
体系番号 施策名 実績 成果（□）と課題（■）

1-1）
地域ケアネットワークの
形成

・地域包括支援センター，高齢者・障害者福祉関係者等から
なる「権利擁護のまちづくりネットワーク会議」を開催し困難
事例の検討や研修会を行った。
・医療関係者，介護関係者，地域包括支援センター，行政
等が連携し在宅の高齢者等を支える体制づくり及び支援シ
ステムの構築に努めた。
・民生委員による一人暮らし高齢者訪問や，災害時１人も見
逃さない運動を展開し，地域における見守り活動を推進し
た。

□「権利擁護のまちづくりネットワーク」の開催によりスキルアップが
図られた。また，成年後見人制度の活用等を必要とする方への支援
システム構築に向けた意見交換が行われた。
□在宅高齢者等を支える医療・介護等の連携体制の構築が図られ
た。
□民生委員による災害時要援護者台帳への登録推進及び実態把握
により災害時に何らかの支援が必要となる可能性の高い高齢者等
の登録が進んだ。
■成年後見人候補者の募集と人材の育成。
■医療・介護・行政等関係者のスキルアップと連携システムの普及
啓発。
■個人情報を保護しながら，見守り体制の構築を図っていく必要が
ある。

包括的な相談・支援の
推進
①相談体制の整備

・「地域包括支援センターだより」を広報すずかに折り込み周
知を図ってきた。
・職員一名の増員が可能となるよう設置者である鈴鹿亀山
地区広域連合を支援した。

□前回の計画策定時の調査区に比べると「知っている」が１４．９％
から２３．３％に増加した。
□平成２１年度から各地域包括支援センターに１名増員を図った。
■介護予防事務の増加，高齢者からの相談内容の複雑化，困難事
例の増加等により地域包括支援センターは多忙を極めている。

②情報提供の推進

・介護認定の申請時における介護保険パンフレットの随時
配布
・広域連合広報の広報すずかへの折込（年３回）
・６５歳到達者介護保険証送付時に制度開設小冊子を同封
・老人クラブと連携した健康講座等に参加し，介護保険制度
や地域包括支援センター，高齢者福祉施策の説明を実施。

□介護保険制度や地域包括支援センター， 介護予防等が徐々に市
民に浸透しつつある。
　地域包括支援センターの認知度（６５歳以上）
　前回計画策定時31.1％
　今回調査結果59.7％
■見てもらいやすい情報提供スタイルの研究

地域福祉の推進体制
の強化
①地域福祉活動の推
進

・地区社協が結成されている１９地区において，１人暮らし高
齢者等の友愛訪問等が展開された。
・第２次地域福祉活動計画策定にあたり地区社会福祉協議
会の今後の事業推進について検討協議された。（一人暮ら
し高齢者を対象とした配食サービス，小地域の見守りネット
ワーク事業，地区福祉懇談会など）
・地域住民等が自ら高齢者や子育て等のネットワークを，サ
ロン運営を通じて構築した。
・社会福祉協議会において一般，精神保健ボランティアス
クールなどを開催された。

□平成２３年５月に一ノ宮地区社会福祉協議会が設立された。また
第２次地域福祉活動計画において，地区社会福祉協議会の活性化
の方向性について示された。白子地区においては，活性化に向けた
具体的な取組が行われている。
サロン活動団体は，５５団体（平成２２年末）。
■地区社会福祉協議会事業を担当する事務局体制を再構築する必
要性がある。

②福祉意識の啓発

・各地区社会福祉協議会との共催により救急法講習会など
の事業を行っている。
・鈴鹿市ワークキャンプにおいて，市内の小中学校の児童・
生徒が，老人ホームを訪れ，高齢者と触れ合い，交流した。
・各学校において，総合的な学習の時間に高齢者体験など
の福祉学習を行った。
 また，中学校の職場体験学習（チャレンジ１４）で，地域の
老人介護施設を訪問し，お年寄りと交流する学校もみられ
た。
・幼稚園においても，地域の高齢者との交流を行っている。

