
 

 

第３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１２月１３日午後１時～午後３時１５分 
場所 鈴鹿市役所本館１２階１２０１会議室 

 
出席委員 佐々木会長，西城副会長，小林委員，河北委員，塩川委員，清水委員， 

福田委員，岩谷委員，伊藤委員 
欠席委員 加藤委員 
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，寺本，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) 鈴鹿市高齢者福祉計画素案について 
 資料１「鈴鹿市高齢者福祉計画（素案）」 

  (2)パブリックコメントについて 
 資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画へのパブリックコメントについて」 

３ その他 
 
１ 社会福祉事務所長あいさつ 
 本日はお寒い中，お集まりいただき誠にありがとうございます。 
再度，１２月に東北へ支援に行きましたが，未だ，悲惨な状況でした。今後の状況も，

皆様に報告していきたいと思っております。 
さて，今から皆様に紹介させていただきますこれですが，相手に喋っていただき，聴力

をチェックできる長谷川式聴力チェッカーという物です。聴力が悪くなると認知症状が進

行しやすいという話もあり取り寄せて試しに使ってる次第です。皆様に使い道として良い

方法がありましたら教えていただきたいと思いまして紹介させていただきました。 
 
事務局 
 本日の委員会は，委員１０名中９名の出席があり，過半数の出席で会議は成立しました。

また，本日の傍聴人はございません。 
 本日の資料の確認をお願いします。「事項書」，資料１「鈴鹿市高齢者福祉計画（素案）」， 
資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画へのパブリックコメントについて」です。それと，本日，

お手元に配布しました資料1の「Ⅴ高齢者にやさしいまちづくりの推進 1移動手段の確保」
のページですが，修正しましたので差し替えをお願いします。 
また，前回の会議録を配布しましたので，後ほどご欄いただき，修正等ありましたら，

ご連絡いただきたいと思います。 
それでは資料 1 の「Ⅵ高齢者福祉の基盤整備 ２老人福祉施設等の整備」のページをご
覧ください。一番下の表でございますが，介護老人保険施設の「険」の字を健康の「健」

の字へ訂正お願いいたします。 
議事へ入っていただきたいと思いますが，前回の策定委員会で高齢者の介護認定のこと

で，７４歳までの方と７５歳以上の方の介護認定の割合いの質問がありましたので，本日



 

 

改めて回答をさせていただきます。 
 
コンサル 年齢層別に，どれくらいの介護認定者がいるのかと言う清水委員からのご質問 
    の回答です。今回，鈴鹿亀山地区広域連合が調査した７５歳以上のいわゆる後期 

高齢者は，８１．１％。６５歳から７４歳の前期高齢者は，１４．５％。４０歳 
～６４歳の２号被保険者は４．５％。約８割の方が７５歳以上の方です。前回も 
お話しましたように，長寿化が進んでおります。８０歳～９０歳の方々も増加し 
ておりますので，認定率も増加しております。したがって長寿化が進みますと認 
定者も増加するということになります。 

 
２ 議事 
会長   第３回高齢者福祉計画策定委員会を開催したいと思います。議事どおり進めた 

いと思いますが，いくつかに分けて説明していただこうと思います。先ず，「第１ 
部序論・第２部総論」を，事務局から説明をお願いします。 

 
事務局  資料１「第１部序論・第２部総論」を説明。 
 
会長   説明が終わりましたが，何かご意見はありませんか。本案は，高齢者福祉計画 

ですので，介護保険計画と勘違いする表現が一部あり，老人福祉法に基づいた表 
現に，変更したほうが良いと思うところがあります。 
次に，「第３部各論 Ⅰ地域ケア体制の確立」について説明をお願いします。 

 
事務局  資料１「第３部各論 Ⅰ地域ケア体制の確立」を説明。 
 
会長   説明が終わりましたが，何かご意見はありませんか。ご意見ありませんので， 

次に，「Ⅱ介護予防と生きがいづくりの推進」について説明をお願いします。 
 
事務局  資料１「第３部各論 Ⅱ介護予防と生きがいづくりの推進」を説明。 
 
会長   説明が終わりましたが，何かご意見はありませんか。 
 
清水委員 高齢者の方が，全てサポートを必要とされるという前提になっていますが，先 
    ほどお聞きした様に，６５歳～７４歳までの前期高齢者の方々の介護認定率は低 

