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附属資料  

 

１．計画策定の経過 

 

実施日 項目 報告・審議案件等 

令和２年 

（2020 年） 

１月 20 日～ 

２月 10 日 

アンケート調査実施 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（一般高齢者対象） 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（要支援認定者対象） 

・在宅介護実態調査（要介護認定者、要介護認定者の主な介護者） 

令和２年 

（2020 年） 

9 月 2 日 

第 1 回 

高齢者福祉専門分科会 

・会長、会長職務代理者の選出 

・諮問「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画の

策定について」 

・西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画骨子（案）

について 

令和２年 

（2020 年） 

11 月 19 日 

第２回 

高齢者福祉専門分科会 

・西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画（素案）に

ついて  

令和２年 

（2020 年） 

12 月 15 日

～ 

令和３年 

（2021 年） 

１月 20 日 

パブリックコメントの実施 

・西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画（素案）の

公表、市民意見の募集 

（12 月 10 日号の市政ニュース・市ホームページに掲載） 

令和３年 

（2021 年） 

２月 10 日 

第３回 

高齢者福祉専門分科会 

・パブリックコメントの結果及び市の考え方について 

・西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画（案）に 

ついて 

・答申 「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画の

策定について」 

※令和２年４月８日～５月 20日までの間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言下であったため、

５月に開催を予定していた専門分科会は開催せず、資料送付のみとなりました。 
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２．高齢者福祉専門分科会 

 

１）西宮市附属機関条例（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 別に条例に定めるもののほか、別表根拠規定の欄に掲げる規定に基づき、執行機関又は地方公

営企業の管理者（以下「執行機関等」という。）の附属機関として、同表附属機関の欄に掲げる附属機

関を設置する。 

（委員） 

第２条 附属機関の委員の定数は、別表委員総数の上限の欄に掲げる数以内とする。 

２ 委員は、別表構成の欄に掲げる者のうちから当該附属機関の属する執行機関等が委嘱し、又は任命

する。 

３ 委員の任期は、２年とする。 

４ 委員は、２回を限度として再任することができる。ただし、当該附属機関の属する執行機関等にお

いてやむを得ないと認める場合に限り、４回を限度として再任することができる。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（附属機関の運営） 

第３条 附属機関に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、当該附属機関において、委員の互選に

より定める。 

２ 会長は、当該附属機関を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 附属機関の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、会長及び副会長を互選する会

議は、当該附属機関の属する執行機関等が招集する。 

５ 附属機関は、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。 

６ 附属機関の会議の議事は、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。 

第３２条 第２条第３項の規定にかかわらず、西宮市社会福祉審議会（以下この条において「審議会」

という。）の委員の任期は、３年とする。 

２ 第２条第４項ただし書の規定は、審議会の委員には、適用しない。 

３ 審議会における第３条第１項から第４項までの規定の適用については、同条第１項及び第４項ただ

し書中「会長及び副会長」とあり、並びに同条第２項及び第４項本文中「会長」とあるのは「委員長」

と、同条第３項中「副会長は、会長を補佐し、会長」とあるのは「あらかじめ委員長の指名した委員

は、委員長」と、「又は会長」とあるのは「又は委員長」とする。 

４ 委員長は、委員の４分の１以上の者から審議すべき事項を示して請求があるときは、会議を招集し

なければならない。 

５ 審議会は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１２条第２項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第１１条第１項若しくは第２項の規定により専門分科会を置いたとき又は社会福祉法施行

令（昭和３３年政令第１８５号）第３条第１項の規定により身体障害者福祉専門分科会に審査部会を

設けたときは、当該専門分科会又は審査部会の決議をもって審議会の決議とする。ただし、当該専門
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分科会（同法第１１条第１項に規定する民生委員審査専門分科会を除く。）又は審査部会の決議をも

って審議会の決議とすることが適当でないと審議会の委員長が認める場合は、この限りでない。 

６ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

７ 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 

８ 臨時委員を委嘱し、又は任命した場合の審議会における第３条第５項及び第６項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」とする。 

９ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるもの

とする。 

 

