドは  ＮＰＯの新規発足に関する情報については
把握しておりませんが、既存・新設のＮＰＯ
を含め、他の民間事業者、住民組織など、多
様な社会資源の間における連携が重要である
と考えます。 

E 

(次ページに続く) 
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NO. ご意見の概要 市の考え方 
考え方の

区分 

16 

  交通安全対策に高齢者の自転車マ
ナーを加えて下さい。（高齢者の自転
車マナーが悪い） 

第４章第４節（３）に記載のとおり、高齢
者クラブとの連携や自治会の協力を得なが
ら、高齢者交通安全教室を開催しております
ので、その中で注意喚起を継続してまいりま
す。 

B 

17 

 女性消防団について記載されてい
ますが、何か具体的に見えてきませ
ん。 

第４章第３節（１）⑤に記載のとおり、女
性消防団員が女性の立場で安全で災害に強い
まちづくりを進めるため、一人暮らし高齢者
宅へ訪問し、火災予防のための啓発活動を
行っております。 

B 

18 

 介護保険制度というものが、「介護
の社会化」のためのものでなくなっ
てきているのではないかと感じられ
ます。また、地域の介護力に頼り過
ぎていていないでしょうか。メ
ニューはいくつもあるようでいて、
その地域の実態を把握していない
と、絵にかいた餅にならないかと心
配です。地域の助けあいにまかされ
てしまえば共倒れも起きかねませ
ん。 

第３章第２節（２）に基づき、今後は行政
のみならず、地域住民、関係団体、介護事業
者等がそれぞれの役割を認識し、連携・協働
しあいながら体制整備に努めてまいります。 

B 

19 

年金が年々下げられているのに介
護保険料が上がることは大きな不安
です。高い保険料を払い、その上利
用すればまたお金ではどんなりっぱ
なかたちがつくられても手がとどき
ません。いったい何のための、誰の
ための介護保険制度なのでしょう
か。 

（連番４と同様） C 

20 

 根拠とする法令の表現に「日本国
憲法第２５条の規定」を明示するこ
と。 

ご指摘のとおり、介護保険法を含め、福祉
に関する法律は、日本国憲法第２５条（生存
権）の理念を実現するための法律であると言
われています。 
 計画における「法令等による根拠」の項目
においては、市町村において計画を策定する
ことを直接的に明示している法令根拠を示す
必要があるため、老人福祉法及び介護保険法
について記載しているものであります。（第
１章第２節（１）） 

D 

21 

 訪問介護計画に一般の訪問介護計
画値とは別枠で「定時巡回型訪問介
護および随時巡回型訪問介護」計画
値を示すこと。 

本市における介護サービスの需要の状況な
どから、第６期介護保険事業計画では、「定
期巡回・随時対応型訪問介護看護」の計画は
見込んでおりませんが、今後、ニーズの把握
を含め、事業を実施している近隣市町村の動
向を踏まえながら、サービスの導入を視野に
検討してまいります。 

C 

22 

 地域包括ケアの推進のための日常
生活圏域の設定を現状の３圏域を見
直し細分化すること。 

圏域自体を細分化することは考えていませ
んが、地域包括ケアの推進においては、各圏
域の中で、住民主体の活動など、更に小さな
単位で、地域の実情に応じて設定して進めて
まいります。 

C 

(次ページに続く) 
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NO. ご意見の概要 市の考え方 
考え方の

区分 

23 

 医療と介護の連携を強化するため
のリーダーシップをとり、江別市の
連携推進責任を明確にするため、江
別市立病院の「地域在宅医療推進体
制」を計画に明示すること。 

江別市立病院を含め、市内での在宅医療を
担う医療機関が構成員となっている江別医師
会との連携を密にし、医療と介護の連携推進
のための仕組みづくりに努めてまいります。 

