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認知症支援・介護予防・活躍推進に関する会議

２ 北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議の運営について

 資 料 １ 



北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議の運営について 

【見直しの経緯】 

北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議（平成 26 年度～平成 28 年度）において

は、北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議開催要綱第２条に定める事項に関し、

６つの「分野別会議」と分野別会議間での調整が必要な事項を審議する「調整会議」によ

り、構成員から意見や情報を聴取し、助言を得てきた。 

しかし、国の方向性や事業の今後の展開を考え、それぞれの分野別会議での意見聴取等

を行う項目を整理する必要が生じてきた。加えて、複数の分野別会議に参加いただいてい

る構成員の出席回数が増え、負担が大きくなるという状況でもあった。 

このため、それぞれの分野別会議で意見聴取等を行う項目の整理を行い、分野別会議の

設置数についても削減を図ったもの。 

【見直しの内容】 

・分野別会議の見直し 

  廃止する会議：認知症対策・権利擁護に関する会議 

  改正の理由： 地域の中での複合的な課題について、多機関・多分野協働での取り組

みを検討していく中で、認知症支援についても、高齢者の生きがいや居

場所、社会貢献や地域活動との関係の中で検討する必要があることから、

「認知症対策」については、「（旧）介護予防・高齢者活躍推進に関する

会議」での議事事項とするもの。 

         また、「権利擁護」については、地域包括支援センターの包括的支援事

業と密接に関連するものであることから、「地域包括支援に関する会議」

での議事事項とするもの。 

・意見聴取等を行う項目の見直し 

分野別会議：【新設】認知症支援・介護予防・活躍推進に関する会議 

改 正 前：介護予防・生活支援サービス事業(C)に関すること 

改 正 後：介護予防・生活支援サービス事業に関すること 

 改正の理由：総合事業全体（A・B を含めて）が当会議の議事内容に関わることである

ため、総合事業について「認知症支援・介護予防・活躍推進」の側面か

ら意見聴取を行うもの 

分野別会議：地域包括支援に関する会議 

改 正 前：介護予防・生活支援サービス事業（A・B）に関すること 

改 正 後：介護予防・生活支援サービス事業に関すること  

 改正の理由：総合事業全体（Cを含めて）が当会議の議事内容に関わることであるため、

総合事業について「地域包括支援」の側面から意見聴取を行うもの 
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（参考） 

【平成 26 年度～平成 28 年度の体制】 

【平成 29 年度～平成 31 年度の体制】 
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北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議の運営について

（要綱第６条関係） 

第１条 要綱第６条に基づく会議は、別表の区分により行う。 

２ 前項に定める会議は、別表の区分ごとに、各会議の構成員の互選により選任された

代表と副代表を置く。但し、別表の区分６の代表は要綱第５条に定める座長が、副代

表は要綱第５条に定める副座長が務める。 

３ 第１項に定める会議は、要綱第１条に定める「北九州市高齢者支援と介護の質の向

上推進会議」の開催期間において継続開催を認める。 

４ 前項に基づき要綱第１条に定める会議を継続開催する場合、その構成員についても

継続召集できる。この場合、第２項により選任された代表及び副代表も継続して務め

る。 

５ 要綱第６条第２項により参加を求められた者は、別表に定める区分および意見聴取

等を行う項目に従い、該当する会議に参画する。 

（要綱第８条関係） 

第２条 要綱第８条に定める庶務は、保健福祉局地域福祉部長寿社会対策課、同認知症

支援・介護予防センター、同地域福祉推進課、同介護保険課及び健康医療部地域医療

課において処理する。 

別表 

区分 意見聴取等を行う項目 

１ 認知症支援・介護

予防・活躍推進に関

する会議 

要綱第２条第１項、第２項、第３項および第１１項に関すること

【具体的項目】 

(1) 高齢者の活躍推進に関すること 

(2) 高齢者による社会貢献・地域活動の支援に関すること 

(3) 介護予防事業等の推進に関すること 

(4)  介護予防・生活支援サービス事業に関すること 

(5)  一般介護予防事業に関すること 

(6) 総合的な認知症対策の推進に関すること 

(7) その他、当会議で処理する必要があると認められるもの 

２ 地域包括支援に関

する会議 

要綱第２条第４項、第５項、第６項および第１１項に関すること

【具体的項目】 

(1) 地域包括支援センター運営協議会に関すること 

(2) 介護保険以外の在宅支援に関すること（他の会議に属す

ることを除く） 

(3) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること 

(4) 高齢者の虐待防止や権利擁護の推進に関すること 

(5) 高齢者介護にかかる苦情・相談に関すること（他の会議

に属することを除く） 

(6) その他、当会議で処理する必要があると認められるもの 

３ 介護保険に関する

会議 

要綱第２条第６項、第 7項および第１１項に関すること 

【具体的項目】 

(1) 介護保険事業計画に関すること 

(2) 地域密着型サービス運営委員会に関すること（他の会議

に属することを除く） 
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(3) 介護サービスの質の確保に関すること 

