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１ 長浜市高齢者保健福祉審議会提言書 

令和３年２月１日 

 

長浜市長 藤 井  勇 治 様 

 

長浜市高齢者保健福祉審議会   

会 長  畑 野 秀 樹   

 

 

「第８期ゴールドプランながはま２１」（案）の提出について 

（長浜市高齢者保健福祉計画・長浜市介護保険事業計画） 

 

 

令和２年 10 月現在の長浜市の総人口に占める 65 歳以上人口の割合は 28.3％となり、およそ 3.5 人

に１人は高齢者という超高齢社会となっています。令和７年（2025 年）には、「団塊の世代」と言われ

る人口の多い世代が、介護のニーズが高まる 75歳以上（後期高齢者）となり、医療・介護の需要がます

ます高まっていきます。 

令和 22年（2040年）には、いわゆる「団塊ジュニア世代」が 65歳以上となり、現役世代である生産

年齢人口（15歳以上 65歳未満）が減少することが推計されています。一方で、増加する高齢者のうち、

約８割は要介護の認定を受けていない元気な高齢者の方々です。超高齢社会を迎えても活力ある地域社

会を維持していくためには、豊かな経験と知恵を持っている高齢者が活躍できる場を充実していくこと

が必要であります。また、活動意欲のある元気な高齢者の叡智を借りて、支援の必要な高齢者を支える

仕組みを構築していくことが重要であると考えます。 

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるためには、介護サービスの充実だけでなく、身近

な地域での支援や住民の支え合い体制がより重要となってきます。今後は、高齢者のみならず、しょう

がい者、子ども等すべての人々が、制度・分野の枠組みや「支える側」「支えられる側」という関係性を

越え、助け合いながら暮らしていく「地域共生社会」の実現を目指していくことも必要となります。 

さて、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして平成 12年(2000年)に創設された介護保険制度は、

開始から 20 年が経過し、３年に１度の大きな改正等を踏まえ、確実に定着、発展してきました。この

間、介護サービス利用者の増加により介護給付費は増大し、全国では制度創設時の約３倍の 11 兆円規

模となりました。この増大は、介護保険料の上昇に繋がっており、今後の更なる高齢化の進展により、

引き続き上昇が見込まれます。 

国においては、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることを可能とするために医療、介護、予防、

住まい、生活支援サービスが包括的に確保される地域包括ケアシステムを深化・推進するため、「地域

包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（「地域包括ケア強化法」）が平

成 29年 6月に成立し、現在まで推し進められています。 

また、令和元年には「認知症施策推進大綱」として、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望

を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予

防」を車の両輪とした施策を推進していくことを基本的な考え方としてとりまとめられました。 
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長浜市では、第 7期計画において、生活支援体制整備事業や地域ケア会議の充実、介護・福祉人材の

確保の取り組みなどを進めてこられました。しかしながら、今後の高齢化の進展や現役世代の減少を踏

まえると、介護サービスを必要とする人の増加や介護を担う人材の減少が見込まれます。 

これらの課題に対応するためには、地域ぐるみでの健康づくりと介護予防の取組の推進、地域包括支

援センターによる身近な地域での総合的な相談・支援体制の整備、住民・事業者・行政が一体となって

高齢者の生活を支える地域づくり、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり、必要とする介護サ

ービスを提供するための介護・福祉人材の確保・定着・育成に向けた施策の推進、健全で持続可能な介

護保険事業運営の推進について、より一層、重点的に取り組んでいくことが必要となります。 

このような中、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、令和２年 1月に日本国内で初めての感染

者が発生して以降、感染者が増加しています。この感染症は、高齢者や基礎疾患を有する人で重症化す

るリスクが高いとされ、施設の休業や利用控えが見受けられました。また、外出自粛要請により地域の

通いの場の活動も一旦中止となり、地域での交流や運動ができなくなりました。 

介護サービスは、利用者やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、地域での交流や見

守りは介護予防に資する大切な活動です。感染症や災害が発生した場合であっても、国の指針に則りな

がら感染症予防対策を講じ、安定した継続的なサービスが提供されることや地域での交流を継続してい

くことが大切になります。 

以上これらの課題と、社会構造の変化、地域コミュニティの変容、社会保障政策の改革の進行、高齢

者を取り巻く環境を踏まえ、このたび「長浜市高齢者保健福祉審議会」として、第８期となる「ゴール

ドプランながはま２１（高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画）」の作成にあたり、幅広い視点か

ら多くの議論を重ね、ここに計画案をとりまとめました。 

つきましては、本案を踏まえ、「みんなで支え合い いきいきと暮らせる あたたかな長寿福祉のまち」

を目指し、2025 年また 2040 年をも見通した中長期の視野に立ち、地域包括ケアシステムの一層の推進

や認知症のある人が地域において自立した生活を継続できるよう支援体制の整備の推進を強く意識し

て市政運営を行っていただくようお願い申しあげます。 
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２ 長浜市高齢者保健福祉審議会 

（１）長浜市附属機関設置条例（抄） 

（平成 25 年９月 30 日条例第 27 号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、附属機関の設置等に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（附属機関の設置等） 

第２条 市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関として、それぞれ同表附属機関の欄

に掲げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の所掌する事務は、別表所掌事務の欄に掲げるとおりとする。 

３ 附属機関の委員（次条に規定する専門委員その他の臨時の委員を除く。）の定数は、別表委員

の定数の欄に掲げるとおりとする。 

（専門委員等） 

第３条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、専門委員その他の臨時の委員を置くことが

できる。 

（部会等） 

第４条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、部会その他の合議制の組織を置くことがで

きる。 

（委員の守秘義務） 

第５条 附属機関の委員（第３条に規定する専門委員その他の臨時の委員を含む。）は、職務上知

り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関

の属する執行機関が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年10月１日から施行する。 

（長浜市特別職報酬等審議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (３) 長浜市高齢者保健福祉審議会条例（平成18年長浜市条例第124号） 

（経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定による附属機関及びその委員その他の構成

員は、この条例の規定による相当の附属機関及びその委員その他の構成員となり、同一性をもっ

て存続するものとする。この条例の施行の際市長又は教育委員会が定めるところにより置かれて

いる委員会その他の合議制の機関及びその委員その他の構成員についても、同様とする。 

４ 附則第２項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定による附属機関に係る諮問、答申その

他の行為は、この条例の規定による相当の附属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前

項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様

とする。 

別表（第２条関係）  

執行機関 附属機関 所掌事務 委員の定数 

市長 長 浜 市 高

齢 者 保 健

福 祉 審 議

会 

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に規定する老

人福祉計画及び介護保険法（平成９年法律第123号）第117条

に規定する介護保険事業計画の策定、総合的な長寿社会対策

の推進並びに介護保険事業の健全かつ安定した運営に関し必

要な事項を調査審議すること。 

24人以内 
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（２）長浜市高齢者保健福祉審議会規則 

 （平成25年10月１日規則第74号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長浜市附属機関設置条例（平成25年長浜市条例第27号）第６条の規定に基づ

き、長浜市高齢者保健福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織、運営その他必要な事項に

ついて定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 長浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する審議会の所掌する事務の細目について

は、次に掲げるものとする。 

(１) 長浜市介護保険事業計画の検討に関すること。 

(２) 長浜市高齢者保健福祉計画の検討に関すること。 

(３) 長浜市介護保険事業の運営に関すること。 

(４) その他長寿社会対策に関し市長が必要と認めること。 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。この場合において、委員の性

別構成は、男女いずれも委員の総数の10分の４以上とすることに努めるものとする。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 保健医療関係者 

(３) 福祉関係者 

(４) 被保険者代表（公募により市長が選任した者を含む。） 

(５) 費用負担関係者 

(６) 行政関係者 

(７) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 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５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長が選出されて

いないときは、会議の招集は市長が行う。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（委員会及び部会） 

第６条 条例第４条の規定に基づき、審議会に次に掲げる組織を置く。 

(１) 長浜市地域密着型サービス運営委員会 

(２) 長浜市支え合いの地域づくり推進委員会 

(３) 審議会において設置することを必要と認めた部会 

２ 前項各号に掲げる組織の委員は、第３条第１項の規定により委嘱若しくは任命された委員又は条例

第３条に規定する専門委員その他の臨時の委員のうちから会長が指名する。 

３ 第１項第３号に規定する部会の組織、運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 
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（地域密着型サービス運営委員会） 

第７条 長浜市地域密着型サービス運営委員会（以下「密着委員会」という。）の所掌する事務は、次

に掲げるものとする。 

(１) 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第14項に規定する地域密着型

サービス事業及び法第８条の２第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業（以下「地域

密着型サービス事業等」という。）を行う事業者の選考に関すること。 

(２) 地域密着型サービス事業等を行う事業者の指定、指定の拒否及び指定の取消しに関すること。 

(３) 地域密着型サービス事業等に係る事業者の指定基準及び費用の額に関すること。 

(４) 地域密着型サービス事業等の実施状況の評価に関すること。 

(５) その他地域密着型サービス事業等の適正な運営に関し市長が必要と認めること。 

２ 密着委員会の委員は、10人以内とし、市長が委嘱又は任命する。 

３ 密着委員会に委員長を置き、委員長は、密着委員会の委員の互選により定める。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、密着委員会の委員のうちからあらかじめ委

員長が指名する者がその職務を代理する。 

５ 第５条の規定は、密着委員会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあ

るのは「密着委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、「委員」とあるのは「密着委員会の委員」

と読み替えるものとする。 

６ 密着委員会の委員の利害に関する事項の審議を行う場合は、密着委員会の決定により、当該委員を

審議に参加させないものとする。 

７ 第１項第１号及び第２号に規定する事務を議事とする密着委員会の会議は、非公開とする。 

８ 審議会は、密着委員会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

（支え合いの地域づくり推進委員会） 

第７条の２ 長浜市支え合いの地域づくり推進委員会（以下「支え合い委員会」という。）の所掌する事

務は、次に掲げるものとする。 

(１) 法第 115条の 45第２項第５号に規定する事業（以下「生活支援体制整備事業」という。）に関

して、市域全体の法第 115条の 45に規定する事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」と

いう。）の推進方策について検討を行うこと。 

(２) 生活支援体制整備事業に関わる多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等を

推進するため、情報共有及び連携強化を行うこと。 

(３) その他介護予防・日常生活支援総合事業の体制整備に関し必要な事項 

２ 支え合い委員会の委員は、20人以内とし、市長が委嘱又は任命する。 

３ 前条第３項から第６項まで及び第８項の規定は、支え合い委員会の会議について準用する。この場

合において、「密着委員会」とあるのは、「支え合い委員会」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉介護課において処理する。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年４月１日規則第59号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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(３）長浜市高齢者保健福祉審議会委員名簿 

（任期：令和元年８月１日から令和４年７月 31 日まで）＜敬称略＞ 
№ 種 別 所属団体等 氏 名 備 考 

１ 
学識経験者 

敦賀市立看護大学 畑 野  相 子 副会長 

２ 滋賀県立長浜北星高等学校 松 井  秀 徳  

３ 

保健医療 

関係者 

(社)湖北医師会 畑 野  秀 樹 会長、密着委、支合委 

４ (社)湖北歯科医師会 川 﨑  傳 男  

５ (社)湖北薬剤師会 
久 留 島 文 治 Ｒ2.6.25 まで 

大 森  徹 也 Ｒ2.6.26 から 

６ 長浜市健康推進員協議会 
荒 田 喜 美 子 支合委 Ｒ2.4.16 まで 

横 井  明 子 支合委 Ｒ2.4.17 から 

７ 

福祉関係者 

長浜市民生委員児童委員協議会 
吉 村 三 津 子 

副会長、密着委、支合委員長 

Ｒ元.11.30 まで 

川 﨑  昊 支合委 Ｒ元.12.1 から 

８ (公社)滋賀県社会福祉士会 中 村  真 理  

９ (福)長浜市社会福祉協議会 横 井  弘 隆 密着委員長 

10 長浜市ボランティア連絡協議会 
大 谷  智 子 支合委 Ｒ2.6.29 まで 

野 村  一 成 支合委 Ｒ2.6.30 から 

11 
湖北地域介護サービス事業者協議会 

山 岡  健 一 密着委 

12 有 村  剛  

13 湖北地域介護相談員連絡会 吉 原  聖 美 支合委 

14 湖北認知症の人を支える家族の会いぶきの会 伊 吹  清 栄 密着委、支合委 

15 滋賀県介護・福祉人材センター 
鍔 田  勝 廣 Ｒ2.4.30 まで 

西 川  政 宏 Ｒ2.5.1 から 

16 

被保険者 

代表 

長浜市老人クラブ連合会（第１号被保険者） 五 嶋  治 朗 密着委、支合委 

17 公募委員（第１号被保険者） 鈴 木  浩  

18 公募委員（第１号被保険者） 戸 之 洞 貞 夫 支合委 

19 公募委員（第２号被保険者） 竹 本  美 子 支合委 

20 行政関係者 滋賀県湖北健康福祉事務所 嶋 村  清 志 密着委 

21 その他市長が必

要と認めた者 

長浜市連合自治会 
山 田  栄 作 支合委 Ｒ2.5.25 まで 

堀 内  健 次 支合委 Ｒ2.5.26 から 

22 (公社)長浜市シルバー人材センター 林  多 恵 子 支合委 

 

１ 

専門委員 

大谷大学 山 下  憲 昭 支合委 

２ かんだサポート会 畑 澤 誠 一 郎 支合委 

３ 余呉元気かい 三段﨑 靜子 支合委 

４ 虎姫福祉の会 田 邉 太 美 雄 支合委 

５ 西浅井ふくしの会 安 原  秀 男 支合委員長 

６ (福)長浜市社会福祉協議会 
山 岡  伸 次 支合委 Ｒ2.3.31 まで 

細 江  正 直 支合委 Ｒ2.4.1 から 

７ 
長浜市健康福祉部 

且 本  安 彦 支合委 Ｒ2.3.31 まで 

福 永  武 浩 支合委 Ｒ2.4.1 から 

８ 長 谷 川 隆 浩 密着委 

９ 長浜市健康福祉部高齢福祉介護課 古 川  悦 子 密着委 

注釈：１ 「密着委」…「長浜市地域密着型サービス運営委員会」 

注釈：２ 「支合委」…「長浜市支え合いの地域づくり推進委員会」 
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３ 計画策定の経過 

 