別表（第１条関係、第２条関係） 

附属機関の

属する執行

機関等 

根拠規定 附属機関 担任事務 
委員総数

の上限 
構成 

市長 社会福祉法第７

条第１項及び第

１２条第１項 

西宮市社会 

福祉審議会 

市民の社会福祉に関す

る事項（児童福祉に関す

る事項を含む。）につい

ての調査及び審議 

５０人 学識経験者 

市議会議員 

社会福祉事業

に従事する者 

略 
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２）西宮市社会福祉審議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、西宮市附属機関条例（平成２５年西宮市条例第３号）に規定する西宮市社会福祉

審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営について、必要な事項を定める。［３］ 

（専門分科会） 

第２条 審議会に社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第１２条第２項の規定に

より読み替えて適用される法第１１条第１項及び第２項の規定により、次の各号に掲げる専門分科会

を置くものとし、それぞれ当該各号に定める事項を調査審議するものとする。 

(１) 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項 

(２) 身体障害者福祉専門分科会 身体障害者の福祉に関する事項 

(３) 児童福祉専門分科会 児童の福祉に関する事項 

(４) 高齢者福祉専門分科会 高齢者の福祉に関する事項 

［４］ 

２ 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名す

る。 

（専門分科会の運営） 

第３条 専門分科会に専門分科会長を置き、専門分科会長は、専門分科会に属する委員及び臨時委員の

互選によって定める。 

２ 専門分科会長は、専門分科会の事務を掌理する。 

３ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、専門分科会長があらかじめ指

名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

４ 専門分科会の会議は、専門分科会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、専門分科会長を互

選する会議は、市長が招集する。 

５ 専門分科会長は、専門分科会に属する委員の４分の１以上の者から審議すべき事項を示して請求が

あるときは、専門分科会を招集しなければならない。 

６ 専門分科会は、専門分科会に属する委員及び議事に関係のある臨時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。 

７ 専門分科会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時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。 

［４］ 

（審査部会） 

第４条 社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号）第３条第１項の規定により、身体障害者福祉

専門分科会に身体障害者審査部会（以下「審査部会」という。）を設ける。［４］ 

２ 審査部会に審査部会長を置き、審査部会長は、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によって

定める。 

３ 前条第２項から第４項まで、第６項及び第７項の規定は、審査部会について準用する。［４］ 

（審査部会の決議の特例） 

第５条 審査部会は、急施を要するため、会議を招集するいとまがないと認めるときは、持回りにより

決議することができる。［４］ 
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（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉局福祉総括室地域共生推進課において処理する。［１］［２］［４］

［５］ 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定め

る。［４］ 

 

付 則 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２０年３月３１日西宮市規則第８５号［１］西宮市事務分掌規則等の一部を改正する規則

９条による改正付則） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２４年３月３０日西宮市規則第７２号［２］西宮市副市長事務分担規則等の一部を改正す

る規則６条による改正付則） 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年７月３１日西宮市規則第１０号［３］市長の附属機関の委員の構成別の定数等に関

する規則等の一部を改正する等の規則２条による改正付則） 

 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。 

付 則（平成２６年３月２８日西宮市規則第４５号［４］） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２６年３月３１日西宮市規則第７６号［５］西宮市副市長事務分担規則等の一部を改正す

る規則８条による改正付則） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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３）高齢者福祉専門分科会委員名簿（敬称略） 

 

