
 

 

第２回 鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会議事録（要旨） 
日時 平成２３年１０月１７日午後１時～午後３時１０分 
場所 鈴鹿市役所本館１２階１２０５会議室 

 
出席委員 西城委員，小林委員，河北委員，加藤委員，塩川委員，清水委員 
     福田委員，岩谷委員，伊藤委員 
欠席委員 佐々木委員 
傍聴者  なし 
事務局  永戸社会福祉事務所長，兼丸長寿社会課長，市川長寿社会ＧＬ，松宮主幹 

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課長谷川課長 
(株)エディケーション（コンサルタント）大野 

 
１ 社会福祉事務所長あいさつ 
２ 議事 

(1)計画の策定にあたって 資料（Ｐ１～Ｐ３） 
  (2)高齢者人口等の推計 資料（Ｐ４～Ｐ１０） 
  (3)高齢者福祉計画の課題と方向性 資料（Ｐ１１～Ｐ１４） 
  (4)課題の整理 資料（Ｐ１５～Ｐ２０） 
   ① 一次予防事業の普及と自主グループの育成 
   ② 地域における認知症ケアのための支え合いの仕組みづくり 
   ③ 介護予防・日常生活支援総合事業の位置付け 
   ④ 市街化調整区域における有料老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅（適合 

高齢者専用賃貸住宅）の整備 
３ その他 
 
１ 社会福祉事務所長あいさつ 
  先週，3泊 3日の予定で市のボランティア事業に参加し，宮城県に行ってきました。 
女川町，雄勝町，釜石市へ行ってきましたが，雄勝町では震災後，学校や保育園，特

別養護老人ホームなどいわゆる弱者の方の施設は閉鎖されており，子どもを見かけるこ

とはなく，また，お年寄りの方も見かけませんでした。 
逆に，女川町では，他所のように閉鎖ではなく，市内の小中学校は４月８日から解放

し，子供たちの受け入れをしていました。そのために子どもたちの家族も残っていまし

て他に比べれば非常に活気が見受けられました。 
  被災地を見て，高齢者に限らず福祉に関する事は，事前にネットワークを作っていく

ことが非常に重要だと感じた次第です。 
 
事務局  本日の委員会は，委員１０名中９名の出席があり，過半数の出席でありますの

で会議は成立しました。 
 
２ 議事 
副会長  本日は，会長が所用で欠席されていますので，私が進行を務めさせていただき

ます。それでは(1)計画の策定にあたって (2)高齢者人口等の推計 について事務
局より説明願います。 



 

 

事務局  資料（Ｐ１～１０）に基づき(1)計画の策定あたって(2)高齢者人口の推計につい
てを説明。 

 
副会長  第５期介護保険事業計画と高齢者福祉計画が重なってくる部分がある。要支

援・非該当の方への支援，また，認知症に関し，いかに早期発見して進行しない

ようにしていくかを考えていくのが，この委員会の目的の一つだと思います。 
それでは，今までの説明のなかで質問はありせんか。 

 
清水委員 ６５歳以上から７４歳までの方で介護認定を受けている方の割合と，７５歳以

上の方で介護認定されている方の割合とでは相当の開きがあるのではないかと思

う。６４歳までは年金を受給していなかったり，役所や企業では６５歳から高齢

者として対応したりで，現時点では６５歳以上が高齢者とされているが，７４歳

までの方は元気な方も多いので，高齢者を７５歳以上とした方が実態にマッチし

ているのではないかと思う。 
     そこで，６５歳以上から７４歳までの介護認定を受けている方はどの位いるの

か解りませんか。 
 
事務局  介護認定者全体に対する７５歳以上の方の割合は相当高いと思いますが，手元

に詳しい資料がありませんので，次回は資料を用意してお答えしたいと思います。 
 
副会長  介護認定審査会に出ることも多くあるが，対象者が７５歳以上の方であること

が非常に多いと感じています。そこで７４歳未満の方々の生活をどのように支え

ていくのかということも話し合っていきたいと思います。 
     また，後で，地域における認知症ケアのための支え合いの仕組みづくりについ

て検討いただきますが，そこで認知症の方がどの程度いるのかということが必要

となります。介護度でいうと要介護２以上の方がある程度認知症をお持ちである

ことが多いように思う。要介護２から要介護５を合計すると約３，５００人とな

ります。また，要介護１までの方に対しては早期発見，早期治療をして認知症の

進行を食い止めるような対策をしていくことが必要と思います。 
     策定委員会では，このようなことにも目を向けていく必要があると思います。 
     他に意見ございませんか。 
     なければ次に進みます。 
     (3)高齢者福祉計画の課題と方向性について事務局より説明願います。 
 