年月日 事  項 内   容 

平成 30 年４月 ◆第７期「ゴールドプラン

ながはま２１」期間開始 

（平成 30～32 年度） 

○高齢者保健福祉審議会（第７期委員） 

（平成 30 年度：会議２回） 

令和元年 

５月７日（火） 

◆庁内会議 ○庁議において計画策定作業着手について報告 

５月 16 日（木） ◆市議会 ○健康福祉常任委員会において計画策定作業着手につい

て報告 

 

８月 29 日（木） 

 

◆第１回高齢者保健福祉審

議会 

○会長・副会長の選出 

○高齢者保健福祉事業の取組について 

○介護保険事業の状況について 

○第７期ゴールドプランながはま２１の分析について 

○第８期ゴールドプランながはま２１の策定について 

（スケジュール、アンケート調査票等） 

 

11 月 14 日（木） 

 

◆第２回高齢者保健福祉審

議会 

○第８期ゴールドプランながはま２１の策定について 

（施策の体系等） 

○介護・福祉人材確保・定着・育成取り組み状況 

○令和２年度の事業展開について 

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について 

 

12 月５日（木） 

～ 

12 月 20 日（金） 

◆高齢者実態調査の実施 ○健康状態や日常生活の状況、高齢者福祉・介護保険に

対する意見等について実態調査を実施 

・調査対象者 

65 歳以上の市民（要介護認定者以外）8,068 件 

・郵送配付・郵送回収 

・回収数 5,214 件（回収率 64.6％） 

 

◆高齢者保健福祉の推進に

関する調査の実施 

○地域で認知症の人とその家族を支え合う体制を構築す

るための調査を実施 

・調査対象者 

①介護支援専門員   158 件 

②医師        188 件 

③訪問看護師・介護職 306 件 

④介護サービス事業所 223 件 

・郵送配付・郵送回収 

・回収数 

①105 件（回収率 66.5％） 

② 71 件（回収率 37.8％） 

③180 件（回収率 58.8％） 

④144 件（回収率 64.6％） 
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年月日 事  項 内   容 

12 月５日（木） 

～ 

令和２年 

４月 20 日(月) 

◆在宅介護実態調査の実施 ○高齢者等の適切な在宅生活の継続及び就労継続の実現

に向けた介護サービスのあり方について実態調査を実

施 

・調査対象者 

在宅で介護を受けている人（家族）563 件 

・認定調査員により要介護認定調査に追加して実施 

 

12 月 19 日（木） ◆庁内会議 ○庁議において計画策定の経過報告 

 

令和２年 

1 月 16 日（木） 

◆市議会 ○健康福祉常任委員会において計画策定の経過報告 

 ・国における議論 

 ・計画の方向性 

 

３月 19 日（木） 

～ 27 日（金） 

◆第３回高齢者保健福祉審

議会（書面会議） 

○各種調査結果について（高齢者実態調査、高齢者保健

福祉に関する調査） 

○地域診断について 

○長浜市の現状について 

 

６月 25 日（木） 

 

◆第４回高齢者保健福祉審

議会 

○第７期ゴールドプランながはま２１の事業評価につい

て 

○第８期ゴールドプランながはま２１の策定について 

（計画骨子、人口・要介護認定者推計、地域分析、保険

料負担割合の設定、地域密着型サービス施設等の整備

方針、訪問等介護サービス確保対策等） 

○長浜市の現状について 

 

７月１日（水） ◆庁内会議 ○庁議において計画策定の経過報告 

 下記と同様 

 

７月 16 日（木） ◆市議会 ○健康福祉常任委員会において計画策定の経過報告 

 ・計画骨子(案)について 

 ・高齢者実態調査の実施結果について 

 ・被保険者数推計及び要介護認定者推計について 

 ・介護給付費の動向について 

 ・介護保険料の負担割合について 

 ・地域密着型サービス施設等の整備について 

 ・本市独自の新たな取組について 

 

８月 27 日（木） 

 

◆第５回高齢者保健福祉審

議会 

○第８期ゴールドプランながはま２１の策定について 

（計画素案等） 

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

○認知症施策について 

○生活支援体制整備事業について 
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年月日 事  項 内   容 

９月 28 日（月） 

～ 

10 月５日（月） 

◆庁内意見照会 ○庁内全部局に向け、計画素案の公表及び意見募集 

・意見件数 13 件（２部署） 

10 月８日（木） ◆県ヒアリング Ⅰ第７期計画の進捗管理に関すること 

○自立支援・重度化防止等の取り組みと目標の進捗管理 

○サービス見込量の進捗管理 

Ⅱ第８期計画作成に関すること 

○現状の把握と分析 

○計画の作成プロセス 

○計画への記載事項 

○保険料の算定   等 

 

10 月 22 日（木） 

 

◆第６回高齢者保健福祉審

議会 

○第８期ゴールドプランながはま２１の策定について 

（計画素案各論、給付見込等） 

 

11 月４日（水） 

 

◆庁内会議 ○庁議においてパブリックコメント実施の報告 

12 月 15 日（火） 

 

◆市議会 ○健康福祉常任委員会においてパブリックコメント実施

の報告 

12 月 16 日（水） 

～ 

令和３年 

１月 15 日（金） 

◆計画（案）公表及び意見

募集（パブリックコメン

ト） 

○第８期ゴールドプランながはま２１（案）の公表及び

市民意見募集 

＜意見提出者 10 人、意見件数 23 件＞ 

・広報ながはまに意見募集案内 

・計画（案）の市ホームページでの掲載と担当課窓

口、情報公開コーナーへの配置 

 

令和３年 

１月 28 日（木） 

 

◆第７回高齢者保健福祉審

議会 

○第８期ゴールドプランながはま２１ (案)について 

○パブリックコメントの結果について 

○介護保険事業計画及び保険料について 

 

２月１日（月） 

 

◆市長へ提言 ○計画案を市長へ提出、策定に対する要請 

 

２月３日（水） 

 

◆庁内会議 ○庁議においてパブリックコメント結果について報告 

 

２月 26 日（金） 

 

◆市議会 ○第８期ゴールドプランながはま２１策定 、介護保険条

例等の改正に関する議案を提出 

 

３月 16 日（火） 

 

◆市議会 ○健康福祉常任委員会において介護保険条例等の改正、

計画策定について説明 

 

３月 24 日（水） 

 

◆策定 ○第８期ゴールドプランながはま２１策定 
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４ 用語説明 

 

あ行 

 

ＩＣＴ〔Information and Communication Technology〕 

情報・通信に関連する技術一般の総称で、多くの場合「情報通信技術」と和訳され、ＩＴ（Information 

Technology 情報技術）と同様の意味で用いられることも多いが、替わる表現として定着しつつある。ネットワ

ーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれ、ＩＴの意味するコンピューター技術に加え、それを使った

コミュニケーションという視点で、情報技術よりも伝達能力という見方であり、知識やデータといった情報を

適切に他者に伝達するための技術という点が強調される。「いつでも・どこでも・何でも・誰でも」簡単にネッ

トワークが利用できる「ユビキタスネット社会」を実現するために、世代や地域を超えたコンピューターの利

活用や、人と人、人とモノを結ぶコミュニケーションが重要視されており、医療、介護・福祉、教育などの公共

分野でのＩＣＴ活用が期待されている。 
 

アセスメント 

課題分析のこと。利用者等の身体・心理的な状態、利用しているサービス、生活環境などの評価を通して生

活状況を整理し、社会生活を送るうえで必要な生活課題を明らかにして、介護支援サービスを実施するための

手段。 
 

一般介護予防事業 

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の一つで、高齢者を年齢や心身の状況によって分け隔てる

ことなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大

していくような地域づくりを推進すること等を目的としている。一般介護予防事業は、介護予防把握事業、介

護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動

支援事業から構成されている。 
 

インクルージョン〔inclusion〕（ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）） 

「社会的に弱い立場にある人々を社会の一員として包み支え合う」という考え方であり、障害者権利条約の

原則の一つとしてあげられている。また、平成 12 年に厚生省（当時）がまとめた「社会的な援護を要する人々

に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」でその推進を提言している。 
 

インフォーマルサービス〔informal service〕 

近隣や地域社会、ボランティア等が行う非公式的な援助のこと。法律等の制度に基づいた福祉、介護等のサ

ービスをフォーマルサービスと呼ぶが、その対語として使われる。インフォーマルサービスは、要援護者の置

かれた環境、状況に応じた柔軟な取組が可能である点が特徴といえる。 
 

運動器 

骨・関節・筋肉・神経などの身体を動かす組織・器官の総称 
 

エンディングノート 

人生の終末期を迎える死に備えて自身の希望を書き留めておくノート。「遺言書」とは違い法的な効力は伴わ

ず、何をどのように書くかは自由である。 
 

か行 

 

介護医療院 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、平成 30 年度に新たに創設された。「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、新たな介

護保険施設。要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する。

病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できる。 
 

介護給付適正化事業 

介護給付の適正化とは、①介護サービスを必要とする者を適切に認定したうえで（要介護認定の適正化）、②

受給者が真に必要とするサービスを（ケアマネジメント等の適正化）、③事業者がルールに従って適切に提供す
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るよう促すこと（事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化）である。介護給付の適正化を図るこ

とは、不適切な給付を削減する一方で、利用者に対する適切な介護サービスを確保することにより、介護保険

の信頼性を高めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制

度の構築に資するものとなる。都道府県では、保険者と一体となって介護給付適正化の取組を促進するため、

考え方や目標等を定めた「介護給付適正化計画」を策定している。 
 

介護サービス情報公表システム 

介護サービス事業者がサービス内容や運営状況等について開示することにより、利用者が事業者を選択する

際の情報として活用することを目的とする。 
 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・各種施設（介護老人福祉施設等）に所属し、要介護（支援）と

認定された人と契約のうえ、心身の状況や抱える問題・課題を分析し、介護計画（ケアプラン）を作成するケ

アマネジメントを行う職業。介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行

う。介護支援専門員は、要介護認定者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技

術を有するものであり、介護サービスの要となることから、その倫理性や質が求められる。 
 

介護相談員 

市長の委嘱を受け、サービス事業所等を訪問し、介護サービスに関する苦情又は相談に応じる。介護サービ

ス利用者の疑問、不満や心配ごとの解消を図るとともに、サービス事業者にサービス提供等に関する提案等を

することにより、介護サービスの質的向上を図ることを目的とする。 
 

介護認定審査会 

介護保険被保険者が要介護又は要支援の状態に該当するか、またどのような程度であるかについて、全国一

律の基準に基づいて審査を行う、地方自治法上の附属機関。医療、保健、福祉に関する学識経験者によって合

議体を構成。認定調査員が訪問し聴き取った内容を全国共通のコンピュータソフトにより介護量として統計的

に算定した一次判定結果と主治医意見書をもとにして申請者の要介護度を審査・判定する。 
 

介護福祉士 

専門的知識と技術をもって、利用者の心身の状況に応じた介護を行ったり、介護の指導を行う専門職。ケア

ワーカー。「社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）」で位置づけられた、社会福祉業務に携わ

る人の国家資格。 
 

介護報酬 

介護サービス提供事業者や介護保険施設が、利用者にサービスを提供した場合、その対価として事業者に支

払われる報酬。単価は単位で示される。 
 

介護保険条例 

介護保険法により市町村条例で定めることとされる事項について、市町村が制定する条例。介護保険料、保

健福祉事業、地域支援事業等、介護保険制度の運営に関して定める。 
 

介護保険法 

社会保険方式として平成９年 12 月に公布。平成 12 年度から施行された。国民の保健医療の向上及び福祉の

増進を図ることを目的とした法律。介護保険による保険給付の対象となるのは、要支援・要介護と認定された

高齢者等の訪問介護、通所介護、短期入所等の利用、特別養護老人ホームや老人保健施設等への入所などであ

る。超高齢社会に備え、①安定した財源の確保、②保険システム導入により各種サービスを利用しやすくする、

③介護サービスにおける民間活力の導入、④老人病院や老人保健施設と特別養護老人ホームとの整合を図る、

等を目的として、介護保険制度が創設された。 
 

介護予防 

高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐこと、あるいは要介護状態であっても、状態がそれ以上に

悪化しないようにすること。高齢者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援する

という介護保険法の理念を徹底する考え方。 
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介護予防ケアマネジメント 

介護予防・生活支援サービス事業の対象者、また、要支援認定者が、介護予防・日常生活支援総合事業によ

るサービスを、本人が自立した生活を送ることができるよう適切に利用するためのプランをいい、地域包括支

援センターの保健師等が行う。また、要支援認定者が介護保険サービスを利用するためのプランも介護予防ケ

アプランといい、指定介護予防支援事業者（地域包括支援センター）が行う。 
 

介護予防・生活支援サービス事業 

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の一つで、①要支援認定者の訪問介護を含む訪問型サービ

ス、②要支援認定者の通所介護を含む通所型サービス、③配食等の生活支援サービス、④介護予防ケアマネジ

メント、から成り立っている。平成 26 年６月の介護保険制度の改革により、地域包括ケアシステムの構築に向

けて地域支援事業の見直しが行われ、平成 29 年４月までに全国でサービスを開始するとされた。 
 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実するこ

とにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援認定者を含めた高齢者に対する効果的かつ効率的な

支援等を可能とすることを目指す事業。平成 26 年の介護保険法の改正により、各保険者が第６期介護保険事業

計画期間中に導入するとされた。介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の中心的事業で、介護予

防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業から成っている。 
 

介護予防把握事業 

住民主体の介護予防活動へつなげるため、本人、家族等からの相談、民生委員等地域住民からの情報提供等

により、閉じこもり等の何らかの支援を要する人を把握する事業。介護予防・生活支援サービス事業の一般介

護予防事業に位置づけられる。 
 

介護予防普及啓発事業 

全ての高齢者に対して、介護予防のための基本的な知識の普及・啓発を図る事業。 
 

介護離職 

高齢の親や家族の介護を理由に、仕事を辞めること。 
 

介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス） 

高齢者の生活状況を考慮し、段差をなくしたり、手すりを設置したりすることで、高齢者が自立した生活が

行えるように工夫した施設（住宅）のこと。入浴・食事提供機能と居住機能をもつ軽費老人ホームである。 
 

介護療養型医療施設 

介護保険施設のひとつ。入院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、医学的管理のもとにおける介護その他の世話、機能訓練など必要な医療を行う。介護療養型医療施設は、

平成 29 年度末までの廃止が予定されていたが、経過措置期間を設けて令和５（2023）年度に廃止される。 
 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護保険施設のひとつ。施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護、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。 
 