区分 役職 委員氏名 性別 職業等 備考 

学 

識 

経 

験 

者 
 

会長  松端 克文 男 
武庫川女子大学 文学部  

心理・社会福祉学科 教授 
  

会長 

職務代理 
 與那嶺 司 男 

神戸女学院大学 文学部  

総合文化学科 教授 
  

委員 工藤 好彦 男 公募市民 臨時 

委員 中川 尚美 女 西宮市薬剤師会副会長 臨時 

委員 中野 良子 女 公募市民 臨時 

委員 西藤 佳彦 男 西宮市歯科医師会副会長 臨時 

委員 西本 洋二 男 西宮市医師会監事 臨時 

委員 宣本 恵子 女 
認知症介護者の会「さくら会」 

世話人 
臨時 

社 

会 

福 
祉 
事 

業 

関 

係 

者 

委員 荒巻 勲 男 西宮市老人クラブ連合会副理事長  

委員 北嶋 勇志 男 
兵庫県老人福祉事業協会 

阪神ブロック会長 
  

委員 髙瀨 京子 女 西宮市民生委員・児童委員会副会長   

委員 長谷川 初美 女 
訪問看護ステーションネットワーク

西宮 
臨時 

委員 福田 朱美 女 
安井地域包括支援センター 

センター長 
 

委員 毎田 糸美 女 
兵庫県シルバーサービス事業者連絡協

議会副会長 
 

委員 松平 康子 女 西宮市ケアマネジャー協会副会長 臨時 

委員 水田 宗人 男 西宮市社会福祉協議会理事長  

市 

議 

会 

議 

員 

委員 大迫 純司郎 男 市議会議員  

委員 多田 裕 男 市議会議員 Ｒ2.7.1～ 

委員 ひぐち 光冬 男 市議会議員 ～Ｒ2.6.30 
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３．用語解説 

 

あ行                                       

 

ＩＣＴ 

情報通信技術（Information & Communication Technology） の略。「ＩＴ」(Information 

Technology)もほぼ同義として用いられるが、国際的にはＩＣＴの方が広く使われている。 

 

アセスメント 

  適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じ

て利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援するうえで解決すべき課題を把握すること。 

 

か行                                        

 

介護相談員 

介護施設等の介護サービスの提供の場を訪ね、サービスの利用者の話を聞き、相談に応じる等

の活動を行う人。活動を行うために必要な一定水準の研修を受けている。 

 

介護予防・生活支援員 

介護予防・日常生活支援総合事業で実施する「家事援助限定型訪問サービス」を提供する担い手

のこと。市の養成研修を受講すれば正式な資格が得られ、家事援助限定型訪問サービスを実施する事

業所に採用されると、介護予防・生活支援員として働くことができる。（ヘルパーの有資格者は、研

修受講は不要） 

 

介護予防サポーター 

介護予防サポーター養成講座を修了した人で、西宮いきいき体操の活動実施を支援する人。 

 

外部評価 

サービスの質の確保を目的として、認知症対応型共同生活介護事業所が定期的に都道府県の

認証した評価機関の実施する第三者評価を受け、その結果を公開する制度のこと。条例の規定

により外部評価を受けることが義務とされているサービス以外についてもサービス向上のた

め受審することが望まれている。 

 

キャラバン・メイト 

「認知症サポーター養成講座」の講師。市・県等が開催するキャラバン・メイト養成研修を受

講し、登録する必要がある。 

 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

  60 歳以上の高齢者（夫婦で入所する場合はどちらかが 60 歳以上）が、家庭環境、住宅事情な

どの理由により居宅で生活することが困難な場合に比較的低額な料金で入所できる施設。 
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権利擁護推進員 

高齢者・障害者権利擁護支援センター等が行う権利擁護に関する普及・啓発等に協力する人。 

 

合計所得金額 

  地方税法第 292 条第１項第 13 号に規定する金額。ただし、第７期計画より保険料算定におい

ては、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除し、

非課税者は年金所得を控除する。 

 

高齢者・障害者権利擁護支援センター 

介護や福祉のサービスを選ぶことや契約することが難しい認知症高齢者や、知的・精神に障害

のある人などに対して、成年後見制度利用などの権利擁護に関する相談や支援を実施することを

目的に西宮市が設置している機関。 

 

高齢者あんしん窓口 

地域包括支援センターの西宮市における呼称。高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を継

続できるよう、どのような支援が必要かといった状況の把握を行い、日常生活に必要な課題を整

理するとともに、介護サービスにとどまらず、介護保険制度外のサービス、関係機関、必要な制

度への利用等につなげて支援を行う機関で、15の日常生活圏域ごとに設置されている。 

 

さ行                                        

 

在宅療養相談支援センター 

地域の在宅医療・介護の連携拠点として、医療・介護関係者に対する退院支援や在宅療養の総

合的な支援を実施するほか、地域住民への在宅医療・介護の普及啓発を図る役割を担う機関で、

５つの地域包括ケア連携圏域ごとに設置されている。 

 

市民後見人 

成年後見制度において、裁判所が選任した専門職以外の第三者後見人（補助人・保佐人を含む）

のこと。地域で暮らす判断能力の不十分な認知症高齢者等の権利擁護を図るため、身近な地域で

権利擁護の観点から支援を行う社会貢献の精神をもった市民。 

 