く，そういう方々が高齢者人口の５０％を占めております。 
さらに，高齢者の方で今も現役で働いている方，または，もっと働く意欲をも 

    った方は沢山みえると思います。この方々をサポートのみの施策ではなく，元気 
な老人のスキルを使った活躍できる場の施策も必要ではないかと思います。今後， 
前期高齢者の方を雇用していかなくてはならない時代が来ると思います。この様 
なことから「元気な老人の活躍の場」と言う様な文言も必要になってくるように 
思います。 

     もう一点ですが，鈴鹿市の６５歳以上の方は４万人いますが，そのうち老人ク 
ラブ加入者は，１万６千人います。その中にも，すでに介護を受けている方もみ 
えますので，全ての方が加入できる数ではありません。 



 

 

老人福祉法ができた時に，市の策として各自治会へ老人クラブを設立するよう 
    に進めてきた結果，現在に至っています。鈴鹿市では現在，大きな団地が各地 

に分譲され，その中にも多くの高齢者がみえますが，老人クラブの組織もなく， 
リーダーもなく生活しているのが現状であります。その方々が今後生活して行く 
中で問題などが出てくるのではないかと思い，老人クラブ設立へ向けた色々な取 
り組みをしています。 
既存の老人クラブの設立のきっかけを調べたところ，行政からの加入推進があ 
り，当時の町内会長が老人クラブ設立へ向け働きかけ，会長職など選出した様で 
あります。当時の老人クラブ加入人数は５０名以上の団体ということでありまし 
たが，現在は３０名以上の団体に変更になり組織が設立しやすくなりました。現 
在，行政からは特に加入促進はなく，今後，行政でも未加入になっている新興住 
宅への加入へ向けたアプローチをしていただきたいと思います。 

 
会長   「高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進」の内容を，もう少し詳しくとい 

うことでしょうか。 
 
清水委員 はい。そうです。 
 
会長   生きがいづくりにおいて社会参加は大切なことであり，高齢者福祉計画は，全 

ての老人に対しての計画です。内容を詳しくという清水委員よりご意見ございま 
したが，事務局側のご意見はいかがですか。 

 
事務局  ご意見をいただきありがとうございました。いつまでも，元気で暮らしていた 

だくために，介護予防だけでなく，元気な状態を保っていただくことは非常に大

切なことであると思っております。活動的な高齢期を送っていただくためにも，

ご意見いただきました内容の修正も検討したいと思います。 
 
会長   シルバー人材センターの現状も明記してもいいのではないですか。 
 
永戸所長 皆様もご存知のように，社会は，学校，運営協議会等，住民の皆様が参画して 

いただかなければ成り立たないのが現状であり，社会が動いていくには６５歳以 
上の方の参加は必須になってきています。 
老人クラブ云々ではなく，地域社会を成り立たたせるための活力を，もっと明 

    確にしていく必要があるというご意見ですね。 
 
会長   高齢者のマンパワーですね。 
 
清水委員 老人クラブはボランティアとしては活動しているが，社会貢献できる雇用とし 

て扱って欲しいと思います。シルバー人材センターで活用し，雇用として扱う時 
期に来ていると思います。 

 
副会長  高齢者のがん検診の受診率は向上しているが，年齢構想の指針の作成が必要で 

あると思います。４０歳～６５歳までの受診率は低く，壮年期の健康管理・検診 



 

 

の受診率を高めることが課題です。 
昨日，医師会でがん検診の問題がでました。特定検診と同時に実施しているが， 
がん検診を通年制，または，誕生日月に毎年検診をしてはという意見もあります。 
７０歳以上の方は，胃・肺のがん検診は無料だが，若者を無料にする逆転の施