介護老人保健施設 

介護保険施設のひとつ。施設サービス計画に基づいて、看護、医療的管理のもとにおける介護及び機能訓練、

その他必要な医療、日常生活上の世話を行う。 
 

かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局 

かかりつけ医とは、特定の疾患の専門医ではなく、日ごろから患者の体質や病歴、健康状態を把握し、診療

行為のほか健康管理上のアドバイスなどもしてくれる身近な医師のこと。常日ごろから患者の状況をくわしく

把握しているので、いざというとき適切に対応し、対応が困難な場合は専門医を紹介してくれる。病気になら

ないための、予防医学という観点からも重要な役割を果たしている。かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局も、

同様に、日ごろから利用者の歯の健康や薬の服用状況などを把握し、相談に応じてくれる。在宅医療・介護連

携の推進などに果たす役割も大きいと考えられている。 
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通いの場 

高齢者が徒歩で通える範囲にある、地域でさまざまなトレーニングや交流などのできる「場所」のこと。地

域づくりによる介護予防も目的としている。 
 

管理栄養士 

厚生労働大臣の免許。管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身

体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに

特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応

じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とす

る者のことを指す。 
 

基本チェックリスト 

生活機能が低下している高齢者を把握するための、生活機能に関する 25 項目の質問票。何らかの支援を必要

として窓口に来た人のうち、65 歳以上の方を対象に実施し、基本チェックリストに該当した、要支援者と要支

援者に相当する状態の人が、介護予防・生活支援サービス事業の対象者となる。 
 

キャラバン・メイト 

認知症サポーター養成講座の講師役を指す。キャラバン・メイトは各自治体事務局と協働で「認知症サポー

ター養成講座」を開催する役割を担っている。 
 

協議体 

市町村が主体となって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置するもの。多様な主体間の情報共

有・協働によって、資源開発等を推進するもので、役割としては、生活支援コーディネーターの組織的な補完、

地域ニーズの把握・情報の見える化の推進、企画・立案・方針策定、地域づくりにおける意識の統一、情報交

換・働きかけの場といったものがある。 

本市では、第２層協議体を小地域協議体として、多職種の協働などに取り組んでいる。 
 

協働 

市民及び市又は市民相互がその役割分担に基づき、相互補完的に対等な立場で協力して行動すること。市内

に居住、勤務、就学する者及び事務所又は事業所を置く事業者並びにまちづくりに関係のある団体（コミュニ

ティ組織、ＮＰＯをはじめとする非営利の公益活動をする団体、ボランティア等の市民活動団体、社会教育関

係団体、ＰＴＡや老人会などのほかさまざまな団体）と行政等、地域で活動する多様な個人や組織とが、共通

の目的のために、お互いに責任と役割分担を自覚して、対等の関係で協力・連携しながら活動すること。 
 

居宅介護支援 

要支援者や要介護者が介護保険制度のサービスを利用する際に、利用者の生活状況、家族環境、利用者の希

望などを勘案し、必要なサービスが適切に提供できるよう居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し居宅生活

を支援するもの。 
 

居住支援法人 

住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮

を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、

賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指

定するもの。 
 

ケアプラン 

要支援・要介護者の身体や精神の状態、生活スタイルや介護サービスを正確に把握し、サービス担当者会議

（ケアカンファレンス）を開催してその内容の検討を行うとともに、介護サービス事業者等、関連機関と連絡

調整を図りながら、作成する介護サービス計画のこと。 
 

ケアマネジメント 

主に高齢者介護の分野で、保健、福祉や医療などのサービスと、それを必要とする人のニーズをつなぐ仕事

のこと。この用語は、日本では平成 12 年４月から導入された介護保険制度により一般的となった。それまで

は、社会福祉学者から「ケースマネジメント」や「ケアマネジメント」、看護学者から「ケアコーディネーショ

ン」と、同様の言葉が乱立し、提案されていたが、それぞれが同様の意味であることから、厚生省（当時）が

「ケアマネジメント」の用語を採用し、その従事者をケアマネジャー（介護支援専門員）と呼ぶようになった。 
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健康運動指導士 

保健医療関係者と連携しつつ、安全で効果的な運動を実施するための運動プログラムの作成及び実践指導計

画の調整等を行う役割を担う専門職。 
 

言語聴覚士〔Speech Language Hearing Therapist;ST〕 

言語・聴覚・嚥下に関するリハビリテーションを行う専門職で、医療機関、特別支援学校等の教育機関、保

健福祉機関等で幅広く活動している。言語聴覚士法に基づく名称独占資格で、言語聴覚療法（音声機能、言語

機能、摂食・嚥下機能、または聴覚にしょうがいのある人に対し、その機能の維持向上を図ることと言語訓練

その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助）を行う。発声をする、会話をする、聞くなどの

機能にしょうがいのある人に対して、訓練や検査などを行い、円滑なコミュニケーションが取れるよう援助す

る役割を担い、嚥下困難、脳卒中による失語症、難聴などとなった高齢者の機能回復に関しても期待されてい

る。 
 

健康寿命 

日常的に介護を必要としないで、心身ともに自立した生活ができる生存期間のこと。ＷＨＯが平成 12 年にこ

の言葉を公表した。平均寿命から介護期間（自立した生活ができない期間）を引いた数が健康寿命になる。＜

参考＞（厚生労働省 平成 27 年市町村別生命表）全国の平均寿命は、男性 80.79歳、女性 87.05 歳、健康寿命

が男性 79.29 歳、女性 83.77 歳。県の平均寿命は男性 81.79 歳、女性 87.62 歳。健康寿命は男性 80.23 年、女

性 84.20 年。 
 

健康推進員 

乳幼児から高齢者まで生涯を通じた市民の健康づくりを目指して地域に根ざした活動をしているボランティ

ア。食生活を改善するための活動、母子保健の推進のための活動、運動を普及するための活動、市の保健事業

への協力、社会福祉・地域福祉に関わる活動、その他健康づくりに関する普及・啓発を行っている。 
 

健康ながはま２１（健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画） 

健康増進計画とは、「健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）」に基づき都道府県及び市町村が策定する計画

で、住民の健康増進の推進に関する施策を定めた計画。食育推進計画とは、「食育基本法（平成 17 年法律第 63

号）」に基づき都道府県及び市町村が策定する計画で、食の面から生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人

間性をはぐくむため、食育に関する施策を定めた計画。「自殺対策計画」とは、「自殺対策基本法（平成 18 年法

律第 85 号）」に基づき都道府県及び市町村が策定する計画で、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

を目指し、自殺対策に関する施策を定めた計画。 

長浜市ではこれら３計画を併せ、健康づくりの全体計画「健康ながはま２１」として、総合的に市民の健康づ

くりを推進している。 
 

権利擁護 

社会的弱者が、さまざまな局面で不利益を被ることがないように、弁護あるいは擁護する制度の総称のこと。 
 

後期高齢者医療 

75 歳以上の人と、65 歳から 74 歳の一定のしょうがいのある人を被保険者とする医療保険制度。被保険者は

所得に応じた保険料を支払い、原則１割の自己負担（現役並み所得者は３割負担）で医療を受けられる。 
 

口腔機能 

咀嚼（そしゃく＝噛む）、嚥下（えんげ＝飲み込む）、会話などの機能。 
 

高齢化社会、高齢社会 

国連等の報告書等で使用されたことがもととなり、一般的な表現となった言葉。「高齢化社会」とは、総人口

に対する高齢者（65 歳以上）人口の占める割合（高齢化率）が高くなり、高齢化しつつある社会のことで、こ

の比率が７％以上の社会をいう。また、「高齢社会」とは、この比率が 14％以上となった社会を指す。 なお、

高齢社会が更に進み、比率が 21％を超えた状態を、一般的に、「超高齢社会」と呼称している。 

 

高齢化率 

総人口に占める高齢者（65 歳以上）人口の割合。 
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高齢者虐待 

家庭内や施設内での高齢者に対する虐待で、「高齢者虐待防止法」では、「身体的虐待」、「介護・世話の放棄・

放任」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」と定義している。 
 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法） 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年法律第 124 号）」は、高齢者

虐待の防止・高齢者の権利利益の擁護を図ることを目的とし、高齢者虐待防止に関する国・地方公共団体の責

務や、虐待を受けた高齢者の保護、養護者の負担軽減の措置等を定めており、平成 18 年４月より施行されてい

る。 
 

高齢者居住安定確保計画 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法。平成 13 年法律第 26 号）」に基づく都道府県が定

める計画。高齢者に係る住宅施策や「都道府県老人福祉計画・介護保険事業支援計画」で定める介護サービス

提供基盤の整備、高齢者の居住に係る施策などの調和を図りつつ、総合的に高齢者の住まいに係る施策を推進

するための計画として策定される。 
 

コーディネーター〔coordinator〕 

仕事の流れを円滑にする調整者のこと。社会福祉の援助においては、他の職種とのチームワークが不可欠で

あり、その際に関係する施設、機関、団体の人たちとの調整が必要となる。 
 

国勢調査 

人口の動態統計を把握するために５年ごとに行われる調査。対象は全国民、全世帯であり、調査事項は世帯

及び世帯員に関するさまざまな事項からなる。国勢調査は、住民登録の有無に関係なく調査年の 10 月 1 日現

在、ふだん住んでいる人すべてを、ふだん住んでいる場所で調査しており、「国勢調査人口」は実際の居住者の

状態に即した人口となっている。 
 

国民健康保険団体連合会 

国民健康保険の診療報酬の審査支払業務や、介護保険の介護報酬の審査支払業務などを行う団体。国保連と

略される。 
 

さ行 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に定められている住宅で、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として、都道府県知事へ登録したものをいう。サービ

スは、少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供することとし、サービス付き高齢者向け住宅として登録

される住宅等の建設・改修に対し、国が直接補助をする。 
 

財政安定化基金 

各市町村の介護事業計画以上に給付費が増大したなど、介護保険財政に不足が生じることとなった場合、市

町村に貸付・交付を行って財政の安定化を図ることを目的として、国、都道府県、市町村が拠出し、都道府県

に設置された基金（積立金）。平成 24 年４月施行の介護保険法の改正により、基金を取り崩し各保険者に交付

することで保険料の上昇を抑制することができるようになった。 

 

作業療法士〔Occupational Therapist;OT〕 

厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法を専門技術とする医学的リハビリテーション技術者に付与される名

称。「理学療法士及び作業療法士法（昭和 40 年法律第 137 号）」により資格、業務等が定められている。作業療

法とは、身体または精神にしょうがいのある人に主としてその応用的動作能力または社会的応用力の回復を図

るため、手芸、工作、その他の作業を訓練として行わせる医学的リハビリテーションのことをいう。 
 

サロン（ふれあいサロン） 

ひとり暮らしや、家の中で過ごしがちな高齢者等と、地域住民、ボランティア等が、自治会館や集会所など

自宅から歩いていける場所で気軽に集い、お話をしたり、健康体操をしたり、一緒に食事をして、楽しく時間

を過ごし、ふれあいを深める憩いの場。参加する高齢者もボランティアも一緒になって、地域で協働して企画
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し活動内容を決めたりするほか、特別なことをしなくても気軽な立ち寄り場所となることで、生きがいづくり・

仲間づくりの輪を広げていく機会として期待される。社会福祉協議会による支援事業もある。 
 

歯科衛生士 

厚生労働大臣から免許を与えられ、歯科予防処置、歯科診療補助、及び歯科保健指導を行う歯科医療職であ

る。 
 

自己負担限度額（利用者負担限度額・利用者負担段階） 

施設入所の場合や、ショートステイ利用時にかかる「食費」と「居住費」は全て自己負担となるが、所得の低

い人には軽減の制度がある。所得や課税の状況から「利用者負担段階」が５段階に設定され、第１段階から第

３段階までの人は、申請により、「食費」と「居住費」が軽減される。各段階に応じて利用者が負担する金額を

「利用者負担限度額」といい、限度額を超えた分は介護保険から支給される。なお、利用者負担は原則１割だ

が、平成 27 年８月から、一定以上の所得のある利用者は２割負担となった。また、平成 29 年８月から、同一

世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている利用者の限度額が引き上げられた。 
 

市民後見人 

親族や専門職による後見人以外に成年後見制度の趣旨と内容を理解し、社会貢献的な精神で後見業務を担う

者として養成された人のこと。また、東京都においては、市民後見人が受任するにあたっては、社会福祉協議

会が監督人を受任することが前提であるとの見解を東京家庭裁判所が示している。後見業務を担うのは約６割

が親族、残りの４割が弁護士等の専門職という状況（成年後見人等は約３割が親族、約６割３分が専門職、約

６分が市民後見人（平成 27 年、内閣府））であるが、親族の方が後見人業務をできない場合があるのと同時に

専門職が不足状態であるため、市民後見人が求められている現状がある。 
 

社会福祉協議会 

社会福祉事業法に基づく社会福祉法人のひとつ。地域社会において、福祉関係者や地域住民が主体となり、

公私関係者の参加・協力を得て、社会福祉と保健衛生などの活動を地域の実情に合わせて行っている。 
 

社会福祉士 

専門的な知識と技術をもって、高齢者やしょうがいのある人、その家族の相談相手となり、自立した社会生

活を営むための援助・助言・指導を行う専門職。ソーシャルワーカー。「社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62

年法律第 30 号）」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格。 
 

社会福祉法人 

社会福祉事業を行うことを目的として「社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）」に基づき設立された公共性が

高い法人。 
 

重層的支援体制整備事業 

市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する断らない包括的な支援体制を整備する

ため、①相談支援（包括的相談支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）、②参加

支援事業、③地域づくり事業を一体的に実施する事業が社会福祉法に基づき創設された。（社会福祉法第 106 条

の４第２項第１号） 

各相談支援事業者は、相談者の属性・世代・相談内容に関わらず包括的に相談を受け止め、相談者の課題を

整理し、利用可能な福祉サービスの情報提供などを行う。受け止めた相談のうち、単独の相談支援事業者では

解決が難しい事例は、適切な相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。また、受け止め

た相談のうち、課題が複雑化・複合化しており、支援関係機関間の役割分担の整理が必要な事例の場合には、

多機関協働事業につなぎ、各種支援機関等と連携を図りながら支援を行うこととしている。 

 

住民基本台帳 

住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎となるもの。各市町村に

おいて、住民票を世帯ごとに編成して作成され、各種行政サービスの基礎となっている。 
 

主治医意見書 

要介護（要支援）認定を行うために市が医師に提出を依頼する書類。本人の心身の状況をよく把握している

医師に、その状況について記入いただく。 
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準備基金（財政調整基金） 

