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第１回 鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会議事録 

日時 平成２６年７月１日午後１時～午後３時まで 

   場所 鈴鹿市保健センター ２階 会議室 

 

出席委員 貴島委員，元橋委員，樋口委員，玉田委員，塩川委員，清水委員，福田委員，市

川委員，下津委員，花井委員 

欠席委員 西城委員 

傍聴者 ２人 

事務局 保健福祉部長寿社会課 市川課長 長寿社会グループ 佐藤 GL，益川 

    （株）日本開発研究所三重 舘取締役 研究部長 

 

議事 

１ 策定委員会委員委嘱書の交付 

２ 市長あいさつ 

３ 会長・副会長の選任 

 【資料１ 策定委員会委員名簿】 

４ 議事 

（１）鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会運営要領について 

 （２）会議の公開について 

（３）専門部会（庁内ワーキング）の設置について 

 （４）高齢者福祉計画策定スケジュールについて 

 （５）高齢者福祉に関するアンケート調査結果について 

 （６）現計画（平成２４年度～平成２６年度）の状況について 

５ その他 

                                         

 

１ 策定委員会委員委嘱書の交付 

 （市長より出席委員１０人に対して委嘱書の交付）（西城委員については欠席のため後日

事務局より交付） 

 

２ 市長あいさつ 

 市長 

介護保険制度が創設されて１５年目に入りました。この間に本市の高齢化率も１４.３％

から２１.８％へと大きく変化しており，少子高齢化は着実に進んでいるところです。本委

員会の皆さまにはこのような状況の元，平成２７年度から２９年度までの３年間に市が取
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り組む計画についてご議論をお願いしたいと考えています。 

 地域包括ケアシステムや認知症施策など本市が取り組まなければならない様々な施策に

ついて，皆さまからのご意見やご提案をいただきながら，将来の望まれる本市のあり方を探

ってまいりたいと考えています。どうぞ本日からよろしくお願いします。 

 

 （市長他公務のため退席） 

 

３ 議事 

会長・副会長の選任 

（各委員自己紹介） 

（事務局自己紹介） 

 

事務局より 

会議録作成のために録音し，会議録を作成後録音は消去する旨提案（全員了承）。 

鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会運営要領に基づき，委員１１人中１０人の出席がある

ので，会議が成立したことの報告。 

 

貴島委員が会長，西城委員が副会長に選任される。 

 

貴島会長あいさつ 

 私は鈴鹿に平成１６年にまいりまして今年で１０年になります。鈴鹿にまいります直前

に医療機関に属しており，医療・保健・福祉複合体という病院を母体として特養，老人保健

施設，在宅サービスを提供するところに所属をしていました。 

今回鈴鹿市の高齢者福祉計画策定委員ということで委員を任命され，責任を重く感じて

います。 

皆様方，各方面から貴重な意見を頂戴しながらこの１年間務めさせていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

４ 議事 

（１）鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会運営要領について 

事務局 

 資料２「策定委員会運営要領」に基づき説明 

 

各委員 了承 

 

（２）会議の公開について 
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事務局 

 資料３「審議会の公開等に関する指針」に基づき会議を原則公開とし，傍聴人及び視ホー

ムページでの公開を行うことを説明 

 

各委員 了承 

 

傍聴人２人が，会議室に入室。 

 

（３）専門部会（庁内ワーキング）の設置について 

事務局 

 資料２「策定委員会運営要領」に基づき市の関係部局の参加を得て行うことを説明 

 

各委員 了承 

 

（４）高齢者福祉計画策定スケジュールについて 

 資料４「策定スケジュール」に基づき平成 27 年 3 月までの期間で５回の会議を行い策定

することを説明 

 

各委員 了承 

 

（５）高齢者福祉に関するアンケート調査結果について 

事務局 

 資料５「高齢者介護に関する調査結果報告書（概要）」に基づき内容説明 

 

質疑 

 