D 

24 

 保険料を払っている人、全てが、
介護保険が使えるように申請させる
ことができ、介護認定が専門家の判
断等できちんと行なわれる様要望し
ます。 

介護保険サービスの利用に係る、介護認定
につきましては、認定を希望された方全員を
対象に、ケアマネジャー等の資格を有し、か
つ、所定の研修を受けた、市及び介護事業所
の調査員が訪問し、全国共通の訪問調査票に
基づき、コンピュータにより要介護状態等の
一次判定が導き出されます。 
 その後、二次判定として保健、医療、福祉
の専門家により構成される「介護認定審査
会」において、訪問調査内容と主治医意見書
を審査し、公平、公正のもと、介護認定が行
われております。 
 ご意見の主旨を踏まえ、今後も不安がない
よう努めてまいります。 

C 

25 

 利用料について２割負担の対象に
なる人に対しては、市としての軽減
をはかって下さい。 

国では、平成２７年８月から、一定所得者
の負担割合の見直しを実施する予定でありま
す。６５歳以上の被保険者のうち、合計所得
金額が１６０万円以上の方（単身者で年金収
入のみの場合、２８０万円以上）が、２割負
担となります。ただし、年金以外の収入を中
心としている場合や世帯としての負担能力が
低い場合については、「年金収入とその他の
合計所得金額」の合計が単身で２８０万円、
２人以上の世帯で３４６万円未満であれば、
現行どおり１割負担となります。 
 市といたしましては、適正な判定に基づく
制度運営に努めてまいりますが、独自な軽減
措置の実施は、困難と考えております。 

D 

26 
 保険料の引き上げはしないで下さ
い。更に利用料もとられるので安く
して下さい。 

（連番４と同様） C 

27 

 地域包括支援センターの充実・介
護予防についての指導・体力づくり
など高齢者に対して細かい指導支援
をお願いいたします。 

第５章第１節に記載のとおり、高齢者に対
する支援体制を進める上では、地域包括支援
センターの役割が重要であると考えておりま
す。今後さらに、関係機関、団体等と連携
し、介護予防についての取り組みを進めてま
いります。 

B 

28 

 高齢者の足の確保について循環バ
ス、タクシー利用制度、冬道につい
ての除雪の配慮等、今後益々高齢化
に伴って様々な点での見直しをよろ
しくお願いいたします。 

今後、一層進行する見込みである高齢化社
会において、施策の持続可能性にも配慮する
中で、他の個別施策とともに検討すべきもの
と考えます。 

E 

※１ 提出いただきましたご意見は、できるかぎり原文のとおり掲載しております。 

※２ 募集期間を過ぎて提出されたご意見は、参考受理とさせていただきます。 
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２ 江別市介護保険事業計画策定等委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 江別市における介護保険事業の円滑な実施を確保すること等を目的として、江別

市介護保険事業計画策定等委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。 

(１) 市介護保険事業計画の見直しに関する事項 

(２) 市高齢者保健福祉計画の見直しに関する事項 

(３) 前２号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する委員20名以内をもって組織す

る。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 ２名以内 

(２) 保健医療関係団体 ２名以内 

(３) 福祉関係団体 ５名以内 

(４) 各種団体等 ３名以内 

(５) 市内において保健・医療・福祉の実務に携わる者 ３名以内 

(６) 公募によって選ばれた市民 ５名以内 

３ 委員の任期は、各期事業計画開始の前年度末日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１名ずつ置く。 

２ 委員長は、委員の互選により決定する。 

３ 副委員長は、委員長の指名により決定する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（部会） 

第５条 委員会は、第２条各号に掲げる事項を協議するために、必要に応じて次の部会を

設置することができる。 

部会名 協議事項 

評価部会 市高齢者総合計画に定める各種施策の進捗状況の評価に 

関する事項 

ワーキング部会 市高齢者総合計画の素案の作成に必要な調査及び研究に 

関する事項 

２ それぞれの部会に属する委員は、委員長の指名により決定する。 

３ それぞれの部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員の中から互選により決

定する。 
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（招集） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、部会は部会長が招集する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部において行う。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成10年11月16日から施行する。 