地方公共団体における財政の健全な運営に資することを目的として、年度間の財源の不均衡を調整するため

に積み立てておく資金。予期しない収入の減少や不時の支出の増に備え、長期的視野に立った計画的な財政運

営を行うため、財源に余裕がある年度に積み立てをしておく。 

本市では、介護保険事業運営において、介護保険特別会計の財源の調整を行い、財政運営の健全性を確保す

るために、「長浜市介護保険財政調整基金」を設置している。 
 

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（昭和 46 年法律第 68 号）」に基づいて設立された公益社団法人

で、おおむね 60 歳以上の高齢者を会員として受け入れ、仕事を紹介している団体。運営としては、豊富な知識

や経験、技能を生かし、仕事を通して生きがいや社会参加を希望する会員が、公共団体や民間企業、一般家庭

からの仕事を受諾して行っている。 
 

新オレンジプラン 

オレンジプランとは、認知症施策の方向性として、平成 24 年に厚生労働省が公表した「認知症施策推進５か

年計画」（計画期間：平成 25～29 年度）の通称。①標準的な認知症ケアパスの作成・普及、②早期診断・早期

対応、③地域での生活を支える医療サービスの構築、④地域での生活を支える介護サービスの構築、⑤地域で

の日常生活・家族の支援の強化、⑥若年性認知症施策の強化、⑦医療・介護サービスを担う人材の育成、で構

成され、認知症サポート医養成研修の受講者数、認知症初期集中支援チームの設置、認知症地域支援推進員の

人数、認知症サポーターの人数などの数値目標が示された。 

新オレンジプランとは、オレンジプランを見直し、平成 27 年１月に厚生労働省が関係府省庁と協働して新た

に作成した「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～」の通称。新プラン

では、認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるために必要としていることに的確に

応えていくため、①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進、②認知症の容態に応じた適時・適切な

医療・介護等の提供、③若年性認知症施策の強化、④認知症の人の介護者への支援、⑤認知症の人を含む高齢

者にやさしい地域づくりの推進、⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデ

ル等の研究開発及びその成果の普及の推進、⑦認知症の人やその家族の視点の重視の７つの柱に沿って施策を

総合的に推進していくこととしている。平成 29 年７月に一部改定され、数値目標などが見直された。 
 

人口ピラミッド 

「年齢別人口構図」のこと。底辺を０歳、頂点を最高年齢とし、左右に男女別で人口数（又は割合）を棒グラ

フで示したもの。 
 

人生の最終段階におけるケア、ターミナル（ターミナルケア）〔terminal care〕 

末期がんや老衰などの状態の患者に対する終末期の医療及び看護のこと。延命を目的とするものではなく、

身体的苦痛や精神的苦痛を軽減し、ＱＯＬ（生活・生命・人生の質〔Quality of Life〕）を向上しようとする

もので、医療的処置に加え、精神的側面を重視したケアを行う。病院でも施設でも在宅でも行われている。 
 

生活機能（生活機能評価） 

生活機能とは、社会的に自立した生活を送るために必要な活動能力。身辺や家庭での日常生活に必要な基本

的な動作の他、地域での社会生活に必要なコミュニケーション能力なども含まれる。なお、従来の生活機能評

価とは、生活機能の低下の危険因子を早期発見し、介護予防二次予防事業の対象である高齢者を決定するため

の健診だったが、二次予防事業は、平成 28 年度から介護予防・生活支援サービス事業に移行した。 
 

生活支援コーディネーター 

地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進する者。市町村が定める活動

区域ごとに、関係者のネットワークや既存の取組・組織等を活用しながら、資源開発、関係者のネットワーク化、

地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施する。 

 

生活習慣病 

食生活や運動、喫煙、飲酒、ストレスなど、生活習慣の良くない積み重ねによって引き起こされる病気の総

称。脂質異常症、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、狭心症など、多くの生活習慣病は、自覚症状がなく、進んでいく

のが特徴。そのため予防が重要となる。 
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精神保健福祉士〔Psychiatric Social Worker；PSW〕 

精神しょうがい者の保健・福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神しょうがいの医療を受けている

人等の相談に応じ、援助を行う者をいう。精神医学ソーシャルワーカー若しくは、精神科ソーシャルワーカー

から PSW とも呼ぶ。国家資格であり、名称独占資格のひとつ。 
 

成年後見制度 

判断能力（事理弁識能力）の不十分な成年者が不利益を被らないように保護するため、一定の場合に本人の

行為能力を制限すると共に本人のために法律行為をおこない、又は本人による法律行為を助ける者を選任する

制度である。財産等についてその人の意思に即して保全活用され、また日常生活において、主体性がよりよく

実現されるように、財産管理や日常生活上の援助をする制度。平成 12 年４月、「民法（明治 29 年法律第 89 号）」

の禁治産、準禁治産制度を改正し、「後見」「保佐」「補助」の３類型に制度化された。成年後見体制を充実する

ために、法人・複数成年後見人等による成年後見事務の遂行、選任の考慮事情の明文化や本人の身上に配慮す

べき義務の明文化、法人成年後見監督人の選任、保佐監督人、補助監督人などについて規定されている。裁判

所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがあ

る。 
 

成年後見権利擁護センター 

「長浜市成年後見権利擁護センター事業実施要綱（平成 26 年告示第 164 号）」に基づき実施。平成 26 年４月

から長浜市社会福祉協議会に委託して「長浜市成年後見・権利擁護センター」を設置。認知症や知的・精神し

ょうがいなどにより、福祉サービスの利用手続や日常のお金の出し入れ・支払、財産の管理などで不安のある

人に成年後見制度や日常生活自立支援事業の相談、利用手続の支援を行っている。成年後見サポートセンター

事業、日常生活自立支援事業、法人後見事業を一体的に実施し、長浜センターと木之本センターの２か所で業

務を行っている。 
 

前期高齢者・後期高齢者 

高齢者を 65 歳以上と定義する場合、90 歳や 100 歳以上に至るまで、幅広い年齢層を指すこととなり、その

うち、75 歳未満を前期高齢者、75 歳以上を後期高齢者として区分分けしている。 
 

措置 

社会福祉の各法令において生存権保障のため、行政庁（市町村又は道府県）が、要援護者に対して、社会福

祉施設に入所させる、あるいは在宅福祉サービスを受けさせる制度、行政処分。 
 

た行 

 

第１号被保険者 

65 歳以上の人。介護保険料は、市が直接徴収。 
 

第２号被保険者 

40 歳以上 65 歳未満の人で医療保険の加入者。介護保険料は、医療保険料徴収時に医療保険の保険者が徴収。 
 

多職種連携 

在宅医療を推進するにあたり、医療・介護に限らないさまざまな施設・職種等の生活全般を基盤とした連携

を構築し、さまざまな専門家が相談し合う体制。医師（かかりつけ医・病院）、歯科医師、薬剤師、訪問看護ス

テーション、介護支援専門員、居宅介護事業所、栄養士等が情報を共有し、サポートし合うことができる。 
 

だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例 

「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例（平成６年滋賀県条例第 42 号）」は、福祉のまちづくり

に関して県、県民及び事業者の責務を明らかにし、高齢者、しょうがい者等にとって安全かつ快適な生活環境

の整備を図るなど福祉のまちづくりのために必要な施策を推進することによって、県民の福祉の増進を図るこ

とを目的とした滋賀県の条例。 
 

団塊の世代 

1947 年（昭和 22 年）から 1949 年（昭和 24 年）までのベビーブーム期に生まれた人。今の日本の人口比率で

最も高い世代であり、2025 年には後期高齢者となる世代である。 
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団塊ジュニア 

団塊世代の子にあたる 1970 年代に生まれた世代。中でも 1971 年（昭和 46 年）から 1974 年（昭和 49 年）年

までの第２次ベビーブーム期に生まれた人を指すことが多い。 
 

地域介護予防活動支援事業 

介護予防に関わるボランティア等の人材や地域活動組織の育成・支援を行う事業。 
 

地域共生社会 

制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、

一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会。 
 

地域ケア会議 

地域包括支援センター等が主催し、①医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとと

もに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める、②個別ケースの課題分析等を

積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化する、③共有された地域課題の解決に必要な資源開発や

地域づくり、更には介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる、等を内容とする会議である。つま

り、地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、

地域包括ケアシステムの実現に向けた手法といえる。 
 

地域支援事業  

介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、

権利擁護業務及び包括的・継続的マネジメント支援業務をいう。）及び任意事業を行う。地域支援事業の目的は、

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、そのような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支援する。 
 

地域福祉計画 

社会福祉法第 107 条に基づく計画で、地域福祉推進の主体である住民等の参加を得て、地域の中で自立した

生活を継続するために支援を必要とする方の、解決すべき生活上の課題と、それに対応する必要な支援を明ら

かにし、その支援を提供する体制を整備することを定めた計画。平成 30 年４月施行の改正社会福祉法により、

福祉の各分野の共通事項を記載する上位計画として位置づけられた。 
 

地域づくり協議会 

市内の一定の地域を活動範囲とし、地域において活動するさまざまな団体と連携及び協力し、当該地域の課

題解決、地域の特性を生かしたまちづくり等の活動を自主的かつ継続的に行う団体で、その設立において市の

確認を受けたもの。地域住民が、行政と共に市民サービスを提供する側に参加することによって、より地域の

実態に応じた丁寧なサービスを行い、地域のさまざまな課題に対応していくために、本市では、公民館区域や

小・中学校区域を単位とした地域づくり協議会の設立を進めてきた。長浜市市民自治基本条例では、地域課題

の解決のほか市民にかかわる公共的な活動を担い、さまざまな主体が行う活動について連携しながら、より効

率的、効果的に実施できるよう調整する役割も担うものと規定している。 
 

地域包括ケア 

医療や介護の必要な状態になっても、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した生活を

続けることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保される、という考え方。そ

の考え方を実現する仕組（体制・ネットワーク）を「地域包括ケアシステム」という。 

 

地域包括ケアシステム 

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第 64 号）」第２条第１項に

おいて、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は

要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包

括的に確保される体制として定義される。 

平成 23 年６月に公布の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の主眼とす

るものであり、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、介護サービスに関する施策、介護予防のための施

策及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を

図りつつ包括的に推進していくことと示した。 
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また平成 26 年６月公布の「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」において、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進し、地域の高齢化の実状に応じて、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える生活支援、疾病

予防・介護予防等との連携による切れ目のない支援体制により、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将

来にわたって持続的に実現していくこととして、改めて方針を示した。 

さらに平成 29 年６月公布の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」で

は、地域包括ケアシステムの深化・推進のために、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組、

医療・介護の連携、地域共生社会の実現に向けた取組、などを推進することが示された。 
 

地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、保健師又は経験のある看護師、主任ケアマネジャー及び社会福祉士を置き、介護

予防ケアマネジメント、医療･財産管理･虐待などの相談･支援、包括的・継続的ケアマネジメント等を業務とす

る介護保険法に規定された機関。地域包括支援センターは、生活圏域を踏まえて設定され、市町村又は市町村

から委託された法人が運営する。 
 

地域防災計画 

災害対策基本法第 40 条及び第 42 条の規定に基づき、各地方自治体（都道府県や市町村）の長が、それぞれ

の防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画。 
 

地域密着型サービス 

住み慣れた地域で要介護者の生活を支えることを目的として、平成 18 年の介護保険法の改正により新たに設

けられたサービス。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、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、地域密着型介護老人

福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護がある。地域密着型サービス

の指定及び介護報酬の決定は、保険者である市町村が行う。なお、平成 28 年度から利用定員 18 人以下の通所

介護が地域密着型通所介護に移行した。 
 

地域リハビリテーション活動支援事業 

一般介護予防事業の一つで、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へ、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士等のリハビリテーション専門職が訪れ、助言等を行うことにより、介護予防の取組を充実強化

する事業。 
 

地区社会福祉協議会 

一般的には、市区町村以下の区域に組織された社会福祉協議会を指す。地区社会福祉協議会の目的は、住民

の主体的な福祉活動を展開し、福祉コミュニティづくりのための基礎組織を作ることである。その構成は、そ

れぞれの地区の組織、個人などに対し、福祉コミュニティ作りを目的として呼びかけて形づくられる。 

本市では「地区社会福祉協議会」又は「福祉の会」という名称で活動されている。 
 

調整交付金 

市町村間の介護保険の財政力格差を調整するために、国が市町村に交付する交付金で、第１号被保険者の年

齢階級別分布状況、所得分布状況などを考慮して交付される。 
 

デマンドタクシー 

一般のタクシーと異なり、運行時間、運行ルート、乗降場所をあらかじめ定め、利用登録済の人からの予約

があった時だけ運行するタクシー。同じ時間帯に複数の利用予約がある場合は、乗り合いで利用する。 
 

特定施設 

有料老人ホーム、ケアハウス等で一定の人員配置等を行ったものが、入居者に介護サービスを提供する場合

には「特定施設」として介護保険給付の対象となる。施設が介護サービスを提供し、要介護者だけが入居可能

な施設が介護専用特定施設。同様に施設が介護サービスを提供するが、要介護でない者も入居可能な施設が混

合型特定施設である。 
 

特定入所者介護サービス費 

居住費・滞在費と食費を保険給付の対象外とする施設給付の見直しに伴い、施設に入所している低所得者の

負担軽減を図るため、平成 18 年度に創設された制度。居住費・滞在費と食費について、所得に応じた負担限度

額を定め、限度額を超えた額について介護保険から補足的に給付する費用のこと。 
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特別地域加算 

奄美群島や小笠原諸島、離島、豪雪地帯などの国が定めた地域でサービスを提供する場合、介護報酬単位に

15％加算されることをいい、サービス対象は、介護予防訪問介護・訪問介護および介護予防訪問入浴介護・訪

問入浴介護である。 
 

な行 

 

日常生活圏域 

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、その他の条件を総合的に勘案して市町村が定める圏域のこと。 
 

日常生活自立支援事業（旧 地域福祉権利擁護事業 平成 19 年に名称変更） 

認知症高齢者、知的しょうがい者、精神しょうがい者など判断能力が十分でない人に対して、契約して、地

域で自立した生活を継続していくために必要な福祉サービスの利用援助やそれに付随した日常的な金銭管理等

の援助を行う。平成 11 年 10 月から、地域福祉権利擁護事業として都道府県社会福祉協議会が市町村社会福祉

協議会と協力して実施している。なお、全国的には「日常生活自立支援事業」という名称が一般的だが、滋賀

県では「地域福祉権利擁護事業」を名称としている。 
 

任意後見（任意後見制度） 

任意後見制度とは、任意後見契約に関する法律で、判断能力が衰えた場合に備えて、代理人としての任意後

見人を選任する制度。認知症や精神しょうがいにより判断能力が不可能となったときの自己の生活、療養看護

や財産管理に関する事務について代理権を付与する委任契約で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき

から契約の効力が発生する。 
 

認知症 

脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因によって脳の記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態。 

脳は、人間のほとんどあらゆる活動をコントロールしている司令塔であり、それがうまく働かなければ、精

神活動も身体活動もスムーズに運ばなくなるものであり、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働

きが悪くなるとさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態（およそ６か月以上継続）とな

る。このような状態が認知症である。認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、特定の神経細胞が

ゆっくりと死んでいく「変性疾患」。アルツハイマー病、前頭・側頭型認知症、レビー小体病などがこの「変性

疾患」にあたる。続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養や酸素が行き

渡らなくなり、その結果その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症

である。 
 

認知症カフェ 

認知症のある人や家族、支援する人達が参加して話し合い、情報交換等を行う場。経験者の話を聞いたり、

悩みを打ち明けたりできる機会を設けて支援するものであり、オレンジプランにその普及が盛り込まれた。 
 

認知症ケアパス 

認知症の進行状況にあわせて、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をあらか

じめ標準的に決めておくこと。 

 

認知症サポーター 

都道府県や市町村が行う認知症サポーター養成講座を受けた人をいう。認知症サポーターは、地域で暮らす

認知症のある人や家族をそれぞれの生活場面でサポートしたり、地域のさまざまな社会資源をつなげる窓口と

なる役割を担うことが期待される。令和元年６月に策定した認知症施策推進大綱では、認知症サポーター養成

数を令和２年までに 1,200万人を目標にしている。 
 

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終了し、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をいう。令和

元年６月に策定した認知症施策推進大綱では、団塊の世帯が 75 歳以上となる令和７年までの３年を目途に受講

者の目標を 16,000 人としている。 
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認知症疾患医療センター 

都道府県及び指定都市により、認知症専門医療の提供と介護サービス事業者との連携を担う中核病院として

指定を受けた医療機関をいう。令和元年６月に策定した認知症施策推進大綱では、認知症疾患医療センターの

設置目標数を令和２年度末に全国で 500 か所としている。 
 

認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職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ある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（概ね６か月）に行い、自立生活のサポートを行うチ

ームをいう。平成 30 年度からは全ての市町村で実施することとされている。 

本市では、平成 27 年度から設置している。 
 

認知症高齢者の日常生活自立度 

認知症高齢者の日常生活自立度とは、高齢者の認知症の程度を踏まえた日常生活自立度の程度を表すもの。 

＜参考＞認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 

ランク 判定基準 見られる症状・行動の例 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及

び社会的にほぼ自立している。 
― 

Ⅱ 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さが多少見られても、誰かが注意してい

れば自立できる。 

― 

 

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理等

それまでできていたことにミスが目立つ

等。 

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 
服薬管理ができない。電話の対応や訪問者

との応対等一人で留守番ができない等。 

Ⅲ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さが見られ、介護を必要とする。 

 

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない。

時間がかかる。やたら物を口に入れる。物を

拾い集める。徘徊、失禁、大声・奇声をあげ

る。火の不始末。不潔行為。性的異常行為等。 

 

 

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とす

る。 

Ｍ 
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体

疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症

状やそれに起因する問題行動が継続する

等。 

 

認知症地域支援推進員 

市町村において、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

ネーターをいう。認知症地域支援推進員は、上記のコーディネーターのほかに、地域の実情に応じた認知症の

ある人やその家族の支援、相談・助言、医療や介護サービス利用支援、認知症予防の出前講座等を行う。平成

30 年度からは全ての市町村で配置することとされた。 
 

認定調査 

要介護認定を行うための調査。市の調査員や介護支援専門員など研修を受けた者が、要介護認定申請を行っ

た人の自宅等を訪問し、心身の状況などについて本人や家族から聴き取りを行う。 
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年金 

老齢基礎年金とは、国民年金給付の中の、全被保険者（全国民）に共通する基礎年金のひとつで、資格期間

が 25 年以上ある者が 65 歳に達した場合に支給される。本人の希望で 60 歳から繰り上げ支給を受けることも可

能。老齢厚生年金とは、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満た

した人が 65 歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される。60 歳以上の一定の要件を満たしてい

る人には、特別支給が行われる。老齢福祉年金とは、全額国費から支給される。国民年金を受け取ることがで

きない人々を救済するために設けられた制度。 
 

ねんりんピック（全国健康福祉祭） 

高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚などを図り、ふれあいと活力のある

長寿社会の形成に寄与するため、昭和 63 年(1988 年)から開催。スポーツや健康づくり、文化活動などのイベン

トを実施している。 
 

ノーマライゼーション〔normalization〕 

デンマークのバンク・ミケルセンが知的しょうがいのある人の処遇に関して唱え、1960 年代より北欧から世

界へ広まった、社会福祉をめぐる重要な理念のひとつ。しょうがいのある人など社会的に不利を負う人々を当

然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにすると

いう考え方であり、またそれに向けた運動や施策なども含まれている。しょうがいのある人々に対する取組が、

保護主義や隔離主義など必ずしもその人間性を十分に尊重したものではない状態に陥りがちであったことを反

省、払拭しようとするもので、このノーマライゼーションの思想は、「障害者の権利宣言」の底流をなし、「完

全参加と平等」をテーマとした「国際障害者年行動計画」に反映されている。しょうがいのある人もない人も

同じ社会の構成員として、ともに住み慣れた地域や家庭で生活し、活動できる環境を目指す考え方。 
 

は行 

 

パブリックコメント 

国民・住民・市民など公衆の意見。特に「パブリックコメント手続」における意見公募に対し寄せられた意

見を指す。日本では、意見公募の手続そのものを指す言葉としても用いられる。パブコメと略されることも多

い。パブリックコメント手続（制度）は、行政が政策、制度等を決定する際に、公衆（国民、都道府県民、市町

村民など）の意見を聞いて、それを考慮しながら最終決定を行う仕組である。 
 

バリアフリー〔barrier free〕 

住宅建築用語で、しょうがいのある人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とい

うことをいい、具体的には段差等の物理的障壁の除去をいう。より広くは、しょうがいのある人の社会参加を

困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 
 

バリアフリー新法 

平成６年に施行された建築物のバリアフリー化を目的とした「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（通称「ハートビル法」）」と、平成 12 年に施行された公共交通機関と駅などの旅客施設周辺の歩行

空間のバリアフリー化を進めるための「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称「交通

バリアフリー法」）」が統合・拡充され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称「バ

リアフリー新法」）とし平成 18 年 12 月に施行された。この法律は、従来の法律で措置されていなかった内容が

新たに盛り込まれ、①高齢者及び全てのしょうがい者を対象としたほか、生活空間におけるバリアフリー化を

推進するため、②対象施設の拡充（従来の建築物、交通機関及び道路に、路外駐車場、都市公園、福祉タクシー

を追加）、③基本構想の対象範囲の拡充（駅がない地域も重点整備地区の位置づけが可能）、④高齢者、しょう

がい者等の当事者の参加による協議会制度の位置づけ、⑤バリアフリー施策の持続的･段階的な発展を目指す

「スパイラルアップ」の導入と「心のバリアフリー」の促進が位置づけられた。 
 

ＰＤＣＡサイクル 

行動プロセスの枠組みのひとつ。Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Action(行動)の４つで構成されてい

る。この４つの工程を継続的に繰り返し、評価を次の計画に生かすことで、計画遂行をより高いレベルにする

ことができる。 
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避難支援・見守り支えあい制度 

平成 20 年８月に創設した本市の制度。ひとり暮らし高齢者や重いしょうがいのある人など、避難にあたって

支援が必要となる人から登録申請を受け、災害時などにその人たちへの支援が円滑に行えるよう、身近な自治

会組織が主体となって、要配慮者への地域における日ごろからの見守り体制を整備するもの。この制度を通し

て、「支援が必要な人」と「支援をする人」を結び、地域住民がお互いに支え、助け合う地域づくりを目指す。

「長浜市地域防災計画」における要援護者支援体制を具体化した「長浜市避難支援・見守り支えあい計画（災

害時要援護者避難支援計画）」に位置づく。なお、従来は、支援が必要な人を「要援護者」と呼称していたが、

平成 25 年６月の災害対策基本法の一部改正により「要配慮者」と改称され、「長浜市地域防災計画（平成 29 年

７月）」でも要配慮者としている。 
 

福祉教育 

国、地方公共団体、民間団体、ボランティア等が主に住民を対象として、福祉についての知識や理解、住民

参加を促すために、講習、広報等の手段により行う教育のこと。学校等でも行われている。近年においては、

家族機能の低下、地域の連帯の喪失等の社会状況の変化にともない福祉教育の役割は大きくなりつつある。 
 

福祉人材センター 

都道府県福祉人材センターは、社会福祉法に基づき、都道府県知事の指定を受けて、都道府県社会福祉協議

会に設置されている。また、無料職業紹介事業を、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を得て行ってい

る。福祉人材バンクは、都道府県福祉人材センターの支所として位置づけられる。市社会福祉協議会に設置さ

れることもある。中央福祉人材センターは、社会福祉法に基づき、厚生労働大臣の指定を受け、全国社会福祉

協議会に設置されている。働きたい人と人材を求める人の橋渡し、福祉職場の人材確保の条件整備、福祉従事

者の資質向上の支援に関する業務を行っている。 

滋賀県では、「滋賀県介護・福祉人材センター」が草津市内にあったが、平成 26 年度に「滋賀県湖北介護・

福祉人材センター」を長浜市民交流センター内に開設し、２つの拠点整備により拡充を図った。 
 

福祉用具 

高齢者やしょうがい者の自立に役立ち、介護する人の負担を軽減するものとして、生活の道具や本人に合わ

せた生活の必需品となるもの。福祉機器、補装具、日常生活用具、自助具、介助用補装具、機能回復訓練用機

器、スポーツ・レクリエーション用具など、これら全体を含む概念として使用される。福祉用具の研究開発及

び普及の促進に関する法律（平成５年法律第 38 号）では、「心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障の

ある高齢者または心身しょうがい者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための

用具ならびに補装具」とされ、介護保険では、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等

の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生

活の自立を助けるためのもの」としている。介護保険ではレンタルで 13 品目、購入で５品目が保険給付の対象

となる。 
 

平均寿命 

０歳児が平均して何年生きられるのかを表した統計値。０歳での平均余命を指す。年齢別死亡率をもとに、

各年齢の男女があと何年生きられるかを示す平均余命を算定する。厚生労働省が毎年発表している簡易生命表

で明らかにされる。 
 

保健師 

多くは公的機関である保健所や市町村に勤務し、地域で生活する個人・家族・集団を対象に、健康の保持増

進、疾病予防、療養上の相談、健康相談、健康教育、社会復帰のための援助など、医療福祉に従事する人たちと

連携・協力しながら、地域住民の健康づくりなど幅広い保健活動を行う者。国家資格。 
 

保険者 

保険事業を行う主体。介護保険の保険者は市町村（特別区を含む）と規定される。被保険者の管理、要介護

認定、保険給付、介護保険事業計画の策定、介護保険特別会計の設置・運営、保険料の徴収などの業務を行う。 
 

ボランティア〔volunteer〕 

本来は、有志者、志願兵の意味。無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労力提供等を行う民間奉仕者

をいうが、｢有償ボランティア｣という言葉も使われることがある。個人又はグループで、「手話・点訳、学習指

導、理美容、電気、大工、茶・華道、演芸・演劇指導等の技術援助」や、「高齢者・しょうがいのある人・児童

等の介護や話し相手、おむつたたみ、施設の清掃等の自己の労力・時間の提供」、「一日里親、留学生招待、施

設提供、献血・献体、旅行・観劇招待」など、さまざまな活動・奉仕を行う。 
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ボランティアセンター 

ボランティア情報の収集と発信、ボランティアコーディネート業務、広報誌の発行、ボランティアに関する

教育・研修・情報交換の場として機能する機関。 
 

ま行 

 

看取り 

病人のそばにいて看病をし、死期まで見守ること。 
 

民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき、各市町村に置かれる民間奉仕者。厚生労働大臣が委嘱する。民生委員は無給で、任期

は３年。担当地域において住民の社会福祉に関する相談が必要な支援、社会調査活動、生活支援活動等を住民

性の原則、継続性の原則、包括・総合性の原則に沿って活動する。①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握

しておくこと、②援護を必要とする人がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生

活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと、③援助を必要とする人が福祉サービスを適切に利用す

るために必要な情報の提供その他の援助を行うこと、④社会福祉を目的とする事業を経営する人または社会福

祉に関する活動を行う人と密接に連携し、その事業または活動を支援すること、⑤福祉事務所その他の関係行

政機関の業務に協力すること、等を職務とする。民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼務する。 
 

メタボリックシンドローム〔metabolic syndrome〕 

内臓脂肪型肥満を要因として、高血糖、脂質異常、高血圧などさまざまな疾病が引き起こされやすくなった

状態のことをいう。 
 

もしバナゲーム 

もしもの際に自分にとって大切な「価値観」を考えるアイテムとして、千葉県にある亀田総合病院の医師た

ちが、アメリカの NPO 法人が開発した「GO WISH GAME」を日本語に翻訳し、さらにワークショップで使用す

るためグループで使用できるルールを新たに考案したもの。このルールに基づき、「縁起でもない」話を「ゲー

ム感覚」で気軽に話し合うことができる。もしバナゲームは iACP が Coda Alliance の許可を得て、翻訳・制

作・出版している。 
 

や行 

 

ユニット型（ユニットケア） 

主に介護保険施設に関する用語で、施設の居室をいくつかのグループに分け、少人数の家庭的な雰囲気の中

で介護を行うこと。 
 

ユニバーサルデザイン〔Universal Design；UD〕 

「全ての人のためのデザイン（設計）」の意。しょうがいの有無、年齢、性別、能力、国籍など、それぞれの

特性や違いを超えて、全ての人が暮らしやすいように、まちづくり、ものづくり、環境づくりなどを行ってい

こうとする考え方。ユニバーサルデザインは、障壁を取り除く（バリアフリー）という考え方にとどまらず、

はじめからできるだけ全ての人が利用できるようにしていくことである。また、一人ひとりが社会の対等な構

成員としてお互いを理解し、人間性を尊重し支え合うことにより、だれもが快適に安心して暮らし、個性を発

揮し、自立して自由に社会参画し、いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や移動環境などのハード・

ソフトの両面を継続して整備・改善していくという考え方によるまちづくりにつながるものである。 
 

要介護（要支援）認定者 

被保険者が介護サービスを受けるため、要介護申請を市町村に申請し、認定を受けた者。市町村は申請に基

づき、被保険者の心身の状況等を調査する認定調査とともに、主治医の意見を聞き、一次判定を行う。この判

定結果を介護認定審査会で審査・判定し二次判定結果が最終的な結果となり要介護者、要支援者又は非該当者

に区分される。要介護者は寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の人で、要支援者は家事や身支度

