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１ 委員名簿 

 ① 米子市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

選 出 区 分 委員氏名 

学識経験者 寳意 規嗣 

学識経験者 土井 教子 

学識経験者 仁科 祐子 

学識経験者 ◎ 岸本 拓治 

学識経験者 廣江 晃 

学識経験者 小田 貢 

保健・福祉団体を代表する者 ○ 名越 光義 

保健・福祉団体を代表する者 景山 明英 

保健・福祉団体を代表する者 内田  久美子 

保健・福祉団体を代表する者 佐藤  美紀子 

老人介護サービス事業者を代表する者 長井 陽子 

老人介護サービス事業者を代表する者 石田 良太 

老人介護サービス事業者を代表する者 西尾 慶子 

老人介護サービス事業者を代表する者 錦織 信雄 

被保険者・介護者を代表する者 木村 定雄 

被保険者・介護者を代表する者 小椋 康史 

被保険者・介護者を代表する者 松良 美子 

被保険者・介護者を代表する者 安達 庸 

被保険者・介護者を代表する者 永原 光二 

被保険者・介護者を代表する者 吉野 立 

被保険者・介護者を代表する者 渡辺 紀子 

被保険者・介護者を代表する者 長谷川 久美子 

◎ 委員長  ○ 副委員長  ２２名（敬称略） 
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② 米子市地域包括支援センター運営協議会 

選 出 区 分 委員氏名 

学識経験者 ◎ 田中 康晴 

学識経験者 井木 博子 

学識経験者 松ヶ野 恵 

学識経験者 靍 理恵子 

学識経験者 寳意 規嗣 

学識経験者 仁科 祐子 

学識経験者 廣江 晃 

学識経験者 小田 貢 

保健・福祉団体を代表する者 内田 久美子 

保健・福祉団体を代表する者 佐藤 美紀子 

老人介護サービス事業者を代表する者 長井 陽子 

被保険者・介護者を代表する者 小椋 康史 

被保険者・介護者を代表する者 松良 美子 

被保険者・介護者を代表する者 安達 庸 

被保険者・介護者を代表する者 ○ 吉野 立 

◎ 会長  ○ 副会長  １５名（敬称略） 
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③ 米子市地域密着型サービス運営委員会 

 

選 出 区 分 委員氏名 

学識経験者 土井 教子 

学識経験者 岸本 拓治 

保健・福祉団体を代表する者 名越 光義 

保健・福祉団体を代表する者 ◎ 景山 明英 

老人介護サービス事業者を代表する者 石田 良太 

老人介護サービス事業者を代表する者 西尾 慶子 

老人介護サービス事業者を代表する者 錦織 信雄 

被保険者・介護者を代表する者 木村 定雄 

被保険者・介護者を代表する者 永原 光二 

被保険者・介護者を代表する者 ○ 渡辺 紀子 

被保険者・介護者を代表する者 長谷川 久美子 

◎ 委員長  ○ 副委員長  １１名（敬称略） 

 

 

 

２ 委員会等設置要綱 

 

米子市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市における高齢者の保健・福祉施策及び介護保険事業の推進を図る

ため、米子市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる計画について調査研究し、その結果を計画案と

して取りまとめるものとする。 

(1)老人保健法（昭和５７年法律第８０号）第４６条の１８第１項及び老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８第１項の規定により策定す

る米子市高齢者保健福祉計画 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8e%b5%96%40%94%aa%81%5a&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%db%8c%92%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8e%b5%96%40%94%aa%81%5a&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%5c%98%5a%8f%f0%82%cc%8f%5c%94%aa&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004601800000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004601800000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004601800000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%9f%8e%83%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8f%f0%82%cc%94%aa&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%9f%8e%83%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8f%f0%82%cc%94%aa&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002000800000000000000000000000000
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(2)介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条第１項の規定により策

定する米子市介護保険事業計画 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２３人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1)学識経験を有する者 

(2)保健又は福祉に関係する団体を代表する者 

(3)老人介護サービス事業者を代表する者 

(4)前３号に掲げる者のほか、介護保険被保険者及び介護者を代表する者とし

て市長が適当と認めるもの 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員は、委員に委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を

失うものとする。 

（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１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が

議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。 

３ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席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 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 

（意見の聴取等） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

せて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は、市長が定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。 

（任期の特例） 
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２ この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第３項の

規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成１９年３月３１日までとする。 

 

 

米子市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市における地域包括支援センター事業の推進を図るため、米子市地

域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）地域包括支援センターの設置に関すること。 

（２）地域包括支援センターの運営評価に関すること。 

（３）地域における多機関ネットワークの形成に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 保健又は福祉に関係する団体を代表する者 

(3) 老人介護サービス事業者を代表する者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、介護保険被保険者及び介護者を代表する者とし

て市長が適当と認めるもの 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員は、委員に委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を

失うものとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長

となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。 

３ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す
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るところによる。 

５ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 

（意見の聴取等） 

第６条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

せて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（規定外事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１月１６日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第３項の

規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成１９年３月３１日までとする。 

 

 

 

米子市地域密着型サービス運営委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市における地域密着型サービス事業の推進を図るため、米子市地域

密着型サービス運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）地域密着型サービスの指定に関すること。 

（２）地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。 

（３）地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１１人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 保健又は福祉に関係する団体を代表する者 

(3) 老人介護サービス事業者を代表する者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、介護保険被保険者及び介護者を代表する者とし

て市長が適当と認めるもの 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 
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４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員は、委員に委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を

失うものとする。 

（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１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が

議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。 

３ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席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 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 

（意見の聴取等） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

せて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（規定外事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１月１６日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第３項の

規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成１９年３月３１日までとする。 
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施策の体系図 

《基本理念》 

 

  

《基本目標》              《重点課題》                《基本施策》 

 

 

 

 

 

 

  

 

住み慣れた地域で支え合い、自分らしく安心・安全に暮らし続けられるまちづくり  

～米子の包括ケアの実現をめざして～ 

高齢者が健やかに暮らせる

 生きがい対策の推進

高齢者が安心して快適に暮ら

すことができる福祉の充実 

 

介護保険制度の円滑な運営と

地域包括ケアの推進 

 

１．生きがいづくりの推進 

 

(1)生きがい・仲間づくりの推進 

 

２．元気な高齢者の社会参加

の促進 

 

(1)社会活動への参加の促進 

 

１．福祉サービスの充実 

 

２．高齢者が安心して生活で

きる住環境の整備促進 

 

３．認知症対策と高齢者の権

利擁護の推進 

 

(1)在宅生活を支援するサービスの

 充実

(1)在宅生活を継続できる住環境の

確保 

 

(1)認知症施策の推進 

 

(2)高齢者の権利擁護の推進 

 

１．健康づくりと介護予防の

促進 

 

 

２．介護サービスの充実 

 

３．地域包括ケアの推進 

 

４．介護保険制度の円滑な運

営 

 

(1)健康づくりの推進 

 

(2)介護予防の推進 

 

(3)疾病予防の推進 

 

(1)居宅サービスの推進 

 

(2)施設サービスの充実 

 

(3)地域密着型サービスの充実 

 
(1)高齢者を地域全体で支えるため

 の体制整備

(2)在宅医療・介護の連携推進 

 
(3)地域包括支援センターの機能強

化 

 (4)支え合いの地域づくりへの支援 

 

 

 

(1)介護サービス量の見込み 

 

(2)地域支援事業とサービス量の見

込み 

 

(3)第 1 号被保険者の保険料 

 
(4)制度を円滑に運営するための仕組み 

 

 

(2)介護予防・日常生活支援総合事業

 の実施
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