附 則（平成13年10月１日） 

この要綱は、平成13年10月１日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日） 

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年８月29日） 

この要綱は、平成19年８月29日から施行する。 

附 則（平成22年８月23日） 

（施行期日） 

この要綱は、平成22年８月23日から施行する。 

（江別市高齢者保健福祉計画等評価委員会設置要綱の廃止） 

２ 江別市高齢者保健福祉計画等評価委員会設置要綱（平成１３年３月１日市長決裁は、廃止

する。 

（江別市高齢者総合計画策定事務ワーキンググループ設置要綱の廃止） 

３ 江別市高齢者総合計画策定事務ワーキンググループ設置要綱（平成１７年９月５日市長決

裁）は、廃止する。 

  附 則（平成22年12月14日） 

この要綱は、平成22年12月14日から施行する。 
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３ 江別市介護保険事業計画策定等委員会傍聴要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、江別市介護保険事業計画策定等委員会（以下「委員会」という。）の傍

聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（傍聴の手続） 

第２条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴者受

付簿（個人用）（様式１号）に記入し、委員長の許可を受けなければならない。 

２ 傍聴者が団体の場合は、代表者又は責任者がその団体の名称、人員、自己の住所及び年齢

を傍聴者受付簿（団体用）（様式第２号）に記入し、委員長の許可を受けなければならない。 

 

（傍聴証の交付及び返還） 

第３条 傍聴証（様式３号）は、委員会の開催ごとに交付する。 

２ 傍聴証の交付を受けた者（以下「傍聴者」という。）は、当該委員会が終わったときは返

還しなければならない。 

 

（傍聴者数の制限） 

第４条 委員長は、必要と認めたときは委員会の傍聴者数を制限することができる。 

 

（傍聴に入ることができない者） 

第５条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者。 

(2) 酒気を帯びている者。 

(3) その他、委員長が傍聴を不適当と認めた者。 

 

（傍聴者が守るべき事項） 

第６条 傍聴者は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。 

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。 

(2) 発言したり、私語、談話及び拍手等をしないこと。 

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。 

(4) 帽子類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を受けたとき 

は、この限りでない。 

(5) その他、会議の妨害となるような行為をしないこと。 

 

（写真等の禁止） 

第７条 傍聴者は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。

ただし、特に委員長の許可を受けた者はこの限りでない。 
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（傍聴者の退場） 

第８条 傍聴者は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは速やかに退場しなけ

ればならない。 

 

（委員長等の指示） 

第９条 傍聴者は、すべて委員長及び係員の指示に従わなければならない。 

 

（違反に対する措置） 

第１０条 傍聴者がこの要綱に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わない

ときは、これを退場させることができる。 

 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１１年３月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１１月２６日から施行する。 
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４ 江別市介護保険事業計画策定等委員会委員名簿 

【任期 平成２５年１０月１７日から平成２７年３月３１日まで】  《敬称略》 

区 分 氏名 選出団体等 備 考 

市民代表 

五十嵐 祐子 一 般 公 募 ワーキング部会 

小野寺 さゆみ 一 般 公 募   

加藤 高一郎 一 般 公 募   

中井 和夫 一 般 公 募 評価部会 

中川路 朋子 一 般 公 募   

学識経験者 

加藤 喜久子 
【副委員長】 

北海道情報大学 
医療情報学部教授 

評価部会 

吉田 修大 
北翔大学 
人間福祉学部准教授 

  

保健医療 
関係団体 

内藤 貴文 
一般社団法人江別医師会 
理事 

  

後村 純子 
一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団 
江別訪問看護ステーション所長 

ワーキング部会 

福祉関係 
団  体 

奥山 邦勝 
江別市民生委員児童委員連絡協議会 
大麻東地区民児協会長 

  

亀  勇 
江別身体障害者福祉協会 
副会長 

  

鈴木 進 
江別市高齢者クラブ連合会 
副会長 

ワーキング部会 

玉谷 一二 
社会福祉法人江別市社会福祉協議会 
事務局次長 

評価部会 
平成26年11月～ 

鈴木 誠 
社会福祉法人江別市社会福祉協議会 
常務理事兼事務局長 

評価部会 
平成26年４月～10月 

北口 彰 
社会福祉法人江別市社会福祉協議会 
常務理事兼事務局長 

評価部会 
～平成26年３月 

中田 悦子 
江別認知症の人の家族を支える会 
家族の集い部 部長 

ワーキング部会 

各種団体 

蛯名 悦子 
江別市女性団体協議会 
会長 

評価部会 

大瀧 孝 
江別市自治会連絡協議会 
理事 

  