(4) 高齢者の住まいに関すること 

(5) その他、当会議で処理する必要があると認められるもの 

４ 地域密着型サービ

スに関する会議 

要綱第２条第８項および第１１項に関すること 

【具体的項目】 

(1) 地域密着型サービス運営委員会に関すること（地域密着

型サービスの指定・拒否に関すること） 

(2) 介護保険にかかる施設整備に関すること 

(3) その他、当会議で処理する必要があると認められるもの 

５ 在宅医療・介護連

携推進に関する会議 

要綱第２条第９項、第１０項および第１１項に関すること 

【具体的項目】 

(1) 介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業である「在

宅医療・介護連携推進事業」の取組みに関すること 

(2) 在宅医療・介護連携推進事業の運営に関すること 

(3) 在宅医療提供体制に関すること 

(4) その他、当会議で処理する必要があると認められるもの 

６ １から５に係る調

整会議 

要綱第２条に関することで、１～５に掲げる会議間で調整が必要

な項目に関すること 
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所属 氏名

一般社団法人北九州市老人クラブ連合会　理事 井手　ヨシエ

西南女学院大学　　教授（教務部長、助産別科長） 伊藤　直子

北九州市社会福祉協議会　周望学舎事務課　課長 江藤　みどり

一般社団法人北九州市歯科医師会　理事 重藤　弘之

認知症・草の根ネットワーク　理事 田代　久美枝

NPO法人日本健康運動指導士会福岡支部　理事 田村　香代子

公益社団法人福岡県理学療法士会　理事 永野　忍

公益社団法人福岡県栄養士会　理事　北九州支部長 長江　紀子

公益社団法人　北九州市医師会　理事 長森　健

NPO法人老いを支える北九州家族の会　副理事長 野村　尚子

株式会社七尾製菓　代表取締役社長 原田　緑

公益社団法人　福岡県作業療法協会　介護保険担当 宮本　香織

生涯現役夢追塾同窓会 村岡　純

一般社団法人　福岡県歯科衛生士会　理事 力久　生子

所属 氏名

北九州市社会福祉協議会　地域福祉部長 礒田　佳宏

西南女学院大学　　教授（教務部長、助産別科長） 伊藤　直子

公益社団法人福岡県社会福祉士会北九州ブロック幹事長 今村　浩司

九州栄養福祉大学リハビリテーション学部　　作業療法学科教授 大丸　幸

北九州市民生委員児童委員協議会　筆頭副会長 熊野　一眞

福岡県弁護士会北九州部会　高齢者・障害者委員会　副委員長 小鉢　由美

一般社団法人北九州市歯科医師会　理事 重藤　弘之

一般社団法人日本介護支援専門員協会　理事 白木　裕子

公益社団法人北九州市薬剤師会　副会長 白水　京子

福岡教育大学教育学部　教授 中村　貴志

公益社団法人福岡県介護福祉士会　理事 福嶋　万里子

公益社団法人福岡県看護協会　北九州3地区支部 牧之瀬　一二三

公益社団法人北九州市医師会　副会長 村上　吉博

福岡県司法書士会北九州支部　支部長 山﨑　裕一

認知症支援・介護予防・活躍推進に関する会議

地域包括支援に関する会議
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所属 氏名

小倉介護サービス事業者連絡会　居宅サービス部会長 井上　崇

市民構成員（公募） 上村　達雄

市民構成員（公募） 大下　美智代

北九州市民生委員児童委員協議会　筆頭副会長 熊野　一眞

NPO法人福岡県高齢者グループホーム協議会　副理事長 黒木　みよ子

北九州ブロック介護老人保健施設協会　理事 下河邉　勝世

一般社団法人日本介護支援専門員協会　理事 白木　裕子

公益社団法人北九州市医師会　理事 髙嶋　雅樹

福岡県弁護士会北九州部会　高齢者・障害者委員会 中野　昌治

福岡教育大学教育学部　教授 中村　貴志

NPO法人老いを支える北九州家族の会　副理事長 野村　尚子

九州栄養福祉大学　リハビリテーション学部　学長補佐 橋元　隆

産業医科大学　公衆衛生学教室　教授 松田　晋哉

高齢社会をよくする北九州女性の会　理事 丸林　和子

公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会　会長 渡邉　正孝

所属 氏名

北九州市民生委員児童委員協議会　筆頭副会長 熊野　一眞

福岡県弁護士会北九州部会　高齢者・障害者委員会 中野　昌治

福岡教育大学教育学部　教授 中村　貴志

NPO法人老いを支える北九州家族の会　副理事長 野村　尚子

高齢社会をよくする北九州女性の会　理事 丸林　和子

介護保険に関する会議

地域密着型サービスに関する会議
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所属 氏名

認知症・草の根ネットワーク　理事 石田　環

小倉介護サービス事業者連絡会　居宅サービス部会長 井上　崇

NPO法人福岡県高齢者グループホーム協議会　副理事長 黒木　みよ子

一般社団法人北九州市歯科医師会　理事 重藤　弘之

北九州ブロック介護老人保健施設協会　理事 下河邉　勝世

一般社団法人日本介護支援専門員協会　理事 白木　裕子

公益社団法人北九州市薬剤師会　副会長 白水　京子

公益社団法人北九州市医師会　理事 髙嶋　雅樹

公益社団法人福岡県作業療法協会　理事 玉野　和男

医療法人手島内科医院　院長 手島　久文

公益社団法人福岡県理学療法士会　理事 永野　忍

福岡教育大学教育学部　教授 中村　貴志

公益社団法人福岡県栄養士会　理事　北九州支部長 長江　紀子

公益社団法人福岡県看護協会　北九州3地区支部 牧之瀬　一二三

一般社団法人福岡県医療ソーシャルワーカー協会　理事 森川　尚子

一般社団法人福岡県歯科衛生士会　理事 力久　生子

公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会　会長 渡邉　正孝

在宅医療・介護連携推進に関する会議
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