□地域の方との出会いの機会となり参加者同士のつながりができ
る。
□いろいろな体験をすることで心身のリフレッシュができる。
□事業に参加することで自身の活動を拡げるきっかけとなる。
□鈴鹿市ワークキャンプにおいて，市内の小中学校の児童・生徒
は，老人ホームを訪れ，高齢者とふれ合うことで，思いやりの心やと
もに生きることの尊さに気づくことができた。
□各学校においては，一人暮らし高齢者宅を訪問したり，運動会や
学校行事に招いたりして交流を深める学校があった。
□総合的な学習の時間に，高齢者を学校に招き，昔の遊びや昔のく
らしや道具，祭りなどについて，教えていただく中で，昔の人の知恵
や工夫に気づくことができた。
■授業時間数の確保
■老人会や独居老人との連絡調整時間の確保

2-1）
壮年期からの健康づく
りの推進

 　　　　　　　　　　　     　　   平成２１年度 　　　平成２２年度
・健康づくり推進事業
　　健康展　実施回数 　　　　 　    　1回　　　　　　　　　　 1回
               延参加人数　　   　  200人　　　　　　　　 300人
・健康相談 実施回数 　　　     　　68回 　              　66回
               延参加人数           990人　　　　　　　　 787人
・健康教育 実施回数                55回　　　　　　　　　 56回
               延参加人数　    　 4,480回　　　　　　　 3,830回
・健康手帳の交付者数　　   　 2,252人　　　　　　　 1,599人
・各種がん検診事業
　　胃がん検診 受診者数       4,417人               5,679人
                    受診率             9.7%　                12.5%
　　大腸がん検診受診者数     5,591人　　　　　　　 6,676人
                      受診率　 　    12.3%                  14.7%
    肺がん検診 受診者数       5,621人                7,986人
                    受診率           12.4%                   17.6%
    前立腺がん検診受診者数  2,269人　　　　　　　 3,162人
                    受診率           15.0%                  20.9%
    乳がん検    受診者数       4,331人　　　　　  　 4,487人
                    受診率　　　　　 11.0%　　　　　　　    11.4%
　　子宮がん検診 受診者数    5,028人　          　 5,227人
                       受診率        12.8%                   13.3%

□生活習慣病の予防や健康に関する正しい知識の普及により，健康
への関心を高め，健康づくりに取り組みや要介護状態なることを予防
につなげることができる。
□がん検診の受診の推進により，早期発見，治療につなげ，また，
健康維持にもつなげることができる。
■要介護状態の予防に資するため，健康に対する意識の働きかけ
を継続的に実施する必要がある。
■年齢的には就労している時期であるため，壮年期からの健康づく
りを進めていくには，産業保健との連携も重要である。

2-2）

一般高齢者の介護予
防の推進
①介護予防の意識啓
発

・「介護予防事業のご案内」のチラシを，年に１回広報すず
かに折込み配布。
・介護予防事業の中で，参加者に対し「介護予防事業のご
案内」や介護予防パンフレットを配布。

□「介護予防」という言葉の認知度は高まっており，正しい知識の普
及により，要介護状態になることを予防できる。
■介護予防に対する意識レベルに応じた知識の普及を図る方法を
検討する必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画事業実績等一覧
この一覧は，高齢者福祉計画策定（見直し）の基礎資料とするため，平成２１年度～２２年度において実施した主な事業・施策を整理したものです。

1．地域ケア体制の確立

1-2）

1-3）

２.介護予防と生きがいづくりの推進

資料 ６
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体系番号 施策名 実績 成果（□）と課題（■）