工藤 祐三 
【委員長】 

江別市ボランティア団体連絡会 
会長 

  

保健・医療・ 
福祉の実務に 
携わる者 

塚田 崇 
江別通所部会 
幹事 

  

中山 稚之 
地域包括支援センター 
健康会法人本部江別エリアマネジャー 

ワーキング部会 

吉谷 敬 
江別市民間社会福祉施設連絡協議会 
特別養護老人ホーム夢あかり施設長 

評価部会 
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５ 江別市介護保険事業計画策定にかかる審議過程 

 

開 催 日 開 催 内 容 

平成25年10月17日 

    

 

 

 

平成25年10月17日 

 

 

平成25年10月17日 

 

 

平成25年11月6日 

 

 

平成25年11月27日 

 

 

 

平成26年1月15日 

 

 

平成26年2月20日 

 

 

平成26年2月25日 

 

 

平成26年3月18日 

 

 

平成26年5月26日 

 

 

平成26年7月1日 

 

 

平成26年8月12日 

 

 

平成26年8月27日 

 

 

平成26年9月1日 

 

 

 

第１回 策定等委員会 

 委員長の選出、副委員長の指名 

 計画策定の概要について報告 

 部会の設置、実態調査について協議 

 

第１回 ワーキング部会 

 部会長の選出 

 

第１回 評価部会 

 部会長の選出 

 

第２回 ワーキング部会 

 実態調査方法、実態調査対象者数、調査票の内容について協議 

 

第３回 ワーキング部会 

 実態調査（案）について協議 

 実態調査の委託発注について報告 

 

第４回 ワーキング部会 

 実態調査の分析方針及び集計方法について協議 

 

第５回 ワーキング部会 

 実態調査の集計結果について協議 

 

第２回 策定等委員会 

 実態調査の集計結果について報告 

 

第６回 ワーキング部会 

 実態調査報告書の編集について協議 

 

第７回 ワーキング部会 

 実態調査報告書について報告 

 

第３回 策定等委員会 

 実態調査報告書の結果について報告 

 

第２回 評価部会 

 高齢者総合計画に関する評価報告書の原案について協議 

 

第３回 評価部会 

 高齢者総合計画に関する評価報告書（案）の掲載内容について協議 

 

第４回 策定等委員会 

 高齢者総合計画に関する評価報告書作成について報告 

 高齢者総合計画の構成案について協議 
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開 催 日 開 催 内 容 

平成26年9月26日 

 

 

平成26年10月7日 

 

 

平成26年10月30日 

 

 

平成26年11月18日 

 

 

平成26年12月10日 

 

 

 

平成26年12月16日 

 

 

 

平成27年2月5日 

 

 

 

平成27年2月9日 

 

 

 

平成27年2月24日 

 

 

平成27年3月10日 

 

 

第８回 ワーキング部会 

 高齢者総合計画（総論）について協議 

 

第５回 策定等委員会 

 高齢者総合計画（総論）について協議 

 

第９回 ワーキング部会 

 高齢者総合計画（各論）の骨子について協議 

 

第10回 ワーキング部会 

 高齢者総合計画（各論）の新しい総合事業について協議 

 

第11回 ワーキング部会 

高齢者総合計画（素案）の全体内容の協議及びパブリックコメント

の実施についての報告 

 

第６回 策定等委員会 

 高齢者総合計画（素案）の全体内容の協議及びパブリックコメント

の実施についての報告 

 

第12回 ワーキング部会 

 高齢者総合計画（素案）のパブリックコメント結果と介護保険料に

ついて協議 

 

第７回 策定等委員会 

 高齢者総合計画（素案）のパブリックコメント結果と介護保険料に

ついて協議 

 

第13回 ワーキング部会 

 高齢者総合計画の最終案について協議 

 

第８回 策定等委員会 

 高齢者総合計画の最終案について協議 
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６ 用語解説 

本計画の記載内容のうち、主に介護に関連した用語の解説は以下のとおりです。 

 

《か行》 

介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員（（（（ケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャー））））    