等の日常生活に支援が必要とする状態の人をいう。 
 

養護老人ホーム 

老人福祉法に規定される老人福祉施設のひとつ。65 歳以上の人であって、環境上の理由及び経済的な理由に

より、居宅での養護を受けることが困難な人を入所させて援護する。市町村が入所の措置を行う。入所してい
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る要介護（支援）認定者は居宅サービス等を受けられ、また介護保険法に規定する基準を満たせば、特定施設

入所者生活介護等を行うサービス事業者の指定を受けることができる。市内に１施設所在する。 
 

ら行 

 

ライフステージ 

乳幼児期、児童期、青少年期、成人期、壮年期、高齢期など人間の一生をさまざまな段階で区分したもの。 
 

理学療法士〔Physical Therapist;PT〕 

理学療法を専門技術とすることを認められた医学的リハビリテーション技術者に付与される名称。理学療法

士及び作業療法士法により資格、業務等が定められている。理学療法士とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、

理学療法士の名称を用いて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを業とする者」と定義され、理学療法

は、①光線、温熱、寒冷、水、電気等の外的刺激を用いる物理的療法、②重すい、砂のう、副子等を用いて矯正

治療する器械的療法、③自動的にまたは他動的にあるいは器械設備等を用いて複合的に専ら機能しょうがいの

改善を行う運動療法、に大別される。 
 

リハビリテーション〔rehabilitation〕 

「再び適した状態になること」「本来あるべき状態への回復」などの意味を持つ。しょうがいのある人の人間

としての権利を回復するために、しょうがいのある人の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行わ

れる専門的技術のことをいう。リハビリテーションには、医学、工学、職業、社会等の各専門分野があるが、し

ょうがいのある人の人間的復権を図るためには、それら諸技術の総合的推進が求められる。 
 

利用者負担 

介護サービス費のうち、利用者が負担する１割分の費用のこと。残りの９割は介護保険から支給。施設に入

所している場合とショートステイを利用する場合の食費と居住費、デイサービスや通所リハビリを利用する際

の昼食代は、全額を利用者が支払う。 
 

療養病床 

病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を対象とするものをいう。療養

病床には、医療保険で費用をまかなう「医療療養病床」と、介護保険で費用をまかなう「介護療養病床（介護療

養型医療施設）」の２種類がある。 
 

レイカディア滋賀・高齢者福祉プラン 

滋賀県老人福祉計画と滋賀県介護保険事業支援計画を一体化した、滋賀県の高齢者施策に関する総合的な計

画。老人福祉法及び介護保険法に基づき定めるものであり、また明るい長寿社会を拓く“湖の理想郷”の実現

を目指すレイカディア構想のもとに、各種取組を定めている。 

 

レスパイト（レスパイトケア）〔respite care〕 

介護・支援の必要な高齢者・しょうがいのある人のいる家庭支援として、家族等の介護者が介護から一定期

間離れられるようにし、日ごろの心身の疲労の回復につなげる援助。 
 

老人クラブ 

自らの老後を健全で豊かなものにするための自主的な組織。文化活動やレクリエーション、健康づくりのほ

かに、社会奉仕活動にも取り組んでおり、高齢者の仲間づくりや生きがいづくりの場としての役割とともに、

まちづくりの担い手としての役割も担っている。 
 

老人福祉法 

高齢者の福祉に関する原理を示し、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行うことにより

福祉の増進を図ることを目的とする。施設入所等の養護の措置や健康保持に関する事業の実施について定めら

れ、都道府県及び市町村に老人福祉計画の策定を義務づけている。 
 

老人ホーム 

老人福祉法においては、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームがある。

介護保険法においては、特別養護老人ホームは介護老人福祉施設として施設サービスに位置づけられている。 
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ロコモティブシンドローム〔locomotive syndrome〕 

運動器症候群。運動器の障害により要介護になるリスクが高まる状態になること。骨粗鬆症や変形性関節症、

筋力低下などにより運動器機能が不全となり、立つ、歩くといった動作が困難な状態をいう。 
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第１章 計画策定の趣旨 

１ 基本計画策定の背景 

認知症や知的しょうがい、精神上のしょうがいがあることにより、財産の管理や日常生活等に支障が

ある人たちの権利擁護支援のニーズは高まっており、地域社会全体で支えていくことは大きな課題とな

っています。 

このような状況の中、平成 28年５月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（以下

「促進法」という。）は、成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的としています。また、促進法第 14条第１項において、市町村は国の基本計画を勘案して、市町村にお

ける成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされて

います。 

このことから、本市では、市の責務として、「長浜市成年後見制度利用促進基本計画」（以下「市の基

本計画」という。）を策定し、高齢者やしょうがいのある人が、住み慣れた地域で尊厳を持って生活がで

きるよう、成年後見制度の適切な利用促進に向けた具体的な施策等を定め取り組むものとします。 

 

２ 成年後見制度の内容  

成年後見制度とは、認知症、知的しょうがい、精神上のしょうがい等の理由で判断能力の不十分な人

のため、身上保護や財産管理等を行い、その人らしく安心して生活できるように保護、支援をする制度

です。制度には、大きく分けて①法定後見制度と、②任意後見制度があります。 

 

① 法定後見制度 

法定後見制度は、民法に基づき、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・

補助人）が支援する制度です。判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の３つの類型があります。 

 

② 任意後見制度 

任意後見制度は、任意後見契約に関する法律に基づき、将来、判断能力が不十分になった場合に備え

て、公正証書により、本人が選んだ任意後見人になる人や支援してほしいことをあらかじめ契約してお

く制度です。 

 

３ 計画の位置づけ 

市の基本計画は、促進法第 14 条第１項に規定する計画です。策定にあたっては、「長浜市総合計画」

及び「長浜市地域福祉計画」を上位計画とし、関連する「ゴールドプランながはま２１（長浜市高齢者

保健福祉計画・長浜市介護保険事業計画）」、「長浜市しょうがい福祉プラン」、「健康ながはま２１」等保

健福祉関係のほか、「長浜市人権施策推進基本計画」等関連する計画との整合性を図り策定しました。 

また、成年後見制度の利用促進にあたっては、成年後見制度の趣旨でもある「ノーマライゼーション」、

「自己決定権の尊重」、「身上保護の重視」の３つの観点から、個々のケースに応じた適切で柔軟な運用

に努めることとします。 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和８年度までとし、他の計画との整合を図りながら見直します。  
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第２章 本市の現状と今後の推移  

１ 高齢者人口等の現状と今後の推移 
（１）地域別人口 

地域・地区・連合自治会別の令和２年 10 月１日現在の人口は、長浜地域（旧長浜地区など 15 連合）

が最も多く、61,280人となっているほか、浅井地域（湯田連合など５連合）12,781人、高月地域（富永

連合など４連合）9,599人、湖北地域（小谷連合など３連合）8,141人と続き、最も人口が少ないのが、

余呉地域（余呉連合）の 2,962人となっています。 

また、地域別の高齢化率は、余呉地域が 42.13％と最も高く、最も低い地域が、長浜地域の 24.66％と

なっています。 

 

■図表：長浜市地区別人口・高齢化率の状況                         単位：人 

地域・地区・連合自治会 
人口 65 歳以上人口 

高齢化率 
男 女 計 男 女 計 

長浜地域 30,232 31,048 61,280 6,640 8,473 15,113 24.66% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

旧長浜地区（第１～９連合） 4,156 4,746 8,902 1,213 1,693 2,906 32.61% 

  

第１連合 720 887 1,607 220 327 552 33.99% 

第２連合 195 258 453 69 98 173 37.37% 

第３連合 246 288 534 83 105 189 35.46% 

第４連合 312 342 654 95 137 228 35.57% 

第５連合 650 740 1,390 190 259 450 32.30% 

第６連合 223 270 493 77 133 214 42.71% 

第７連合 1,197 1,255 2,452 274 360 636 25.81% 

第８連合 217 245 462 87 112 197 42.83% 

第９連合 396 461 857 118 162 274 32.12% 

六荘連合 7,116 7,365 14,481 1,285 1,663 2,948 20.35% 

南郷里連合 5,339 5,228 10,567 1,191 1,419 2,610 24.35% 

神照連合 9,970 9,995 19,965 1,878 2,337 4,215 21.05% 

北郷里連合 2,061 2,004 4,065 579 709 1,288 31.46% 

西黒田連合 1,023 1,114 2,137 313 422 735 33.97% 

神田連合 567 596 1,163 181 230 411 35.48% 

浅井地域 6,232 6,549 12,781 1,553 1,966 3,519 27.53% 

  

  

  

  

  

湯田連合 3,078 3,177 6,255 584 723 1,307 20.75% 

田根連合 743 783 1,526 270 335 605 39.05% 

下草野連合 1,220 1,238 2,458 268 332 600 24.08% 

七尾連合 637 702 1,339 209 262 471 34.30% 

上草野連合 554 649 1,203 222 314 536 44.46% 

びわ地域（びわ連合） 3,191 3,419 6,610 1,012 1,245 2,257 34.15% 

虎姫地域（虎姫連合） 2,386 2,497 4,883 671 924 1,595 32.66% 

湖北地域 3,953 4,188 8,141 1,099 1,408 2,507 30.79% 

  

  

  

小谷連合 950 1,019 1,969 310 391 701 34.98% 

速水連合 1,756 1,851 3,607 445 547 992 27.21% 

朝日連合 1,247 1,318 2,565 344 470 814 31.62% 

高月地域 4,721 4,878 9,599 1,333 1,592 2,925 30.47% 

  

  

  

  

富永連合 800 850 1,650 238 296 534 31.47% 

高月連合 2,465 2,437 4,902 610 721 1,331 27.08% 

古保利連合 774 837 1,611 271 314 585 36.58% 

七郷連合 682 754 1,436 214 261 475 32.87% 

木之本地域 3,220 3,487 6,707 1,099 1,399 2,498 37.24% 

  

  

  

  

杉野連合 195 237 432 106 133 239 54.38% 

高時連合 497 547 1,044 209 244 453 42.38% 

木之本連合 2,046 2,189 4,235 615 833 1,448 34.09% 

伊香具連合 482 514 996 169 189 358 35.52% 

余呉地域（余呉連合） 1,378 1,584 2,962 524 724 1,248 42.13% 

西浅井地域（西浅井連合） 1,816 1,985 3,801 617 790 1,407 37.02% 

その他 269 83 352 37 57 94 26.70% 

合     計 57,398 59,718 117,116 14,585 18,578 33,163 28.32% 

出典：長浜市住民基本台帳（令和２年 10 月１日現在）
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（２）総人口・年齢別人口 

本市の総人口は、令和２年 10月１日現在 117,116人であり、令和２年から令和７年にかけて、1,501

人減少する見込みです。 

本市の 65歳以上の高齢者数は、令和２年から令和７年にかけて、483人増加する見込みです。内訳を

みると、65～75歳未満人口は、1,743人減少し、75歳以上人口は 2,226人増加する見込みです。 

 

■図表：長浜市の人口の推移と推計                             単位：人 

区分 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和７年 令和 12 年 令和 17 年 

40 歳未満 48,674 47,731 47,070 45,983 42,865 41,114 39,122 

40～65 歳未満 38,170 38,143 38,107 37,970 39,104 35,713 33,239 

65 歳以上 32,580 32,785 32,926 33,163 33,646 32,988 32,968 

  
65～75 歳未満 15,629 15,503 15,325 15,479 13,736 12,856 13,168 

75 歳以上 16,951 17,282 17,601 17,684 19,910 20,132 19,800 

総人口 119,424 118,659 118,103 117,116 115,615 109,815 105,329 

 

 

注釈：平成 29 年から令和元年までは各年 10月１日の実績、令和７年からは推計 

出典：第８期ゴールドプランながはま２１ 
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（３）高齢化率 

本市の高齢化率は、上昇傾向にあり、令和７年には 29.2％になると予測されます。全国と比べると、

高齢化率は全国を下回り、後期高齢化率は令和２年に上回る見込みです。滋賀県と比べると、高齢化率、

後期高齢化率とともに滋賀県を上回る見込みです。 

 

■図表：高齢化率の推計

   

出典：第８期ゴールドプランながはま２１ 

 

■図表：後期高齢化率の推計

 

出典：第８期ゴールドプランながはま２１ 

 

（４）認知症のある高齢者 

本市の要支援及び要介護の認定者で、日常生活自立度（「認知症自立度」）がⅡ以上の認知症のある高

齢者は、平成 29年は 3,154人でしたが、令和元年には 4,773人と 1,619人増加しています。 

また、65 歳以上の人口に対する認知症のある高齢者の割合は、平成 29 年は 9.68％であったものが、

平成 30年は 13.31％、令和元年には 14.50％となっています。高齢化の進行に伴い、認知症のある高齢

者は年々増加していくことが見込まれ、成年後見制度の利用の必要性が高まっていくと考えられます。 

28.2%

29.2%

30.0%

31.3%

33.6%

26.3%

27.5%

28.7%

30.2%

32.7%

28.9%

30.0%

31.2%

32.8%

35.3%

25%

35%

令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

長浜市 滋賀県 全国

15.0%

17.2%

18.3%
18.8%

19.4%

13.2%

16.0%

17.4%
17.9%

18.4%

14.9%

17.8%

19.2%
19.6% 20.2%

10%

20%

令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

長浜市 滋賀県 全国



 

６ 
 

■図表：認知症高齢者数の推移 

区分 単位 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

高齢者人口 人 32,580 32,785 32,926 

認知症高齢者 
人数 人 3,154 4,365 4,773 

割合 ％ 9.68% 13.31% 14.50% 

 

 

出典：長浜市介護認定適正化システムより 

 

２ しょうがい者の現状 
（１）身体障害者手帳所持者数の推移 

本市の身体障害者手帳所持者数は、平成 23 年度は 4,663 人であったものが、以降は減少して、令和

２年度は 4,549人となっています。 

 

■図表：身体障害者手帳 所持者の推移（級別）

 

出典：しょうがい福祉課調べ（各年４月１日現在） 
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（２）療育手帳所持者数の推移 