障害者あんしん相談窓口 

障害者やその家族の地域における生活を支援するため、福祉サービスの利用相談や介護相談及

び情報提供などの総合的な相談窓口。市より委託をうけて運営される相談窓口と、個別給付のサ

ービス等利用計画案、障害児支援利用計画案等の作成を担うことを通じて利用できる相談窓口が

ある。 

 

小地域福祉活動 

身近な小地域（小学校圏域等）を単位として、近隣の人々が行う見守り活動や支援活動など、

福祉活動の総称。 
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自立に向けたケアマネジメント会議（地域ケア個別会議） 

地域ケア会議の「地域ケア個別会議」の位置づけで、高齢者あんしん窓口主催で行う会議。多

職種の協議を通じて自立支援型ケアマネジメントの充実を図り、高齢者の生活の質の向上をめざ

し、地域包括ケア連携圏域ごとで開催。構成員は、高齢者あんしん窓口、事例提供者、事例にサ

ービス提供する事業者、リハビリテーション専門職、管理栄養士、薬剤師、市職員、その他必要

に応じた専門職。 

 

生活援助員（ＬＳＡ） 

介護保険施設や通所介護事業の職員で、公営住宅におけるシルバーハウジング住宅等で高齢者

の見守り活動や一時的な家事援助、緊急時の対応、関係機関等との連絡などを行う人。 

 

生活困窮者自立支援相談窓口 

失業などにより経済的な困窮状態にある人などを対象として、専門の相談支援員が個別の支援

プランを作成し、就労支援を始めとする必要な支援を実施することで、困窮状態からの早期脱却

を図る相談窓口。 

 

生活支援員 

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）において、利用者のサービス利用や金銭

管理に関する支援を行う人。 

 

生活支援コーディネーター 

住民同士による生活支援を行う担い手の発掘・養成などを行うとともに地域資源の開発や、地域の

多様な主体のネットワークの構築に向け、そのコーディネート機能を担うために配置される職員。 

 

成年後見制度 

  認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分なために自分自身の権利を守

るのが困難な人を支援する制度。その人の意志を尊重した財産管理やサービス利用のための契約

などをサポートする。 

 

捜索協力者（認知症ＳＯＳメール配信事業） 

認知症ＳＯＳメール配信事業において、認知症の方が行方不明になった場合、日常生活のなか

で無理のない範囲で捜索する人。捜索協力者として登録することで、行方不明者の情報が閲覧で

きるＳＯＳメールが配信される。 

 

た行                                        

 

地域医療構想 

  2014 年に成立した医療介護総合確保推進法によって都道府県が策定することを義務化した。

限られた医療資源を効率的に活用し、切れ目のない医療・介護サービスの体制を築く目的で、将

来の医療需要と病床の必要量を推計し、地域の実情に応じた方向性を定めた構想。 
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地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことを言う。 

 

地域ケア会議 

保険者又は高齢者あんしん窓口及び地域住民等が主催し、地域のいろいろな関係者が参画し、

地域課題に応じた施策を展開していくために行う会議。 

個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネ

ットワーク構築につなげるなど、高齢者の支援にかかわる諸活動を、総合的に調整、推進すること

を目的に行う。 

 

地域ケア個別会議 

 個別事例のニーズや課題を関係者等で共有し、具体的な支援の方策の検討等を行う地域ケア会

議。「自立に向けたケアマネジメント会議」のほか困難事例等についての検討も随時行う。 

 

地域ケア連携会議 

 「地区ネットワーク会議」を参照。 

 

地域包括ケアシステム 

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て、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、住まい及び自立した日常生活への支援が包括的に確保

される体制と定義されており、市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じてつくり上げていくことが必要となっている。 

 

地区社会福祉協議会 

地域福祉活動をすすめていくことを目的に、概ね小学校区の身近な圏域（市内 35 地区）に設

置されている住民組織。各地区ではそれぞれ地域性に応じて、住民の手による助け合い活動が展

開されている。 

 