策 
など思いきった対策も必要があると思います。 
実際に，実践していく為の具体案を示していく必要があるのではないかと思い 
ます。 
一次予防の推進や資料の配布なども必要であり，各地区の公民館活動も今以上 
に必要で，医師会関係の公演会なども要請があれば，派遣できるので，勉強会や 
ＰＲにも医師会を利用していただきたい。 
２次予防の推進では，いきいきチェックシ－トで，今年からアンケート調査を 
しているが，今年度より全ての特定高齢者が候補者です。介護予防事業には，運 
動・口腔・認知症予防の事業があり，いかに多くの参加者を増やしていくことが 
課題であります。 
高齢者の社会参加ですが，老人クラブ活動を経済面でも応援していく必要があ 
ると思います。清水委員のご意見のように，６５歳はまだまだ若く壮年期であり， 
７５歳以上が老人という時代になると思います。高齢者の中でも６５歳～７４歳 
までの１０年間を，活動的に行う方策を考える時であると思います。 

 
会長   他に意見もありませんので，次の議題へ移りたいと思います。 

「第３部各論 Ⅲ高齢者の自立生活の支援」の説明をお願いします。 
 

事務局  資料１「第３部各論 Ⅲ高齢者の自立生活の支援」を説明。 
 
会長   説明いただきましたが，何か質問ございませんか。 
 
小林委員 日常生活用具給付事業とはどのような制度なのですか。また，探索支援サービ 

ス事業は，利用者数が一桁の理由をご説明ください。 
 

事務局  徘徊探索支援サービス事業の説明です。認知症の症状がある方が対象です。 
例えば，お出かけになったまま，行方が分からないとご家族の方も，ご心配にな 
りますので，対象者の方の位置を知らせる発信器を持っていただき，対象者の位 
置を探策し，安否確認や対象者の保護をする為に使うシステムです。認知症の方 
は，日常生活で発信器を持っていただく事が難しいので，ご利用者が少ないのが 
現状です。 
日常生活用具給付事業の説明です。日常生活用具の中では，電磁調理器の利用 
が一番多く，利用者は，認知症の軽度の方です。ガスコンロですと，消し忘れが 
あると危険ですので，電磁調理器を給付していますが，認知症の症状が少しでも 
出てからのご利用は，使い方の説明等，覚えていただく事が困難な場合が多く， 
ご利用が少ないのが現状です。 

 
副会長  説明いただいた事業を市民が知らない事が多いのではないですか。ＰＲしてい 



 

 

くことが必要と思います。ケアマネも，この事業を利用して，ケアプランを提案 
していくことが必要であると思います。 
この事業はケアマネもご存知ですか。また，ケアプランを立てる時に説明もし 
てはいるのですか。 
 

会長   この事業は介護保険以外ですか。 
 
兼丸課長 この事業は介護保険以外ですが，市県民税が非課税世帯になります。 
 
長谷川課長 この事業は，介護保険以外になります。ケアマネ連協で勉強会がある時に介 

護保険制度はもとよりそれ以外のインフォーマルサービスなどの勉強会もされ 
ています。そういった事業も熟知した上で，ケアプランを作成しています。ま 
た，このような事業の周知を徹底していく事も必要であると考えます。利用状 
況ですが，利用に制限がありますと難しいところがあると思われます。 

 
事務局  税金を使っている事業ですので，知っていただく事も必要と思いますので色々 

な機会をとらえて，ＰＲをしていく必要があると思います。 
 
会長   高齢者の自立支援は身体の弱い方だけでなく，一般の高齢者も対象ですので， 

後期高齢の１人暮らしの世帯，夫婦のみ世帯など明記して，対策や施策が必要で 
あると思います。 

 
岩谷委員 電磁調理器があったとしても，自分で食材を購入して食事を作ったりはしない 

と思う。新しい事を取り入れて覚える事が出来ればいいのですが，新しい事に挑 
戦することが苦手なのが高齢者です。自分で何かを作ったりするよりも，配食サ 
ービスを受けたほうが簡単で頼りがちになってしまうのが現状です。 

 
福田委員 配食サービスも最近，民間の大手業者参入で，新聞折り込みも増えてきました。 

民間業者は，ＰＲが上手く，高齢者は飛びついてしまう状況です。市の配食サー 
ビスは見守り（安否確認）もセットになっている所が違いますので，そこをＰＲ 
するべきだと思います。 