要介護又は要支援と認定された利用者からの相談に応じ、利用者がその心身の状況などに応じて適

切な介護サービスを利用できるよう、市町村や介護サービス事業者、施設などとの連絡調整を行う専

門職。利用者が自立した日常生活を送るために必要となる援助に関する専門的知識と技術を持つもの

として、介護支援専門員証が交付されています。 

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    

通院が困難な要支援者に対し、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、介護予防

（生活機能の維持、向上、改善、悪化の防止）を目的とした療養上の管理や指導を行います。 

介護予防支援介護予防支援介護予防支援介護予防支援    

地域包括支援センターにおいて、介護予防に資する適切な介護予防サービス計画（介護予防ケアプ

ラン）の作成や、介護予防サービス事業所との連絡調整などを行います。 

介護予防住宅改修介護予防住宅改修介護予防住宅改修介護予防住宅改修    

要支援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、手すりの取付けや段差解消のた

めのスロープの設置、滑り防止のための床材の変更などの改修を行った場合、住宅改修費の一部が支

給されます。 

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    

要支援者に対し、地域において在宅での生活継続を支援するために、「通い」を中心として、利用

者の様態や希望に応じた「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供します。 

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（（（（ショートステイショートステイショートステイショートステイ））））    

介護老人福祉施設などに短期間入所している要支援者に対し、介護予防を目的とした日常生活上の

支援や機能訓練などを行います。 

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（（（（ショートステイショートステイショートステイショートステイ））））    

介護老人保健施設などに短期間入所している要支援者に対し、医療上のケアのほか、介護予防を目

的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 

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（（（（デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス））））    

デイサービスセンター（通所介護施設）において、要支援者に対し、食事、入浴などの日常生活上

の支援や、個人の目標に合わせた運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などに向けた支援を行いま

す。 

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（（（（デイケアデイケアデイケアデイケア））））    

医療施設や介護老人保健施設などにおいて、要支援者に対し、日常生活上の支援やリハビリテー

ションを行うほか、個人の目標に合わせた運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などに向けた支援

を行います。 

介護予防特定施設入居者生活介護介護予防特定施設入居者生活介護介護予防特定施設入居者生活介護介護予防特定施設入居者生活介護    

有料老人ホームなどに入所している要支援者に対し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介

護を行います。 
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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（（（（グループホームグループホームグループホームグループホーム））））    

認知症の症状がある要支援者が少人数の家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフから食事、入浴、排

泄などの日常生活の支援やリハビリテーションを受けながら共同生活をします。(要支援２の方のみ

利用することができます。) 

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（（（（デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス））））    

認知症の症状がある要支援者に対し、専門的なケアを提供するデイサービスセンター(通所介護施

設)において、食事や入浴の世話、日常動作の訓練などを行います。 

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    

要支援者が日常生活上において、介護予防に資するための福祉用具を貸与します。 

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    

訪問介護員（ホームヘルパー）が要支援者の居宅を訪問し、食事、入浴、排泄、家事援助など自力

では困難な行為について支援します。 

介護予防訪問看護介護予防訪問看護介護予防訪問看護介護予防訪問看護    

医師の指示に基づき、看護師等が要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や

診療の補助を行います。また、医師、関係機関と連携し、在宅ケアサービスの提案を行います。 

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    

感染症などの理由から、施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、要支援者の居宅を

訪問し、入浴介護を行います。 

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    

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が、要支援者の居宅において、心身の機能の維持

回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。 

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（（（（療養型病床療養型病床療養型病床療養型病床））））    

長期療養が必要な方へ、医学的な管理のもとでの介護や機能回復訓練などを行います。 

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（（（（特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム））））    

常に介護を必要とし、在宅での生活が困難な方に対し、日常生活上の世話や介護を行います。 

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（（（（老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設））））    

医学的管理のもとに、日常生活上の支援や在宅復帰ができるよう、リハビリテーションを中心とし

た介護を行います。 

居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援    

居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護を必要とする人に合った介護サービス計画（ケア

プラン）の作成や、介護サービス事業者との連絡調整などを行います。 

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    

通院が困難な要介護者に対し、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の

管理や指導を行います。 
 

《さ行》 

社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士    

社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたソーシャルワーク専門職の国家資格。社会福祉士

の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の

障害があること、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者の福祉に関する相談に

応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいいます。 
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住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修    