事務局  資料（Ｐ１１～Ｐ１４）に基づき説明。 
 
副会長  地域ケア体制の確立については，まず，地域包括支援センターの機能の強化が

必要と思いますが，ここを核にしてネットワーク作りをして，高齢者の皆さんの

サポートに取り組んでいくことになると思います。 
成年後見サポートセンターの設立では，社会福祉協議会に設置されるということ

で準備委員会が立ち上げられました。 
また，在宅医療地域ケア会議は，医療と介護が一体になって高齢者世帯，老老世

帯を医療と生活面でケアしていこうというもので重要なことだと思います。 



 

 

それと，包括的な支援の推進についてどうですか。 
 
岩谷委員 機能強化よりまず体制の見直しをしないと長続きしないと思う。地域包括支援

センターの現状は，目の前のことを片づけることに追われている状況で，介護認

定者も増加傾向にあり，給付管理がメインになってしまう。包括的ケアマネジメ

ントや地域に出向くことが難しくなっていて，機能強化といっても業務の上積み

だけでは長続きしないのではないかと思う。 
 

副会長  地域包括支援センターの構想ができたときには中学校区に１つ，人口では１万

人から２万人に１つというものだったと思う。鈴鹿亀山圏域で５箇所設置されて

いるが，５つで足りるのか。新しく作ることが難しければ結局人を増やすしかな

いのではないか。 
プランの作成についても色々な工夫をすることによって，地域の老人単独世帯や

老老世帯への相談事業にも時間が割けるようになるのではないか。 
 
塩川委員 制度が改正された当時は，要介護１の方の対応等大変だったと思いますが，制

度に合った形になってきているとは思います。 
 
福田委員 プランの作成は地域包括支援センターで作成するか居宅介護支援事業所に委託

して作成しているが，居宅介護支援事業所に任せることができれば随分楽になる

のではないか。居宅介護支援事業所にしてもプランの作成には包括支援センター

と行ったり来たりで時間を要するところもある。居宅介護支援事業所にプランを

任せて，支援と非該当を行き来するようなケースを地域包括支援センターが担当

するようにすれば事務量の軽減につながるのではないか。 
 
副会長  機能強化をするために仕事の内容を見直す必要があるのではないか。要支援

１・２のプランを居宅が担えば要支援と要介護を行き来する人であってもケアマ

ネージャーが変わることもなく，スムーズなサービス提供につながるのではない

か。この問題は，保険者だけでは難しいことではありますが，機会をとらえて厚

生労働省に意見として上げていっていただければと思います。 
 
清水委員 高齢者の社会参加に関して，これからの地域社会を支えていくのは，高齢者が

中心になっていくしかないと思っている。高齢者の方の中には意欲のある方も沢

山いる。意欲はあるが働く場がないというのが現状です。このような方たちの活

用によってシルバー人材センターの充実にもつながるのではないか。 
ただ，介護の問題も含め活躍の場を求めても資格制度とかハードルが高く，単純

な介護であれば講習内容を簡素化して受講できる制度に見直すことができれば人

材は沢山いるわけですから，また，こうしたことにより高度な資格を持った方の

給料もあげられるのではないか。 
シルバー人材センターは，労働力の提供だけのようなところがあるが，老人クラ

ブと連携して意欲のある老人の力を借りてヘルパー人材を増やしていくなど中身

を充実していけば仕事につながると思う。 
また，独居老人等を対象にスマートフォンを利用して認知症予防とかしている市



 

 