 
伊藤委員 自立支援サービスについてご質問します。民生委員から聞きしましたが，以前 

に介護保険を申請されて介護保険をご利用していた方で，介護保険のご利用が無 
くなった方が対象であると聞きましたがそうですか。 
 

事務局  介護認定を受けていることによって判断するものもありますが，それ以外にも， 
紙おむつ等支給事業ですが，介護認定を受けていない方も申請の対象とさせてい 
ただく場合があり，その方の身体の状態・生活の状態によって判断させていただ 
いております。また，訪問理美容サービス事業を使われる場合は，要介護３・４・ 
５に認定された方，もしくは，下肢体幹機能障害１級・２級の手帳をお持ちの方 
が対象になっています。介護認定を受けている方のみが対象ではありませんし， 
介護認定を受けていない方が全てにおいて対象外というわけではありません。 



 

 

 
伊藤委員 身体が不自由になり，日常生活を送ることが困難になってしまった時に，介護 

認定を受けていない方でも利用はできると言う事ですね。 
 

事務局  紙おむつ等支給事業は寝たきりが対象になりますので，ほとんどの方が介護認 
定を受けている方になっています。 
配食サービス事業ですが，見守りの事業の一環で行っております。お弁当を届 
けることを使って見守りをしていただきます。お弁当を届けて，翌日集配に行っ 
た際，ほとんど手つかずで残されていれば，何かお身体の状態に変化があったの 
ではないのかということで，予め，お伺いしている緊急連絡先へ通報していただ 
くサービスです。高齢者であればどなたでも対象者になります。 
緊急通報システム事業は，健康に何らかの不安がある方を対象に設置をしてい 

    ます。こちらの事業も認定を受けている方，認定を受けていない方どちらも対象 
    者になります。 
 
会長   詳しい事は，一般の方は全く知らないのが現状ですね。地域包括支援センター 

をＰＲをして，そこが窓口になり，どんな内容も答えられるような窓口的な役割 
になるといいと思うのですが。 

 
副会長  地域包括支援センターの活動費はどこからでていますか。 
 
長谷川課長 鈴鹿亀山地区広域連合が委託し，地域支援事業費から全て出ています。負担 

割合は，鈴鹿市と亀山市の２市で協議して行っています。 
包括支援事業は，介護保険事業の大切な事業ですので，体制の強化等，一度

には無理ですが，少しづつですが講じていく必要があると思います。地域包括

支援センターは，総合的な窓口的役割を担い，初めに高齢者が相談に来る場で

あり，その次へ道案内をしていく役割をしてもらいたいと期待をしています。 
 

永戸所長 介護・医療も，今後は在宅医療へと変わってくると思います。その状況の中， 
今後，地域包括支援センターは必要性が高まると思います。現在ある地域包括支 
援センターに，全て行ってもらうものではないが，今，話しあっている施策を地 
域に浸透させていくには，地域包括支援センターと医師会のみなさんと共に地域 
に溶け込んでいくことが望ましいと思います。 
 

会長   地域包括支援センターの人員を増していただければと思います。 
今，経済情勢の中で，お金の話になりますが，鈴鹿市は三重県の中でも，所得 
がトップレベルくらい高くなっています。 

 
永戸所長 現在，高額所得者が半分に減少している現状です。年間所得８００万円以上の 

方がほとんどいなくなりました。年金収入が１００～２００万円で，通常より多 
く年金をもらっている方は増え，非課税世帯よりも少し多い収入世帯が増えてい 
る状況です。高額所得と言われる年間収入１，０００万～１，５００万の方は， 
以前は多くいましたが，この３年間で少なくなってしまったのが現状で，税金徴 



 

 

収など財政面で厳しくなってきています。所得税や円高の中，お金持ちは日本か 
ら海外へ行ってしまっている時に，海外へも行くことなく，日本で居住する高齢 
者の方々をいかに地域で見守って行くかが課題であります。 

 
会長   「第３部各論 Ⅳ認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実」につい 

て説明をお願いします。 
 

事務局  資料１「第３部各論 Ⅳ認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実」 
    を説明。 