地区ネットワーク会議（地域ケア連携会議） 

地区社会福祉協議会域において、地域住民が主体となり、日常における見守り等の活動につい

て、情報交換と共有を図るとともに、地域のニーズの把握・課題整理、課題解決の取り組みとし

て活動や事業の開発を各専門機関と連携して行う場。 

地区によって構成員は異なるが、地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、自治会、老人ク

ラブ、各福祉専門相談支援機関、地域内の当事者団体関係者、ボランティア活動者、福祉事業所・

施設等で構成されている。 

 

地区ボランティアセンター 

地区社会福祉協議会活動のひとつで、「相談・情報提供」、「ボランティア活動の普及推進」、

「ボランティアによる生活支援や地区ボランティアセンターの拠点機能を活用した支援」、「個

人や各種地域団体及び専門機関とのコーディネート」の４つの機能を有する機関。 

地区によって、開設曜日・時間が異なる。 
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な行                                        

 

西宮いきいき体操 

地域住民がグループで、身近な場所において行う高齢者向けの筋力向上を目的とした体操。手首

や足首におもりをつけ、ＤＶＤの映像にあわせて行う。おもりの量を調整したり、座って体操する

ことによって、体力に自信がない方も一緒に参加することができる。 

 

認知症カフェ 

認知症の方やその家族、地域住民、専門職などが気軽に集える場。 

 

認知症ケアパス 

認知症の方が相談できる窓口や利用ができるサービス、参加可能な地域活動をまとめたもの。

認知症になる前の予防の段階から、症状が進行していった段階に応じて、社会資源を掲載してお

り、本市では「西宮市認知症サポートべんり帳」として配布。 

 

認知症サポーター 

  認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族をあたたかく見守る応援者。キャラバン・メイ

トが実施する「認知症サポーター養成講座」を受講する必要がある。 

 

認知症サポート医 

認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医療機関や高齢

者あんしん窓口等との連携の推進役となるための研修を修了した医師。 

 

認知症疾患医療センター 

認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を

実施するとともに、地域保健医療・介護関係者への研修等を実施することを目的として都道府県

及び指定都市が設置する専門医療機関。 

 

認知症初期集中支援チーム 

認知症になっても本人の意思が尊重され、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、認知症が疑われる人や認知症の人、及びその家族を医療や福祉の専門職が訪問するな

どし、集中的（概ね６か月）に支援を行い、自立生活のサポートを行う機関。 

 

は行                                        

 

バリアフリー 

障害のある人などが社会生活をしていくうえで障壁（バリア）となるものを取り除くことをい

う。段差の解消や手すりの設置といった物理的障壁の除去だけでなく、より広く、すべての人の

社会生活を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁を除去するという意味でも用

いられる。 
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ボランティアセンター 

ボランティア活動についての相談、情報の提供、活動先の紹介、ボランティア活動をしたい人

と受けたい人のニーズの調整やボランティア災害共済の受付などを行う機関。社会福祉協議会に

設置されている。 

 

ま行                                        

 

看取り 

近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的苦痛、苦悩をできるだけ

緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くことができるように、日々

の暮らしを営めることを目的として援助すること。 

 

みやっこケアノート 

医療や介護が必要となった方でも、住み慣れた地域で自分らしい在宅生活を送ることができる

よう、本人・家族をはじめ、医療や介護などの関係者で情報の共有や交換をするためのノート。 

 

民生委員・児童委員 

民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、地域住民の立場か

ら生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っている。すべての民生委員は児童福祉法により

児童委員も兼ねるため、民生委員・児童委員と呼ばれる。 

 

メディカルケアネット西宮 

医療関係者・介護関係者等多職種の代表者により設置された「西宮市在宅医療・介護連携推進

協議会」のこと。 

メディカルケアネット西宮では、「在宅医療・介護の連携及び推進」「在宅看取りの推進」「多

職種のネットワーク化」などに関する取組を実施。 

 

や行                                        

 

養護老人ホーム 

  介護の必要のないおおむね 65 歳以上の高齢者が、環境上の理由や経済的理由などにより居宅

において養護を受けることが困難な場合に入所できる施設。 

 

ら行                                        

 

ライフステージ 

人間の成長を色々な考え方に基づいて分けた、それぞれの人生の段階のことをいう。例えば、

乳児期・幼児期・児童期・思春期・青年期・壮年期・老年期といった区分がよく用いられ、それ

ぞれの段階ごとに、節目となるような経験をし、特徴的な悩みや問題などがある。 
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