貴島会長 

アンケートの対象者でご自分では回答ができない施設入所者についての回答はどうのよ

うに理解をされていますか。 

 

事務局 

施設入居者は，基本的に家族により，ご本人の立場に立って回答いただきました。 

 

貴島会長 

直接調査をされた方にお尋ねをするという機会はないと思いますので，実態を確認させ

ていただきました。 
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清水委員 

介護予防について具体的な調査というのはありませんか。 

 

事務局 

介護予防の具体的な調査はやってないのが現状です。市内の十数か所の事業所にアンケ

ートお願いすることは可能です。 

 

清水委員 

 皆さん非常に関心があり，老人クラブでも行っていますが，他の会合より，介護予防教室

やりますよっていった方が集まる人数多い，内容はこんなので介護予防になっているのか，

もっといい介護予防はないのかなどたくさん質問をいただきます。（どんな介護予防がいい

のか，医師を呼んだほうがいいのか，体操したほうがいいのか，音楽療法などを行ったほう

がいいのかなどいただきますが），介護予防は続けることに意義がありますと答えています

が，実際はどんなものがいいのかなど教えていただけるとありがたい。 

 

貴島会長 

地域で集まる場所があるということも一種の介護予防につながるのではないでしょうか。 

 

アンケート調査の結果が訪問介護や通所介護などを利用して在宅でこのままの生活を続

けたいという割合が減少している中で，有料老人ホームや施設などに入居して生活したい

という人が増えてきているというお話だった。これから進めようとしている地域包括ケア

ということを考えると，このアンケートから出てきた数値は実際には在宅介護を望んでい

ないという答えを突きつけられているかのように感じるのですが，そのあたりの要因とい

うのはどのように理解すればいいのですか。 

 

事務局 

３年前の鈴鹿市の状況と今の状況を比べますと，サービス付き高齢者向け住宅や有料老

人ホームの整備が進んできて，それまでは特別養護老人ホームか在宅かという二極的な考

え方というものしかなかったのが，第三のものが選択できるようになってきたと分析して

います。 

 

福田委員 

１７ページの説明の中でケアマネジャーとか事業者がボランティアやＮＰＯに何を期待

するのかということで，行き届かない部分を補うとか安く使えるとか多くなっているので

すが，選択する項目がこれしかなかったからこういう結果になったのですか。 
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ケアマネジャーがこう思っているのか，行政の意図でこういう選択肢が並んでいるのか，

気になるところ。その他というのはどういう意見があったのでしょうか。 

 

事務局 

ケアマネジャーの意見については次回にお知らせします。 

 

貴島会長 

選択肢を意図的にしぼったというわけではないと思います。 

 

事務局 

地域包括ケアを考えていく上で非常に重要な担い手としてボランティア，ＮＰＯ，老人ク

ラブ，自治会が担っていくと想定されています。その中で専門的な事業者とのすみわけを考

えていく中での質問項目となっており，ケアマネ，事業所などにＮＰＯやボランティアに対

して，期待を持っているのかどうかを確認するために聞かせていただいたものです。ＮＰＯ

やボランティアに対する期待は大きく，もっと地域を支援していかないといけないという

意見があり，現場サイドと地域の力というものを活用していくとして必要性を感じている

方がいます。 

 

貴島会長 

それに関連することですが，１４ページのところでボランティアによる生活支援という

項目があり，この結果では在宅の方のボランティアに対する期待感は非常にうすいという

理解でいいわけですか。 

 

事務局 

まだまだボランティアに支えてもらわなくても，サービスがあるからその専門家に任せ

ておくというところが大きいと考えられます。 

 

花井委員 

家族構成というのは影響するでしょうね。 

 

事務局 

影響はあります。 

 

花井委員 

一人暮らしなら絶対こういうことはないと思いますね。家族構成によっても近所の人に

迷惑をかけたくないとか，家族でやりますというような感じででてくると思うのですけれ
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どもね。その辺までは分析してないですよね。 