もあると報道されていた。そういうことも検討してみてはどうか。 
 
副会長  講習等により人材を育成するということも視野に入れて検討していくことも大

切だと思う。生涯現役として活動していただければ，生きがいにもつながる。 
また，介護ヘルパーの育成や研修会等の講習を開いてもらえば介護の人材確保に

もつながる。 
 
清水委員 意欲を持った元気な方もみえ，そういった方は半ばボランティア的な意識もあ

り検討してもらえばいいと思う。 
 
副会長  そのような研修会を開いて人材育成をするというのも一つの方法かもしれない。 
 
塩川委員 シルバー人材センターの会員さんの中には研修等を受けヘルパー２級を取られ

た方もずいぶんいると伺っています。 
 
副会長  介護予防の推進，研修会とか介護予防教室，がん検診などの健康管理などどん

どんやっていただきたい。 
     そこで，方向性として「参加しやすい介護予防教室の開催の検討」としてリー

ダーの育成と支援，自主グループの育成とあるが，これはどこが核になるのか。 
 
事務局  地域包括支援センターと行政とで２カ月に１回程度介護予防に特化した会議を

開催しており，その中で市が開催する教室だけでは開催回数や参加者数も限度が

あるので，地域の中で中心となって活動していただく人材の育成が必要ではない

かという意見が非常に多かった。そこで，市と地域包括支援センターと連携して

取り組んでいきたいと思っています。 
 
副会長  それだと地域包括支援センターの業務が増えることになる。民生委員とか老人

クラブとかボランティア団体とか様々な方々をグルーピングして研修会をしてみ

る等により地域活動をしていただけるように方向付けをしてはどうかと思う。 
 
岩谷委員 前計画の策定委員会でも意見のあったことだが，保健センターでの事業等でリ

ーダーを養成して各地域で核になっていただければ，介護予防だけでなく認知症

の見守り事業や災害時であっても連携を図ることもできると思うが，実際にはな

かなか難しい。 
 
副会長  老人クラブとか民生委員と連携しネットワークづくりをしていってはどうか。 
 
清水委員 老人クラブは動員力があるので，連携を図ることを検討してはどうか。 
 
副会長  年 1 回開催している「すこやか教室」では，けやきホールが一杯になる。色ん

な方法で地域のリーダー養成を考えていってはどうか。 
     他に，高齢者自立支援の問題，住居の問題等他にご意見はありますか。 
 



 

 

岩谷委員 防災意識の高揚の関係で，私の住んでいる地域では，年１回大規模な避難訓練

が行われ，避難場所まで行き血圧測定とか地震体験とかが行われ，避難が無事に

行われたか組長さんが点呼をする。訓練が終わってから非常食を食べながらミー

ティングをする。その中で情報交換ができたり横のつながりができたりする。横

のつながりを強化していくことも大事だと思う。 
 
副会長  他にご意見ありますか。なければ次の議題に移ります。 
     一次予防の普及と自主グループの育成についてですが，市，包括が中心になっ

て老人クラブとか民生委員とか自治会とかと連携していってはどうかと思います。 
 
事務局  資料１について，平成２０年度から２２年度の状況を示させていただきました。

各事業所に委託して行っている一般高齢者介護予防事業では，多い年で，    

年間４００回延べ８，５００人程の参加があり，また，市の健康づくり課でも行

っておりまして，２，０００～３，０００人の参加がある。健康づくり課では保

健センターや公民館で行っているが，自主グループの育成も必要と考えています。 
     資料１に基づき，冨山県魚津市，神奈川県大和市，三重県松阪市の事例を紹介。 
 
副会長  サポーターを養成していくという事例だが，意見ありますか。行政と地域包括

が連携してサポーターを養成するケースの紹介がありましたがどうですか。 
 
福田委員 市内各事業所で介護予防が行われているが，送迎がなく行くのが大変だと思う。

例えば地区市民センターですれば参加しやすくなると思う。 
 
事務局  以前から一般高齢者介護予防についても送迎していただいている事業所があり，

こういった状況から２年前から送迎についても委託の一部としてお願いをしてい

る。ただ，一般高齢者介護予防に関しては積極的送迎ではなく，送迎が来ていた

だけたら参加したい。という方に関して送迎をお願いしております。 
 
塩川委員 介護予防教室には，ご自身で来られる方も，送迎を利用して来られる方もいる。 
 
小林委員 口腔機能向上で歯科医師会も協力しているが，各地区市民センターとか公民館

で年１５回位行われている。 
 
副会長  一次予防の場合は送迎の問題もあり公民館をこまめに回るというのも一つの方

法だと思う。待ちの姿勢ではなくて，どんどん押しかけていくことが必要だと思

う。医療も診察室で待つのでなく外に出かけていく時代だ。介護予防も外に出か

けて行って，身近な所で開催していくのも一つの手だと思う。 
     では，次の地域における認知症ケアのための支え合いの仕組みづくりについて 
    皆様のご意見をお願いいたします。 
 
事務局  厚生労働省では「認知症を知り地域をつくる１０カ年構想」が展開され，認知

症サポーターの養成という形で認知症に対する理解の普及を図っている。また，

県内各市町の認知症サポーター養成状況を見ると，本市は養成状況が低調となっ



 

 