2-2）
②介護予防活動の支
援

・平成２１年度
　高齢者の介護予防教室
　　実施回数　　４６回　　延参加人数　　１，６３８名
　転倒骨折予防教室
　　実施回数　　２０回　　延参加人数　　　　３８５名
　認知症介護予防教室
　　実施回数　　２３回　　延参加人数　　　　８６５名
　自主活動グループの育成
　　栄養教室　実施回数　　６回　　延参加人数　　５４名
　事業所委託での介護予防教室の開催　254回　6,649名

・平成２２年度
　高齢者の介護予防教室
　　実施回数　　９９回　　延参加人数　　２，６９６名
　転倒骨折予防教室
　　実施回数　　１１回　　延参加人数　　　　１６４名
　認知症介護予防教室
　　実施回数　　２１回　　延参加人数　　　　５４９名
　事業所委託での介護予防教室の開催　379回　7,994名

□参加者については，介護予防に対する意識が高く，日常生活の中
で自分に応じた介護予防の取り組みができている。
■多くの高齢者の参加ができるよう状況に応じた介護予防事業の検
討が必要である。
■介護予防活動を実施するための地域での支援体制づくりが必要で
ある。

特定高齢者介護予防
の推進
①特定高齢者の把握

・介護認定を受けていない６５歳以上の高齢者全員に基本
チェックリストを送付し，介護予防に対する意識の高揚と特
定高齢者の掘り起こしを行った。

□特定高齢者数
　　平成２１年度　　１，２９０人
　　平成２２年度　　１，０６５人
■介護予防を必要とする度合いの高い層に対する，参加につながる
ようなアプローチ
■チェックリストの未回答者に対するアプローチ

②通所型介護予防事
業の推進

・運動器の機能向上を，平成２１年度４事業所，平成２２年
度５事業所で実施。
・口腔機能向上を，平成２１年度から３箇所で実施。
・栄養改善事業は，対象者が少ないことから教室実施に至
らなかった。
平成２１年度
　　　実施回数　　　２２４回（運動１９２回，口腔３２回）
　　　実参加人員　　　２２８人
　　　述参加人員　２，７９４人
　　平成２２年度
　　　実施回数　　　３１８回（運動２８２回，口腔３６回）
　　　実参加人員　　　３９７人
　　　述参加人員　２，４６８人

■予防事業への理解と実施体制等の整備を事業所へ求める。
■栄養改善事業について，効果的な実施の方策を検討する。

③訪問型介護予防事
業の推進

・認知症予防
　平成２１年度　被訪問実人数　２名　　被訪問延人数　　２
名
　平成２２年度　被訪問実人数　２名　　被訪問延人数　１２
名

□定期的な訪問による外部からの生活刺激や個別指導による生活
改善などから，認知症の進行を遅らすことができる。
■訪問型介護予防事業を実施するための関係機関等との連携・体
制づくり。

高齢者の社会参加と生
きがいづくりの推進
①生涯学習・スポーツ
の推進

・平成22年度市内31の公民館・ふれあいセンターで，防災，
税，料理，介護予防，三世代交流，健康体操，しめ縄，歴史
などの講座を開催した。
・高齢者教室や介護予防講座を市内29の公民館・ふれあい
センターで，年３～１１回にわたり開催した。
・公民館の各種サークル活動では，年１回発表の機会を設
けている。
・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ
・鈴鹿市いきいき健康水中ウォーク教室
・いきいき鈴鹿・みなウォーク
・鈴鹿市グラウンド・ゴルフ大会
・ブロック別市民グラウンド・ゴルフ選手権大会

□講座に参加することで人との出会いや交流が生まれ，生きがいと
なっている。
□身体を動かすことで心身の健康に役立つ。
□発表の機会が更なる学習意欲の向上につながっている。
□参加人数も年々増加傾向にあり，徐々に市民に定着してきた。
□健康の維持・増進への意識が高まった。
■意欲を持つ人の参加が多いが，参加者が固定される傾向にある。
■会場や講師の関係で定員を増やせない状況にある。