 

事務局 

家族構成，一人暮らしの人はどうかということを広域の調査で詳しく出していたかと思

いますので，次回に報告させていただきます。 

 

玉田委員 

災害時要援護者の関係ですけども，第２号の方の調査対象が４０歳～６４歳。私は民生委

員をしているのですけども，家族と同居している人は対象外なのですね。どうしても高齢者

７５歳以上で二人暮らしとか言う場合は対象になるのですけども，家族があれば災害時に

支援がいりますかと聞きに行かないのですよね。 

今鈴鹿で台帳に登録してもらっているのは６,０００人ぐらいですかね。認知度は半分以

上いかないですよ，おそらく。市の広報とかに出しても，そこまで身につまされて見ている

人はいないですよね。これも地域によって温度差があると思いますけども。 

 

貴島会長 

調査結果を見て今後の計画を作るにあたって参考にする基礎的な資料になりますので，

引き続きご覧になっていただき，今後の委員会での結果を取り上げて，いろいろご意見述べ

ていただければと思います。 

調査結果の報告は以上にします。 

 

事務局 

資料６「統計データ」に基づき人口推移について説明。 

 

貴島会長 

平成３７年度までの鈴鹿市の人口の推移については，高齢者の方が増えていくのは仕方

がないことなのですけれど，段階的にはこの人たちが２０代から３９歳までの部分をどう

補っていくかという部分がとても大事だなということが改めてわかります。高齢化という

のも，少子化対策とあわせてやっていかなければいけない大事なことだと思います。 

今後もこのデータについては使っていただいて意見を出していただければと思います。 

 

（６）現計画（平成２４年度～平成２６年度）の状況について 

事務局 

 資料７「高齢者福祉計画の実績と主な課題」に基づき現計画の進捗状況について説明 

 

質疑 
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貴島会長 

平成２４年度から２５年度までの実績ということで説明をしていただきました。非常に

多分野にわたっておりますので，皆様のほうからご意見，ご質問等ありましたらどうぞ。 

 

市川委員 

地域包括支援センターとして認知症サポーター養成講座をさせていただいています。オ

レンジプランではサポーターの養成をしていく以外にも施策があると思われるのですけれ

ども，そのあたりの鈴鹿市の進行状況またこれからの計画についてお答えいただければと

思います。 

 

事務局 

ご質問いただきましたとおりオレンジプランの中には大きく分けて七つの項目がうたわ

れていまして，早期発見早期治療であったり，医療分野の認知症の研修を受けていただいた

り，いろいろのものがあります。その中で鈴鹿市として今まで取り組んできた内容としまし

ては，正直申しまして認知症サポーター養成講座のみです。ただオレンジプランにつきまし

ては，２９年を目標に進めているところでして，今年度から取り組まなければならないと思

っておるのですけども，それ以外にたとえば認知症カフェとか認知症ケアパスの作成など，

行政だけではできないこともありますので，関係の皆様の力とか，専門の方のご意見とかを

聞かせてもらいながら取り組んでいかなければならないと思っています。これは本当に大

きな課題であると認識しています。 

キッズサポーターですけども，準備を進めていましてようやく先日小学校でやらせてい

ただきました。引き続き協力いただける小学校を探しています。 

 

貴島会長 

２１番目にあります介護予防と生きがいづくり推進ということで，健康づくり推進事業

の実施状況(別紙)というのがありますので，これもあわせてここでお願いします。 

 

事務局 

項目として全部で１２項目揚げさせていただいています。 

まず健康づくり推進事業としまして，健康展・健康相談・健康教育・健康手帳の交付・胃

がん検診・大腸がん検診・肺がん検診・前立腺がん検診・乳がん検診・子宮がん検診・歯周

病検診・高齢者用肺炎球菌ワクチンの助成事業を実施しています。 

 

貴島会長 

元橋先生，歯周病検診のデータも出ておりますけど歯周病検診で何かありますか。 
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元橋委員 