本市の療育手帳所持者数は、平成 23 年度の 886 人以降増加しており、令和２年度は 1,331 人となっ

ています。 

程度別では、令和２年度は軽度（Ｂ２）が 518 人と最も多くなっており、次いで中度（Ｂ１）が 377

人、重度（Ａ２）が 227人、最重度（Ａ１）は 209人となっています。 

また、年齢別では、65歳以上の所持者が若干減少傾向にあるものの、20歳未満の若年齢所持者が、平

成 23年度で 83人であったものが、令和２年度では 366人と大幅に増加しています。 

 

■図表：療育手帳 所持者の推移（程度別）

 

出典：しょうがい福祉課調べ（各年４月１日現在） 

 

■図表：療育手帳 所持者の推移（年齢別）

 

出典：しょうがい福祉課調べ（各年４月１日現在） 
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（３）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 23 年度以降増加傾向で推移しています。令和２年

度は 934人で、平成 23年度から 477人増加しました。 

また、等級別では、令和２年度は２級が 533 人と最も多く、次いで３級が 335 人、１級が 66 人とな

っています。 

 

■図表：精神障害者保健福祉手帳 所持者の推移（級別）

 

出典：しょうがい福祉課調べ（各年４月１日現在） 

 

３ 成年後見制度の認知度 
（１）高齢者実態調査・高齢者保健福祉の推進に関する調査 

① 高齢者実態調査 

令和元年 12 月に、65 歳以上の市民（要介護１～５の認定者以外）8,068 人を対象に、健康状態や日

常生活の状況、高齢者福祉・介護保険に対する意見等をうかがう高齢者実態調査を実施しました。 

成年後見制度の認知度をみると、「言葉は聞いたことがある」が 44.9％で最も多く、次いで「まった

く知らない」（29.9％）、「内容も知っている」（20.6％）となっています。 

 

■図表：成年後見制度の認知度（市民）

 

出典：令和元年度 高齢者実態調査 
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また、成年後見・権利擁護センターの認知度をみると、「センターのことは知らない」が 61.7％で最

も多く、次いで「知っているが利用したことがない」（16.3％）、「知っているがどこにあるかわからな

い」（15.8％）となっています。 

 

■図表：成年後見・権利擁護センターの認知度（市民） 

 

出典：令和元年度 高齢者実態調査 

 

② 高齢者保健福祉の推進に関する調査 

令和元年 12 月に、長浜市の介護支援専門員 158 人と、訪問看護師・介護職 306 人及び医師 188 人を

対象に、認知症、在宅医療介護連携、介護サービスなどに関する意見等をうかがう高齢者保健福祉の推

進に関する調査を行いました。 

その中で、「認知症対策を進めていく上で重要と思われること」に「成年後見制度や権利擁護の支援」

が必要と回答したのは、介護支援専門員が 15.2％で最も多く、次いで訪問看護師・介護職が 7.2％、医

師が 4.2％となっています。 

また、介護支援専門員 158人に対し、担当しているサービス利用者及びその家族に、成年後見制度に

ついて紹介したことがあるかを調査した結果は次のとおりです。 

 

■図表：成年後見制度の利用紹介について（介護支援専門員） 

 

            出典：令和元年度 高齢者保健福祉の推進に関する調査【介護支援専門員用】 

 

介護支援専門員が担当しているサービス利用者及びその家族に、成年後見制度について「紹介したこ

とがある」が 68.5％となっています。また、「利用が薦められる方を担当したが、紹介はしていない」

は 4.8％となっています。
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４ 成年後見制度に関する取組の現状 
（１）「長浜市成年後見・権利擁護センター」の業務内容 

本市では、平成 26 年度から成年後見制度にかかる業務について、長浜市社会福祉協議会に委託し、

「長浜市成年後見・権利擁護センター」（以下「センター」という。）を設置しています。センターの業

務内容として、主に、成年後見サポートセンター事業（相談、申立手続支援、啓発等）、地域福祉権利擁

護事業及び法人後見事業があります。また、運営委員会を開催し、行政等の関係機関との連携を図って

います。 

 

○長浜市成年後見・権利擁護センター運営委員会について 

 ①構成委員：15人 

  ・法律分野の有識者 

・医療分野の有識者 

・社会福祉に関する事業又は活動を行う者 

 ・ボランティア・ＮＰＯ団体の代表 

  ・行政職員 

  ・滋賀県社会福祉協議会職員 

  ・その他、センターの目的達成のため必要な者 

 ②協議内容 

・センター運営の基本方針に関すること 

  ・センターの事業計画に関すること 

  ・その他、センターの目的達成のため必要な事項 

 

（２）センターの活動実績（令和元年度） 

①成年後見制度に関する相談件数                            単位：件 

相談者 

事項（対象） 
本人 親族 福祉 医療 司法 行政 合計 

成年後見制度に関する相談 

認知症高齢者 9  39  43 6 0 5 102 

知的しょうがい 1  11  18 2 0 6 38 

精神しょうがい 0  9  3  5 0 1 18 

市長申立手続きに係る相談 

認知症高齢者 
 

23 23 

知的しょうがい 
 

4 4 

精神しょうがい 
 

0 0 

合計 10 59 64 13 0 39 185 
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②成年後見制度に関する支援件数                               単位：件 

対象者 

事項(対象) 
本人 親族 行政 合計 

後見申立 

認知症高齢者 18  61  14 93 

知的しょうがい 0  5 7 12 

精神しょうがい 0  1 3 4 

保佐申立 

認知症高齢者 24 3 35 62 

知的しょうがい 0 0 0 0 

精神しょうがい 0 0 0 0 

補助申立 

認知症高齢者 0 0 0 0 

知的しょうがい 0 0 0 0 

精神しょうがい 0 0 0 0 

合計 42 70 59 171 

 

③法人後見受任件数（新規）         単位：件 

 

 

 

 

 

 

④地域福祉権利擁護契約数 

区分 単位 認知症高齢者 知的しょうがい者 精神しょうがい者 合計 

利用者数 人 99 93 43 235 

新規利用者数 人  27  5  1  33 

利用終了者数 人  14  1  0  15 

相談援助回数 回 4,554 4,261 2,865 11,680 

注釈：利用者数は令和２年３月 31 日現在 

 

区分 受任件数 

後見類型 4 

保佐類型 1 

補助類型 0 
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第３章 計画の基本理念・計画目標・施策体系 

１ 基本理念 

一人ひとりの意思や権利が尊重され 自分らしく 安心して暮らせる 共生のまち 

 

この基本計画において、すべての市民が生涯を通じ、一人ひとりの意思や権利が尊重され、自分らし

く安心して暮らし続けることができるようなまちを目指します。 

 

２ 計画目標・施策体系 

基本理念の実現を目指して、一人ひとりが住み慣れた地域の一員として、尊厳を持って生活ができる

地域社会を築くために、計画目標を設定して施策を推進します。 

 

○計画目標 
一人ひとりの意思決定を支援し 皆が住み慣れたまちで 自分らしく生き 安心して生活できる地域づくり 

 

○施策体系 

基本施策 取組 

施策１ 

成年後見制度の普及促進 
１ 成年後見制度の普及・啓発 

施策２ 

成年後見制度の利用支援 

１ 成年後見制度の利用支援事業 

（１）成年後見制度に基づく市長申立て 

（２）後見等開始の審判に係る費用の助成及び後見人

等の報酬助成 

施策３ 

中核機関の設置と運営及び機能と業務 

１ 中核機関の設置と運営 

２ 中核機関が担う機能と業務 

（１）中核機関が担うべき具体的機能等 

（２）中核機関の業務内容 

施策４ 

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

１ 地域連携ネットワークの３つの役割 

（１）権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

（２）早期発見の段階からの相談・対応体制の整備 

（３）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制

度の運用に役立つ支援体制の構築 

２ 地域連携ネットワークの基本的仕組み 

（１）本人を後見人とともに支える「チーム」による

対応 

（２）協議会等によるネットワークの運営 
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第４章 具体的な取組 

施策１ 成年後見制度の普及促進 

 

１ 成年後見制度の普及・啓発 

成年後見制度については、住み慣れた地域の一員として、尊厳を持って生活できる地域社会のために

欠くことのできない制度であるにもかかわらず、その認知度が十分といえない状況にあるため、制度を

広く周知し市民生活の中に定着させていく必要があります。 

このため、市民をはじめ関係機関等に対し、成年後見制度の適切な利用の周知啓発を行います。 

 

① パンフレットや啓発資材の作成と配布 

成年後見制度を広く周知し、支援が必要な人の適切な利用につなげることができるよう、パンフレッ

トや啓発資材の作成と配布を行います。 
 

② 成年後見講座や相談会の開催 

成年後見制度をより身近な制度に感じてもらえるよう、市民や関係機関等に対し、各種専門職団体と

連携して成年後見講座や相談会等を開催します。 
 

③ 成年後見・権利擁護サポーター養成講座、フォローアップ講座の開催 

制度の普及・啓発や相談などに活躍できる人材を育成するために、成年後見・権利擁護サポーター養

成講座を開催します。 

また、講座終了者を対象に、毎年フォローアップ研修会を開催し、活動に役立つ知識の習得と資質の

向上を図ります。 

 



 

１４ 
 

施策２ 成年後見制度の利用支援 

 

１ 成年後見制度利用支援事業 

制度を必要とする人がいても、本人や親族が制度についての理解が十分でない場合や身寄りがなく親

族等の協力を得られない、又は経済的な理由などから制度の利用につながらない場合があります。 

このため、本市では成年後見制度利用支援事業を実施し、制度を必要とする人を利用につなげる支援

を実施しています。 
 

（１）成年後見制度に基づく市長申立て 

認知症のある高齢者や知的しょうがい又は精神上のしょうがいがある人など、成年後見制度の利用が

必要でありながらも判断能力が十分でなく、本人申立てや親族申立てが困難な人に対し、市長が後見等

開始審判の申立手続を行うことで、成年後見制度の利用を図っています。関係機関と情報共有を進め、

迅速に適切かつ円滑な制度の利用につなげます。 
 

■図表：成年後見制度に基づく市長申立の実績               単位：件 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

高齢福祉介護課 2 4 3 

しょうがい福祉課 1 2 0 

注釈：令和２年度は令和２年９月 30 日現在 

 

 

（２）後見等開始の審判に係る費用の助成及び後見人等の報酬助成 

本市では、後見等開始の審判の申立にかかる費用や、後見人等の報酬を負担することが困難な人に対

してその費用の全部又は一部を助成しています。助成制度の周知や内容を見直すことで、制度の利用の

しやすさにつなげます。 
 

■図表：審判費用の助成件数                       単位：件 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

高齢福祉介護課 0 1 0 

しょうがい福祉課 0 1 0 

注釈：令和２年度は令和２年９月 30 日現在 

 

■図表：報酬費用の助成件数                       単位：件 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

高齢福祉介護課 5 9 3 

しょうがい福祉課 3 2 1 

注釈：令和２年度は令和２年９月 30 日現在 
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施策３ 中核機関の設置と運営及び機能と業務 

 

１ 中核機関の設置と運営 

本市における権利擁護の支援や成年後見制度の利用促進をさらに推進するためには、全体構想の設計

とその実現に向けた進捗管理やコーディネート等を行う司令塔機能を持った機関の設置が必要です。 

これらを踏まえて、本市では、「長浜市成年後見・権利擁護センター」を中核機関として位置づけま

す。中核機関が担う機能や業務については、段階的・計画的な拡充を目指します。 
 

２ 中核機関が担う機能と業務 

（１）中核機関が担うべき具体的機能等 

中核機関は、地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、３つの機能を果たす

ことを目的に２つの体制を整備します。 
 

【３つの機能】 

① 事務局的機能 

各種専門職団体・関係機関が参加し、地域課題の検討・調整・解決等を協議する「協議会」等を適切

に運営する機能 
 

② 地域連携ネットワーク機能 

全体構想の設計と実現に向け、地域連携ネットワークを整備し、各支援の過程や行程で進捗管理を行

い、適切に運営していく機能 
 

③ 専門的助言・支援機能 

専門職による助言・支援等を担保する機能 
 

【２つの体制】 

① 協議会の開催 

協議会では、既存の組織を生かしながら、効果的に施策を推進するため、中核機関の運営状況や計画

の進捗状況の確認を行います。また、多職種による成年後見制度に関する支援策の充実のため、情報の

共有・検討を行います。 
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■図表：協議会組織図 

 

 

② 地域連携ネットワーク会議の開催 

地域連携ネットワーク会議では、地域のチームにおける権利擁護支援体制について助言や支援を行い、

課題などの情報の集約をします。また、適切な制度利用のため、多職種での運用に関する検討を行い、

チームを支援します。 
 

■図表：地域連携ネットワーク会議組織図 
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（２）中核機関の業務内容 

中核機関は成年後見制度の適切な利用の推進のため、次の６つの業務を担います。 
 

① 広報業務 

市民や関係機関等に向けて成年後見制度の適切な利用の周知や啓発を行います。 

【具体的な業務内容】 

・講演会、研修会や出前講座等の開催 

・パンフレットの作成配布 
 

② 相談業務 

本人や家族が円滑かつ適切に制度を利用できるよう、相談体制の充実を図ります。 

【具体的な業務内容】 

・本人、親族からの相談対応 

・相談内容に応じて弁護士、司法書士などに専門相談を依頼 

・関係機関との連携体制の強化 

 

③ 成年後見制度利用促進業務 

本人にとって適切な後見人が選任されるよう受任調整の支援を行い、後見人候補者の的確な推薦や後

見人の支援を行うことができるよう、家庭裁判所との連携体制を整えます。 

【具体的な業務内容】 

・後見申立人の申立支援 

・受任調整会議等の開催 

・成年後見制度市長申立の実施 
 

④ 担い手の育成・活動の促進 

地域住民で支援者となりうる人の養成や法人後見の担い手育成などにより、成年後見の担い手を十分

に確保し、今後の成年後見制度利用促進の取組を踏まえた需要に対応していきます。 

【具体的な業務内容】 

・地域サポーター養成研修の実施 

・法人に対する成年後見制度啓発のための研修等の開催 
 

⑤ 後見人支援機能 

地域連携ネットワークやチームでの支援体制の構築により、本人の意思や権利が尊重され、後見人等

が孤立することなく、日常的に支援が受けられる体制を整備します。 

【具体的な業務内容】 

・親族後見人等の後見活動の相談を受けて、親族後見人を支援 

・地域の相談機関との連携会議の開催 

・受任者情報交換会の開催 
 

⑥ 不正防止効果 

本人を地域連携ネットワークにおけるチームで支えることにより、不正の未然防止を図ります。
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施策４ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