②世代間交流の推進
・公民館で三世代交流の事業を行っている。
・単位老人クラブで実施される昔のあそび，しめ縄教室等の
世代間交流に対し補助を実施し，推進してきた。

□子どもとのふれあうことで活力をもらうとともに，経験を伝える機会
となる。

③社会参加と就労の支
援

・老人クラブが実施する美化活動や児童の交通安全指導等
に対し補助をし活動を支援している。
・（社）鈴鹿市シルバー人材センターに対して，運営補助金
の交付，運営貸付金の貸付を行うことにより円滑な運営を
支援してきた。

老人クラブ連合会　　平成21年度　　　平成22年度
　単位老人クラブ数　　　168クラブ　　　　　　164クラブ
　会員数　　　　　　　　16,011人　　　　　　15,672人
シルバー人材センター　平成21年度　　平成22年度
　会員数　　　　　　　　　　　　748人　　　　　　641人
　契約額　　　　　　　　　402,832千円　　369,923千円

■高齢化の進展とともに，老人クラブ活動の対象者は増加している
が，任意加入のため60代など若手層の加入が進まず，会員数は減
少傾向である。
■厚生年金の支給開始年齢の引き上げや，高齢者雇用安定法の改
正の影響により，60歳代前半の会員数が減少している。
■企業等から受けていた「長期間に及ぶ安定した受注」が減少して
おり，個別契約の増加を図る必要がある。

2-3）

2-4）
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体系番号 施策名 実績 成果（□）と課題（■）

３－１) 在宅サービスの充実

在宅生活を維持できるよう地域包括支援センターの協力を
得て，様々な在宅サービスを提供した。
・おむつ支給事業─平成22年度よりリハビリパンツを導入。
　平成21年度390人，平成22年度529人
・寝たきり高齢者等ふとん丸洗い事業─寝たきりの方だけで
なく、重度の認知症等による寝具汚染がある方まで拡大。
　平成21年度205枚，平成22年度235枚
・緊急通報装置－人の行動パターンにより異常を発見する
人感センサー付きの仕様とした。
　平成21年度53件，平成22年度46件
・訪問理美容サービス－Ｈ21年度105回，Ｈ22年度97回
・日常生活用具給付－Ｈ21年度5件，Ｈ22年度7件
・徘徊探索支援サービス－Ｈ21年度7件，Ｈ22年度7件
・配食サービス－H21年度53,300食，H22年度41,535食

■対象者数，給付数量ともに増加傾向にあり，経費の見直しや事務
の効率化を図る必要がある。

3－2) 住まいの確保

・市営住宅施設改修事業（階段等への手すり設置）
・鈴鹿市住生活基本計画の策定
・市営住宅跡地需要調査
　（市営住宅跡地への福祉施設誘致）
・三重県あんしん賃貸支援事業

□高齢者・障害者に配慮した市営住宅の改修を計画的に推進した。
□市営住宅跡市の有効活用（福祉施設の誘致）を行った。
■厳しい財政状況の中，市営住宅のバリアフリー化等の計画的な整
備の推進

安全対策の推進
①安心・安全の確保

・高齢者交通安全教室　平成22年度　33回　3,665人
・自主防災隊の育成　5隊
・自主防災隊活性化事業　25隊
・二次避難所の確保　13施設と協定を締結
・緊急通報体制整備　平成21年度53件，平成22年度46件
・独居老人等防火指導
　　　　　　　　　　平成21年度465件，平成22年度291件
・住宅用火災警報器の設置促進
　　　　　　　　　　平成21年度360件，平成22年度227件
・災害時要援護者台帳登録の促進
　　　　　　　　　　平成21年度4,818人，平成22年度5,199人