 
会長   予防活動について認知症予防の啓発活動・事業はないのですか。 

 
事務局  予防教室の中で，認知症予防は現在のところありません。 
 
会長   認知症サポーターについては，皆さんよく知らないので，もっと啓発活動をし 

た方がいいと思います。 
私の教えている大学で，葛原先生（三重大学医学部），東京の国立神経内科セン 
ターのご出身で，厚生労働省の介護保険の委員もしています。認知症については 
スペシャリストです。その先生は，お話しを面白く解りやすく講演していただけ 
ますので，市民へ講演等啓発活動をしてはどうかと思います。 

 
副会長  年に一回，老人クラブと医師会共催のすこやか教室というのがあります。５～ 

６年前に認知症テーマで開催しました。認知症は家族が早期に気づくことが大切 
です。早期発見の為に，公民館活動等の勉強会で認知症ＰＲが大切になってきま 
す。先ずは，認知症の啓発をしていく勉強会がスタートであると思います。医師 
会からも派遣することもできますので，専門家からの勉強をしてみてはどうです 
か。 

 
永戸所長 そういう時の為に，先ほどお話しました，聴力チェッカーを取り寄せたわけで 

す。認知症は耳の聞こえが悪くなると会話が成り立たたないために，お年寄りは 
認知症状が進行しやすい状態になります。認知症については，ひとつだけの取り 
組みをするのではなく，色々な取り組みが必要であると言う事がお話をお聞きし 
てわかりました。 

 
会長   自分は認知症にならないと思いがちですが，その考えかたがいけない。誰にで 

も可能性があるということを思わなければならない。その様に思うことによって，

見守りネットワークが出来てくると思う。成年後見とよく言われますが，鈴鹿で

はどれくらいいますか？ 
 
永戸所長 成年後見人は，鈴鹿で８０人位です。権利擁護は７８～８０人位です。 
 
会長   成年後見は資産がある方が受けると思われやすいが，本来は，資産があるな 

しに関わらず，認知症の方も引き受けてもらうべきである。 



 

 

 
永戸所長 本来は，身寄りがなく入院などの時にも成年後見を受けられる制度であるべき 

と思いますが，認知症の方の成年後見は，ほとんどいないと思います。現在， 
成年後見制度を立ち上げようと努力しているところで，医師会の先生にお聞きし 
て準備しています。 

 
会長   「第３部各論 Ⅴ高齢者にやさしいまちづくりの推進」について説明をお願い 
    します。 
 
事務局  資料１「第３部各論 Ⅴ高齢者にやさしいまちづくりの推進」を説明。 
 
会長   福祉有償運送の乗車代金はどうですか。 
 
事務局  県によって違いますが，三重県には，初乗り４００円までというルールがあり 

ます。それ以降は，１キロ越えるごとに１００円もしくは５０円という形で換算 
していきます。鈴鹿の場合は，４００円ルールというものを基本に乗車代金を決 
めています。事業をしている皆さまにお聞きしますと，全員から，この単独の事 
業ではマイナスだという事です。ただ，重度のお身体の悪い方には，なくてはな 
らない事業でございます。介護認定している方だけでなく，障害をお持ちの方も 
ご利用になられます。福祉有償運送は，お客様ひとりで安全に乗車できない方の 
為に，職員が１名同乗する場合もあります。 
この事業は，事業者側には負担が大きく，市として，補助金として一定の支援 
をさせていただいております。 
 

会長   例えば，後期高齢の９０歳位のお年寄りが，どこか出かけたいと言われた時は 
どうなりますか。元気な場合は対象外ですか。 

 
事務局  福祉有償運送は，一定の条件がございまして，要介護や障害者手帳をお持ちの 

方がサービスをご利用できるなど制約があります。 
 

岩谷委員 年金生活の中で気軽に外出できるように，もっと公共機関が利用できればいい 
と思います。そういうことが，生きがいづくりに，繋がるのではないのでしょう 
か。 
 