５０歳と６０歳なのですよね。対象者は６,０００人なのですけども割と少ないのですよ，

１２％。従いまして私ども歯科医師会でデータをとっているのですけども，もう少しデータ

的に集まらないとどうかというところがあります。それともうひとつ，来年から４０歳，７

０歳とか。今年度から歯科の後期高齢者検診というのが，鈴鹿市じゃなくて県の事業で始ま

るようです。後期高齢者検診は７月以降にならないと分かりませんが，歯科の面ではそうい

ったことも始まっています。 

 

貴島会長 

実績と課題というのは一応承認という形でよろしいでしょうか。次は資料８につきまし

てご説明いただきたいと思います。 

 

５ その他 

事務局 

 資料８「介護保険制度の改正案について」に基づき説明 

 

質疑 

 

貴島会長 

今後の介護保険制度につきまして，２６ページからの概略ということでご説明がありま

したけども，まだまだわからないことがいっぱいあります。 

今説明の中で地域包括ケアシステムということで，重度の要介護状態になっても住み慣

れた地域でいつまでも暮らせるようにというのはどこまで実現できるのかなという思いを

もって聞いていました。 

 

樋口委員 

 私達が訪問させていただいている方をトータル的に支援していこうと思うと，健康手帳

みたいなので介護状況とか認定状況とかケアマネージャーさんとか主治医の内容とかがひ

とつの手帳のようなもので分かればあったらいいなと思います。鈴鹿市版の何かを作って

いただきたいと思います。 

 資料の図の中でもありましたように，いつまでも地域で支援していきましょうというも

のにもつながっていくといいなと思います。 

 社会福祉協議会のほうは後見サポートセンターなどもございまして，相談も大変多くな

ってきています。最近の事例でも，親を引き取って，結局介護の面倒を見られなくなってネ

グレクトになってしまったなどもありますので，そういった方を見守るようなシステム作

りも今度の計画で考えられたらと思います。 



9 
 

 

貴島会長 

 医療と介護，一緒に連携を持ってということになるわけですので，そのあたりの仕組みづ

くり具体的な形としてできればいいかなというふうに思います。手帳をひとつのツールと

して使えたらいいなと意見もでましたね。 

 

清水委員 

 制度の改正案の中身ですが,消費税の一部をどういうふうに使うのかまだ具体化してい

ませんし，介護と医療の連携となっていますが，介護のヘルパーと訪問看護，医師がどうや

って連携してやるのか，いろいろわからない面ばかりです。 

 それと地域包括ということでは，デイサービスの利用では全然地理と関係ない状況にな

っているわけですけど，それをどうやって地域でまとめていくのか。地域包括支援センター

の役割は大きいと思いますけど，地域包括支援センターにそんなにたくさん人材がいるわ

けではないので，その下の組織をどういうふうに作っていくのかが問題だと思います。 

 それから要支援の方は介護給付の対象外となってくると，対象者がさまよえる高齢者に

なる可能性もありますので。そのあたりの宿題がたくさんあるかと思います。 

先ほどもお話に出ましたが，そういう制度をボランティアに任せるとかそういうことで

は絶対できないと思います。だからちゃんとした制度，それから人材。特に元気な老人をど

んどんどんどん投入していっていただければかなり改善されるじゃないかと思います。そ

のようなこともありますので，ぜひご検討いただければと思います。 

 

貴島会長 

ワーキンググループで検討するのも大事ですが，今会議で確認していくということも大

事ですので，清水委員さんから出ましたいろいろな意見が計画の中に盛り込まれるように。

全部で５回しかありませんけどもいろいろ意見を集約していければと思います。 

介護保険制度については改正がなされていますので，これの周知ということで説明して

いただきました。 

以上で本日の事項書にございます事項については全て説明していただいたと思います。 

 

事務局 

本日は長時間にわたり，貴重なご意見を頂戴いただきましてありがとうございました。 