要介護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、手すりの取付けや段差解消のた

めのスロープの設置、滑り防止のための床材の変更などの改修を行った場合、住宅改修費の一部が支

給されます。 

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    

要介護者に対し、地域において在宅での生活継続を支援するために、「通い」を中心として、利用

者の様態や希望に応じた「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供します。 

 

《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（（（（ショートステイショートステイショートステイショートステイ））））    

介護老人福祉施設などに短期間入所している要介護者に対し、食事、入浴、排泄等の介護、その他

の日常生活上の世話や機能訓練などを行います。 

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（（（（ショートステイショートステイショートステイショートステイ））））    

介護老人保健施設などに短期間入所している要介護者に対し、医療上のケアのほか、食事、入浴、

排泄等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練などを行います。 

地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業    

介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態になった場合にお

いても、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に支援することを目的と

した事業です。「介護予防事業」（「介護予防・日常生活支援総合事業」）「包括的支援事業」「任意事

業」で構成されています。 

地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議    

地域包括ケアシステムの実現に向けた手法のこと。具体的には地域包括支援センターや市が主催

し、医療、介護など地域の多職種が協働して高齢者の個別課題や地域にある課題等を分析し、課題の

解決に必要な資源開発や地域づくりを検討し、高齢者保健福祉計画への反映などの政策形成につなげ

ることを想定しています。 

地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム    

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるような、地域の包括的な支援・サービス提供体制のことを

いいます。 

地域包括地域包括地域包括地域包括支援支援支援支援センターセンターセンターセンター    

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防

の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的と

し、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。 

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（（（（小規模特養小規模特養小規模特養小規模特養ホームホームホームホーム））））    

定員29名以下の小規模な特別養護老人ホームにおいて、要介護者に対し、日常生活上の世話や介護

を行います。 

地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型（（（（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    

地域密着型（介護予防）サービスは、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体系です。原則、江別市被保険者に限定さ

れたサービスであり、市が事業者の指定や監督を行います。 
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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（（（（有料老人有料老人有料老人有料老人ホームホームホームホームなどなどなどなど））））    

定員29名以下の小規模な有料老人ホームなどにおいて、要介護者に対し、食事、入浴などの介護、

その他の日常生活上の世話、機能訓練などを行います。 

通所介護通所介護通所介護通所介護（（（（デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス））））    

デイサービスセンター（通所介護施設）において、要介護者に対し、食事、入浴の世話、日常動作

の訓練やレクリエーションを行います。 

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（（（（デイケアデイケアデイケアデイケア））））    

医療施設や介護老人保健施設などにおいて、要介護者に対し、理学療法士や作業療法士等の指導に

よる機能回復のためのリハビリテーションを行います。 

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    

訪問介護と訪問看護が一体的に連携しながら、定期的な巡回と随時の対応を24時間行います。 

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    

要支援者が指定特定福祉用具販売事業所から、介護予防に資する福祉用具のうち、貸与になじまな

い入浴や排泄のための福祉用具を購入した場合、購入費の一部が支給されます。 

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    

有料老人ホームなどに入所している要介護者に対し、食事、入浴などの介護、その他日常生活上の

世話や機能訓練などを行います。 

特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護特定入所者介護サービスサービスサービスサービス費費費費    

介護保険施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む）や短期入所サービスを利用した際に、低所得

者の要件を満たした場合、食費、居住費（滞在費）が減額されます。 

特定福祉用具購入特定福祉用具購入特定福祉用具購入特定福祉用具購入    

要介護者が指定特定福祉用具販売事業所から、貸与になじまない入浴や排泄のための福祉用具を購

入した場合、購入費の一部が支給されます。 

 

《な行》 

日常生活圏域日常生活圏域日常生活圏域日常生活圏域    

住民が日常生活を営む地域として、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の状況等を総合的に勘案して定める際の単位です。 