ている。そこで，認知症への取り組み事例を紹介させていただき，今後の市の取

り組み等について皆様のご意見をいただきたい。資料に基づき取り組み事例の紹

介。 
 
副会長  前計画の策定委員会でも議論があった物忘れ相談会や認知症相談会を設置して

はどうかという内容だったと思うが，どうなっているか。 
 
事務局  設置にまで至っていないのが現状です。 
 
副会長  加齢による物忘れなのか。認知症なのか。その違いを知っていただくことが大

事で，その違いを知ることによって認知症を早期発見することができるので，ま

ずは認知症の勉強会を行うことが望ましいと思う。そこで厚生労働省も１００万

人キャラバンを推進している。 
     医師会でも認知症サポート医の養成を進めている。三重県では４５～４６人位，

鈴鹿でも３～４人位いる。 
     研修を受講してきた人が認知症対応能力向上講習会を開きサポーターを養成し

ている。こういったサポーターが市民の相談に応じていくことになる。 
     地域包括支援センターでも取り組んでいると思いますがどうですか。 
 
岩谷委員 毎年公開講座を開催している。今年は２月に認知症サポーター養成講座を兼ね

て行った。昨年は，労働福祉会館で開催し，サポート医のこともポスターで紹介

をしました。 
 
副会長  こまめにすることも検討していただいてはどうか。 
 
塩川委員 認知症サポーターの養成に関して，養成すると地域包括支援センターで対応し

てもらっている。 
 
副会長  この事業のポイントは，いかに多くの人に認知症を理解してもらうかが大事だ

と思う。 
 
加藤委員 テレビで鹿児島県の地域包括支援センターの取り組みを紹介していた。その取

り組みは，私のアルバムというものを認知症状がないときに，自分の人生を振り

返って作っておき，認知症になったときにそのアルバムを見ながら地域包括支援

センターとかに支援していただくと進行しにくくなるというものであった。 
 
岩谷委員 回想法というのがあって，地域包括支援センター職員で先進地に研修に行った

りしている。旭が丘で試験的にリーダー養成のときにも回想法を行った。そのほ

か公民館とか色んなところで行っている。 
 
副会長  老老世帯が増えてくるので，閉じこもりにならないようにするためにもどんど

ん取り組んでいってもらいたい。 
     認知症と物忘れの違いを理解してもらって心配なことがあれば受診していただ



 

 

くということが大切だと思う。 
 
福田委員 事例では小学校に出向いているということだが，小学生ぐらいからの教育とい

うのも大事なのだろうか。 
 
副会長  核家族化が進み高齢者と同居することも少なく，認知症に対する知識の普及と

いうことからも，紙芝居とか方法を工夫して啓発していくことは必要だと思う。 
     他に，ご意見ありますか。ないようですので，次の「介護予防・日常生活支援

総合事業の位置付けについて」説明願います。 
 
事務局  介護予防・日常生活支援総合事業は，介護保険法の改正により新たに創設され

たサービスです。制度の概要は資料１７ページから２０ページのとおりですが，

本事業を実施するには，中心となる地域包括支援センターの充実や報酬体系の作

成等課題も多くあり，平成２４年度から取りかかるのは難しいと考えていますが，

皆様のご意見をお願いいたします。 
 
副会長  介護保険法の改正により２４時間対応型定期巡回訪問介護・訪問看護ができた

が，実現するには課題も多い。また，小規模多機能居宅介護も採算性が問題とな

っている。そういった中，厚生労働省は介護予防・日常生活支援総合事業を打ち

出してきた。地域資源と介護サービスを組み合わせて支援を行っていくもので，

ネットワークづくりや権利擁護，社会参加等課題もあると思う。 
     ご意見ありますか。 
 
福田委員 非該当と要支援を行き来する人がどれだけいるのか地域包括に尋ねたところ，

１０～２０人ということであった。これは，１包括でのケースであるが，それだ

けの方をターゲットにしても事業化は難しいと思う。 
 
副会長  認知症や身体機能低下等が進行しないようにするためにも予防サービスは重要

と思うが，週に１～２回のデイサービスや予防事業では難しいと思う。 
     他に意見ありますか。なければ次の市街化調整区域における有料老人ホーム，

サービス付き高齢者向け住宅の整備について事務局説明してください。 
 
事務局  鈴鹿市は，都市計画法により線引きを行っていまして，市街化区域と市街化調

整区域があります。市街化区域は，住宅中心とか工業中心とか市街化の誘導方針

により色分けされています。それ以外の区域は，市街化調整区域となり都市計画

法では市街化を抑制する区域とされ，農地や山林などが多い区域です。 
     今までの計画では，有料老人ホーム等は市街化区域にのみ整備可能となってお

りましたが，アンケートを見ると住み慣れた地域の近くで暮らしたいとの結果も

ありますことから，一定の条件のもと市街化調整区域でも整備が可能としてはど

うかと考え，皆様のご意見をお伺いするものです。 
 
副会長  自己負担がどのくらいになるか不明ではあるが，市街化区域では土地の取得に

費用がかかり，鈴鹿市では難しいと思う。 



 

 

     全体を通じて何かご意見ありますか。 
 
伊藤委員 先ほどの件で，今何か計画がありますか。 
 
事務局  今のところ計画はありませんが，独居老人の増加も予想される中，そのような

施設があれば入居してみたいとアンケート結果からも見て取れるところもあり，

検討していく必要があると考えています。 
 
伊藤委員 もし，整備された時には鈴鹿市の方が優先して入居できるのでしょうか。 
 
事務局  鈴鹿市の方を優先するというのは，難しいと思います。 
 
副会長  他にご意見ありますか。なければこれで終わりたいと思います。 
     その他について事務局何かありますか。 
 
事務局  次回について，１２月頃を予定しています。日程が決まりましたらご案内させ

ていただきますので，よろしくお願いします。 