この基本計画の基本理念を実現するためには、中核機関を核として、本人の家族や弁護士などの専門

職団体、地域の関係機関などが連携するネットワークにより、本人及び後見人等を支援する体制を構築

することが必要です。 
 

１ 地域連携ネットワークの３つの役割 

（１）権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

権利擁護支援の必要な人の早期発見のためには、その人に日常的に関わる機関や支援者との連携が不

可欠です。地域連携ネットワークには、本人や家族にかかわる様々な支援機関や団体相互の情報交換や

連携、専門性の高い相談を受け持つ中核機関との連携による困難性の高い事例への対応などによって、

権利擁護の支援が必要な人を発見し、成年後見制度の適切な利用に結びつけていく役割があります。 
 

【取組】 

・地域包括支援センターやしょうがい者相談支援事業所等、本人や家族にかかわる関係機関との連携 

・社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業との連動 

・市民に向けた権利擁護支援に関する研修、講演等開催の継続実施 

・各相談窓口の周知、啓発 
 

（２）早期の段階からの相談・対応体制の整備 

早い段階から権利擁護支援をするためには、本人に現場でかかわる関係機関（地域包括支援センター、

介護・しょうがいのサービス事業所、医療機関等）に属する職員・専門職の気づきと速やかな相談が重

要です。後見ニーズに関して早期の段階からの相談を受けることで、親族からの申立に関する相談支援、

後見候補者の相談なども十分に行うことが可能となります。  

地域連携ネットワークには、早期段階からの相談に対し、それぞれのケースに応じて本人の権利擁護

を行えるよう、本人に関係する支援者同士でチームを編成することで、成年後見制度を利用する本人の

意思決定に基づいた申立と支援の実施へと導く役割があります。 
 

【取組】 

・関係機関に所属する職員に対する研修会の開催 

・個々の事情に応じて最も適切な権利擁護ができるチームの編成 
 

（３）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に役立つ支援体制の構築 

権利擁護支援が必要な人について、身上保護を重視した支援を行うためには、本人の状況に応じ、本

人に身近な親族や福祉・医療・地域等の関係者が加わり、チームとして本人と後見人を孤立させない体

制づくりが重要となります。 

地域連携ネットワークには、本人の権利擁護に最も適切なチームを編成し、運用する役割があります。 
 

【取組】 

・意思決定支援や身上保護の理解を深める研修会等の開催 

・チームの構成員として後見人が機能し、後見人が孤立しないよう見守る体制の構築
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２ 地域連携ネットワークの基本的仕組み 

（１）本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

地域連携ネットワークのもとで権利擁護を必要としている人を支える基本は、親族、福祉・医療・地

域の関係者や後見人等で編成された「チーム」です。 

チームは、本人の課題やニーズを把握し、法的な権限を持つ後見人等とチーム員である地域の関係者

が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し、支援します。   

また、チームは、本人だけでなく後見人が孤立しないための支援体制としても機能します。 

中核機関は、チーム編成やコーディネーターとしてチームの運営に関わり、専門的助言・支援機能を

担います。 
 

（２）協議会等によるネットワークの運営 

地域連携ネットワークは、構成メンバーとなる相談機関、法律・福祉の専門職団体、金融機関、地域

の関係団体などとの緊密な連携とネットワークの円滑な運営が必要になります。 

このため、各種専門職団体、関係機関等で構成する協議会を設置し、成年後見に係る関係機関や専門

職が参加するケース会議の開催や多職種間のさらなる連携強化策など、地域課題を検討、調整、解決な

どを行います。 

中核機関は、協議会の事務局機能を担うとともに、協議会で協議した地域課題への対応策などを基に、

地域の権利擁護支援や成年後見制度の適切な利用促進の強化に向けた全体構想の設計とその実現への

進行管理・コーディネート等を行う地域連携ネットワーク機能を担います。 
 

■図表：地域連携ネットワークイメージ図 
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１ 長浜市成年後見・権利擁護センター運営委員会設置要綱 
（目的） 

第１条 この要綱は、長浜市成年後見・権利擁護センター（以下「センター」という。）の適正な運営を図る

ため設置する長浜市成年後見・権利擁護センター運営委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事

項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) センター運営の基本方針に関すること。 

(２) センターの事業計画に関すること。 

(３) その他、センターの目的達成のため必要な事項。 

（構成員） 

第３条 委員会の委員は、15名以内で構成し、次に掲げる者の内から社会福祉法人長浜市社会福祉協議会会

長が委嘱する。 

(１) 法律分野の有識者 

(２) 医療分野の有識者 

(３) 社会福祉に関する事業または活動を行う者 

(４) ボランティア・ＮＰＯ団体の代表 

(５) 行政職員 

(６) 滋賀県社会福祉協議会職員 

(７) その他、センターの目的達成のため必要な者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合において、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

４ 委員長が必要と認めた場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

５ 委員会の決議について、特別の利害関係を有する委員は、その議事の議決に加わることができない。 

（小委員会） 

第７条 利益相反行為が発生する恐れのある業務について、透明性と適正な業務遂行を図るため、小委員会

を置く。 

２ 小委員会の設置要綱は別に定める。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、長浜市社会福祉協議会地域福祉課において処理する。 

（守秘義務） 

第９条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。 

附則 

この要綱は平成 26年４月１日から施行する。 

この要綱は平成 28年３月 23日から施行する。 
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２ 長浜市成年後見・権利擁護センター運営委員会名簿 

 

（任期：令和２年４月１日～令和４年３月 31日） ＜敬称略＞ 

№ 種別 所属団体等 氏名 

１ 

法律に関する有識者 

センター顧問弁護士 小 山  英 則 

２ 
（公社）成年後見センター・リーガルサポート 

長浜支部 
菅 原  信 道 

３ 医療に関する有識者 （福）青祥会 セフィロト病院 雑 賀  正 明 

４ 社会福祉に関する有識者 （公社）滋賀県社会福祉士会 村 田  才 司 

５ 

社会福祉団体 

長浜市民生委員児童委員協議会 山 岡  孝 明 

６ 長浜市手をつなぐ育成会 松 田  祐 加 子 

７ 介護サービス利用者家族・支援者 いぶきの会 伊 吹  清 栄 

８ 

社会福祉事業者 

長浜米原しょうがい児者基幹相談調整センター 喜 多  百 合 子 

９ 湖北地域介護サービス事業者協議会 清 水  哲 也 

10 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 美 濃 部  裕 道 

11 社会福祉協議会職員 （福）滋賀県社会福祉協議会 加 藤  芳 顕 

12 

行政職員 

長浜市健康福祉部しょうがい福祉課 細 川  顕 

13 長浜市健康福祉部高齢福祉介護課 古 川  悦 子 
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３ 用語集 
 

○介護支援専門員（ケアマネジャー） 

居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・各種施設（介護老人福祉施設等）に所属し、要介護（支援）と

認定された人と契約のうえ、心身の状況や抱える問題・課題を分析し、介護計画（ケアプラン）を作成するケア

マネジメントを行う職業。介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。

介護支援専門員は、要介護認定者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有

するものであり、介護サービスの要となることから、その倫理性や質が求められる。 
 

○協議会 

後見等開始の前後を問わず、「チーム」に対し法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、

各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、各専門職団体や各関係機関が自発的に協力する体

制作りを進める合議体。中核機関が事務局機能を担う。 
 

○権利擁護 

知的しょうがい、精神しょうがい、認知機能の低下などのために、自分で判断する能力が不十分だったり、意

志や権利を主張することが難しい人たちのために、代理人が権利の主張や自己決定をサポートしたり、代弁して

権利を擁護したり表明したりする活動のこと。 

 

○自己決定権の尊重 

障害者の権利に関する条約第 12 条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるととも

に、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと。 
 

○身上保護の重視 

本人の財産管理のみならず身上の保護が適切に図られるべきこと。 
 

○身体障害者手帳 

身体しょうがい者が各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体しょうがい者が健常者と同等の生活を送る

ために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。 
 

○精神障害者保健福祉手帳 

一定程度の精神しょうがいの状態にあることを認定するもので、手帳の交付を受けた方に対し、精神しょうが

い者の社会復帰の促進・自立・社会参加の促進を図ることを目的としている。 

 

○成年後見・権利擁護センター 

「長浜市成年後見権利擁護センター事業実施要綱（平成 26 年告示第 164 号）」に基づき実施。平成 26 年４月

から長浜市社会福祉協議会に委託して「長浜市成年後見・権利擁護センター」を設置。認知症や知的・精神しょ

うがいなどにより、福祉サービスの利用手続や日常のお金の出し入れ・支払、財産の管理などで不安のある人に

成年後見制度や日常生活自立支援事業の相談、利用手続の支援を行っている。成年後見サポートセンター事業、

日常生活自立支援事業、法人後見事業を一体的に実施し、長浜センターと木之本センターの２か所で業務を行っ

ている。 
 

○成年後見制度 

判断能力（事理弁識能力）の不十分な成年者が不利益を被らないように保護するため、一定の場合に本人の行

為能力を制限すると共に本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制

度である。財産等についてその人の意思に即して保全活用され、また日常生活において、主体性がよりよく実現

されるように、財産管理や日常生活上の援助をする制度。平成 12 年４月、「民法（明治 29 年法律第 89 号）」の

禁治産、準禁治産制度を改正し、「後見」「保佐」「補助」の３類型に制度化された。成年後見体制を充実するた

めに、法人・複数成年後見人等による成年後見事務の遂行、選任の考慮事情の明文化や本人の身上に配慮すべき

義務の明文化、法人成年後見監督人の選任、保佐監督人、補助監督人などについて規定されている。裁判所の審

判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがある。 
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○成年後見制度に基づく市長申立 

成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族ともに申立を行うことが難しい場合な

ど、特に必要があるときに市町村長が後見等開始の申し立てをすることができる制度。老人福祉法第 32 条等に

基づき実施される。 

 

○成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後見利用促進法） 

成年後見制度が十分に利用されていない現状を鑑み、その制度の利用の促進を図るため、平成 28 年４月 15 日

に公布され、同年５月 13 日に施行された法律。本法律では、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、

また、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促

進専門家会議を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

とされている。 
 

○地域福祉権利擁護事業 

認知症高齢者、知的しょうがい者、精神しょうがい者など判断能力が十分でない人に対して、契約して、地域

で自立した生活を継続していくために必要な福祉サービスの利用援助やそれに付随した日常的な金銭管理等の

援助を行う。平成 11 年 10月から、地域福祉権利擁護事業として都道府県社会福祉協議会が市町村社会福祉協議

会と協力して実施している。なお、全国的には「日常生活自立支援事業」という名称が一般的だが、滋賀県では

「地域福祉権利擁護事業」を名称としている。 
 

○地域包括支援センター 
地域包括支援センターは、保健師または経験のある看護師、主任ケアマネジャー及び社会福祉士を置き、介護

予防ケアマネジメント、医療･財産管理･虐待などの相談･支援、包括的・継続的ケアマネジメント等を業務とす

る介護保険法に規定された機関。地域包括支援センターは、生活圏域を踏まえて設定され、市町村または市町村

から委託された法人が運営する。 
 

○地域連携ネットワーク 
全国どの地域においても、必要な人が、本人らしい生活を守るための制度として成年後見制度を利用できるよ

う、各地域における相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につな

げる地域連携の仕組み。「権利擁護支援の必要な人の発見・支援」、「早期の段階からの相談・対応体制の整備」、

「意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」という３つの役割を念頭に、

既存の保健・医療・福祉の連携（医療・福祉につながる仕組み）に司法も含めた連携の仕組みを構築するものと

され、「チーム」「協議会」「中核機関」を構成要素としている。 

 

○中核機関 

専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを

担う機関。中核機関には、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専門職や幅広い関係者と

の信頼関係を維持発展させ、円滑に協力を得るノウハウ等を段階的に蓄積しつつ、地域における連携・対応強化を

継続的に推進していく役割を担うことが求められている。 
 

○チーム 

協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、必要な対応を行う仕組み。チームは、

後見等開始前においては、地域の中で、権利擁護支援が必要な人を発見し必要な支援へ結び付ける（本人と社会

との関係性を修復・回復させる）機能を果たす。また、後見等開始後においては、本人の自己決定権を尊重し、

身上保護を重視した成年後見制度の運用を行うため、法的な権限を持つ後見人と地域の関係者等が協力して日常

的に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し対応する役割を果たす。 
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○日常生活自立度 

認知症やしょうがいのある高齢者の自立度合いの程度をレベル分けした基準値。しょうがいのある高齢者は４

段階、認知症高齢者は９段階に分類されている。 
 

＜参考＞認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 

ランク 判定基準 見られる症状・行動の例 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社

会的にほぼ自立している。 
― 

Ⅱ 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の

困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立

できる。 

― 

 

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 
たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理等それまで

できていたことにミスが目立つ等。 

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 
服薬管理ができない。電話の対応や訪問者との応対等

一人で留守番ができない等。 

Ⅲ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の

困難さが見られ、介護を必要とする。  

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない。時間が

かかる。やたらに物を口に入れる。物を拾い集める。

徘徊、失禁、大声・奇声をあげる。火の不始末。不潔

行為、性的異常行為等。 

 

 

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通

の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 

Ｍ 
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状やそれ

に起因する問題行動が継続する状態等。 

 

○認知症 

脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因によって脳の記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態。 

脳は、人間のほとんどあらゆる活動をコントロールしている司令塔であり、それがうまく働かなければ、精神

活動も身体活動もスムーズに運ばなくなるものであり、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが

悪くなるとさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態（およそ６か月以上継続）となる。こ

のような状態が認知症である。認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、特定の神経細胞がゆっくり

と死んでいく「変性疾患」。アルツハイマー病、前頭・側頭型認知症、レビー小体病などがこの「変性疾患」に

あたる。続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らなく

なり、その結果その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症である。 
 

○ノーマライゼーション 

成年被後見人等が、成年被後見人等でない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじら

れ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと。 

 

○法人後見 

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、本人の親族等が個

人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと。 

 



 

２６ 
 

○要介護（要支援）認定者 

被保険者が介護サービスを受けるため、要介護申請を市町村に申請し、認定を受けた者。市町村は申請に基づ

き、被保険者の心身の状況等を調査する認定調査とともに、主治医の意見を聞き、一次判定を行う。この判定結

果を介護認定審査会で審査・判定し二次判定結果が最終的な結果となり要介護者、要支援者または非該当者に区

分される。要介護者は寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の人で、要支援者は家事や身支度等の日

常生活に支援が必要とする状態の人をいう。 

 

○療育手帳 

都道府県の知事が発行している知的しょうがい者（及び知的しょうがい児）が補助を受けるために必要な手帳。

自閉症などの発達しょうがいにおいて、知的しょうがいを伴う場合は療育手帳を取得することができる。 
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