任意事業任意事業任意事業任意事業    

地域支援事業の１つです。介護保険法の趣旨に沿って市町村が独自に取り組む事業です。 

認知症認知症認知症認知症ケアパスケアパスケアパスケアパス    

認知症高齢者の意思を尊重し、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認

知症を発症した時から進行する生活機能障害に合わせて、いつ、どこで、どのような医療や介護サー

ビスを受ければよいかがわかり、状態に応じた適切なサービスの流れを体系的に整理したものです。 

認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター    

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者のことです。 

認知症初期集中支援認知症初期集中支援認知症初期集中支援認知症初期集中支援チームチームチームチーム    

初期の段階で医療と介護との連携のもと、認知症の人やその家族に対して個別の訪問を行い、適切

な支援を行うものです。 
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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（（（（グループホームグループホームグループホームグループホーム））））    

認知症の症状がある要介護者が少人数の家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフから食事、入浴、排

泄などの日常生活の支援やリハビリテーションを受けながら共同生活をします。  

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（（（（デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス））））    

認知症の症状がある要介護者に対し、専門的なケアを提供するデイサービスセンター(通所介護施

設)において、食事や入浴の世話、日常動作の訓練などを行います。 

認知症地域支援推進員認知症地域支援推進員認知症地域支援推進員認知症地域支援推進員    

認知症の人やその家族が、状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、相談に応じるととも

に、地域包括支援センターや認知症疾患医療センター等の専門医療機関、介護サービス事業所や地域

の関係者との連携支援を行います。 

 

《は行》 

徘徊高齢者徘徊高齢者徘徊高齢者徘徊高齢者SOSSOSSOSSOSネットワークネットワークネットワークネットワーク    

警察署に捜索依頼のあった徘徊により行方不明となった高齢者の情報を、 家族の申し入れによ

り、警察経由で捜索協力関係機関（JR・バス会社・タクシー会社・消防など）へ提供し、発見に協力

するシステムです。 

避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者    

障がいをお持ちの方や単身でお住まいの高齢の方、要介護３以上の認定を受けている方など災害時

に自力での避難が困難な方。 

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    

利用者の居宅への訪問、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供さ

れる食事、入浴、排泄などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえ

で必要となるサービスや機能訓練をいいます。 

福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与    

要介護者が日常生活上の便宜を図り、機能訓練に資するための福祉用具を貸与します。 

包括的支援事業包括的支援事業包括的支援事業包括的支援事業    

地域支援事業の１つ。介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括

的・継続的ケアマネジメント支援業務の４つの業務で構成されています。これらの事業は、地域包括

支援センターが市町村から一括して委託を受けて実施しています。平成27年４月の制度改正により、

在宅医療・介護連携の推進、認知症対策の推進、生活支援サービスの体制整備といったメニューの充

実が図られます。 

訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護    

訪問介護員（ホームヘルパー）が要介護者の居宅を訪問し、食事、入浴、排泄等の介護や、炊事、

掃除、洗濯等の日常生活上の世話を行います。 

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護    

医師の指示に基づき、看護師等が要介護者の居宅を訪問し、病状の視察、療養上の世話や診療の補

助を行います。また、医師、関係機関と連携し、在宅ケアサービスの提案を行います。 

訪問入浴介護訪問入浴介護訪問入浴介護訪問入浴介護    

要介護者の居宅を訪問し、移動入浴車などで浴槽を提供して、全身浴・部分浴(洗髪など)または、

清拭による入浴の介助を行います。 
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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    

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が、要介護者の居宅において、心身の機能の維持

回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。 

 

《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    

夜間の、定期的な巡回や利用者からの連絡によって、利用者の居宅を訪問して行われる食事、入

浴、排泄などの介護、その他の日常生活を送るうえで必要となるサービスなどを行います。 

有料老人有料老人有料老人有料老人ホームホームホームホーム    

有料老人ホームは、老人福祉法に、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の

提供又はその他の日常生活上必要な便宜等の供与（他に委託して供与する場合及び将来において供与

することを約する場合を含む。）をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人

共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」と規定されている施設で

す。特別養護老人ホームなどとは異なり、実態として株式会社等の民間事業者が主体となって設置・

運営します。 

 

 

  