■防火指導や住宅用火災警報器設置指導等のための訪問における
本人承諾
■災害に備えＷｅｂ－ＧＩＳと連携したシステムの構築

②一人暮らし高齢者等
の見守りの充実

・民生委員による見守り・相談活動，配食サービスを実施。
平成21年度実施19地区　638名（配食対象者数）
平成22年度実施19地区　604名（配食対象者数）

□こまめな見守り活動を行うことにより高齢者の安否確認につながっ
ている。
■高齢者の増加に伴い民生委員の負担が増している。
■未実施地区でのサービス導入に向けた検討。

４－１) 認知症ケアの充実

・認知症講演会の開催（平成21年度１回）
・認知症サポーター養成講座の開催（延養成者数950人）
　平成21年度19回　平成22年度6回
・市内事業所の協力による徘徊高齢者の早期発見・保護を
目的とするネットワークを立ち上げた。
　平成22年度協力事業所数86事業所

■認知症サポーター養成講座のＰＲ
■徘徊高齢者等の早期発見・保護のネットワークへの協力事業所の
募集

高齢者の尊厳を守るた
めの支援の充実
①虐待防止の推進

・虐待・搾取ネットワーク介護を発展させた「権利擁護のまち
づくりネットワーク会議」に参加し研修や関係機関との連携
を図った。

■虐待の実態の把握

②権利擁護の推進

・地域包括支援センターや鈴亀地域権利擁護センターと連
携し，日常生活支援事業（権利擁護事業）の導入等を図っ
た。
・生活保護受給者等の低所得者が成年後見制度の利用に
支障がないよう後見人等に対する報酬支援制度を設けた。

■後見人が見つからない方や後見人をサポートする機関の設置。

５－１) 移動手段の確保

・運転手以外に職員を同乗させ介護度や障害の程度が重
度の方を対象を移送する福祉有償運送に対し支援を行っ
た。
・運営会議への定期的な事業報告等を支援した。

■経営環境がきびいい事業のため，新規参入者が少ない。
　　平成21年度4法人　　平成22年度5法人

５－２)
ユニバーサルデザイン
の推進

・三重県ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝのまちづくり推進条例に基づき，関
係課と連携し，指導・助言した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年度　　平成22年度
特定施設新築等協議受理件数　36件　　　　　　47件
特定施設新築等通知受理件数　　6件　　　　　　　4件
適合書交付件数　　　　　　　　　　　7件　　　　　　14件
・道路整備に合わせた舗装の平坦化。側溝改良により転落
防止を図り合わせて歩行しやすさの向上を図った。
・歩道整備時のフラット化整備。マウントアップ歩道の段差
解消。
・公園入り口や園路，トイレの改修を行い，高齢者等が利用
しやすい公園に整備した。また，幅広い利用が可能となるよ
う健康遊具を設置した。

■ユニバーサルデザインへの市民の関心を高める。
■財政を取り巻く環境はきびしく，計画的な整備と財源の確保が課題
である。

４－２)

５．高齢者にやさしいまちづくりの推進

３．高齢者の自立生活の支援

3－3)

４．認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
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体系番号 施策名 実績 成果（□）と課題（■）

高齢者福祉の基盤整
備
①地域密着型サービス
の基盤整備

・鈴鹿亀山地区広域連合が介護保険事業計画に基づき選
定した整備計画を促進するため補助金を拠出した。
小規模特養　１施設
認知症高齢者グループホーム　7施設
地域密着型特定施設入居者生活介護　1施設

■高齢化の進展に伴う要介護認定者等の増加に備え，計画的な整
備が必要である。
■介護ニーズの増加に伴い，施設整備と介護保険料等の負担のバ
ランスを取る必要がある。

②老人福祉施設等の
整備

・特別養護老人ホーム　30床の増床
・介護老人保健施設　80床の増床

■高齢者の多様な住まいを確保していくため，市街化調整区域にお
ける有料老人ホームや適合高齢者専用住宅の整備について検討す
る必要がある。
■高齢化の進展に対するため要介護高齢者を支える基幹的な施設
の整備
■施設整備と介護保険料等の負担のバランスに配慮する必要があ
る。

６．事業の推進にあたって

６－１)
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