会長   都会や私の故郷松山では，高齢者パスと言う公共交通機関が割安に利用できる 
様になっていますが，ここはどうですか。 

 
事務局  Ｃ－ＢＵＳという安価で乗車できるバスがあります。西部・南部で２路線あり 

ます。将来的に，拡大していくということは，この場でお答えすることはできま 
せんが，交通のあり方については担当部署で調査・研究をしているところです。 
一定区間の運賃は１００円です。 

 
清水委員 このバスは病院へ路線が無いのが現状です。病院へ路線があれば必ず老人は乗 



 

 

車すると思います。 
 
塩川委員 高齢者目線で病院など，高齢者が利用する路線であるかを調べて，必要な個所 

へ新たな路線拡大を進めていく様な検討もしてはどうかと思います。高齢者のま

ちづくりとして，新しい取り組みをしてみてはどうかと思います。 
 
清水委員 バスをよく利用するのは，学生と高齢者だと思います。学校など，ある一定の 

区域は自転車ではなくバス通学にしてみたり，高齢者は病院とスーパーへ行く路

線があれば乗車すると思いますので，利用者の確保も検討してみてはどうかと思

います。 
 
会長   ある街では，路線バスが老人のすきな場所で乗り降りできるようにしているな 

ど，高齢者にやさしいまちづくりをしているところもあります。 
 
岩谷委員 その試みは，玉城町で行われている事が，ＴＶで放映されていました。 
 
伊藤委員 中央道路には社会福祉協議会がありますが，Ｃ－ＢＵＳの計画はありませんか。 
 
福田委員 Ｃ－ＢＵＳは，シルバーカーごとバスに乗車できないので，利用できないとの 

意見を聞きます。低床バスがあればいいのですが。 
 
会長   現在は，民間のバス会社であれば低床バスがあります。このバスの問題は， 

高齢者のみならず，鈴鹿市全体で考えていかなければいけない問題であるので， 
市長や部長と話しあっていただきたいと思います。 
次に，「Ⅵ高齢者福祉の基盤整備」について説明をお願いします。 

 
事務局  資料１「第３部各論 Ⅵ高齢者福祉の基盤整備」を説明。 
 
会長   介護保険計画として両方で検討していく内容ですが，何かご意見はございませ 

んか。次に，「Ⅶ計画の推進にあたって」についてご説明をお願いします。 
 
事務局  資料１「第３部各論 Ⅶ計画の推進にあたって」を説明。 
 
会長   全体についての計画案（資料 1）について本日お話してきましたが，言葉，用語 

の解説，不備等，何かございましたら，事務局までご一報いただけたらと思いま

す。次に，パブリックコメントについて，事務局から説明お願います。 
 
事務局  資料２「鈴鹿市高齢者福祉計画へのパブリックコメントについて」を説明。 
 
会長   次に，議事３ その他の説明お願いします。 
 
事務局  次回の策定委員会でございますが，２月１４日に開催したいと考えております。 

改めてご案内を送らせていただきますのでよろしくお願いいたします。 



 

 

 
会長   第４回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会は，２月１４日になりますので，よろ 

しくお願いします。他に何かございませんか。 
 
岩谷委員 南山の様な養護老人ホームは一か所で大丈夫なのでしょうか。女性の長寿化が 

進み，少ない年金で入所できる養護老人ホームが少ないですが，もう少し増える 
ことはないですか。 

 
会長   国の指針では，新規の養護老人ホームは作らないことになっています。国は有 
    料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅など代替えに考えている。以前は無年金の方 
    の為に養護老人ホームを作り入所させていたが，現在，養護老人ホームに代わる 
    ものは，軽費老人ホームＡ又はＢやケアハウスなどです。軽費老人ホームＡ又は 
    Ｂは，全国的にまだまだ少ないので，ケアハウスになるのが現状であると思いま 

す。 
 
岩谷委員 少ない年金の中，医療保険を支払い，生活苦になる中で特に女性は長寿なので， 

今後問題が生じてくるのではないかと思います。 
 
会長   無年金の方もいる中で，今後の大きな課題でありますので，皆様も意識してい 

ただきたいと思います。 
では，本日はこれで終わります。 

 
 


