
鈴鹿市高齢者福祉計画（平成24～26年度）の主な実績と課題               

番号 大項目 中項目 主な実績 主な課題 担当課

11 地域ケア体制
の確立

地域ケアネッ
トワークの形
成

○地域包括在宅医療ケアシステムの推進
　鈴鹿市地域包括在宅医療システムの定着と関係機関の連携強化を図るため年間3
回の会議開催を支援した。
　市民に対する在宅医療推進のための啓発事業に取り組んだ。
○関係機関・関係者・団体等との連携強化
　権利擁護のまちづくりネットワークに参加し，介護，福祉，司法，保健関係者と
意見交換を行ってきた。困難なケースの検証によるスキルアップや連携強化を図っ
た。
○後見サポートセンターの支援
　「後見サポートセンターみらい」を平成23年度に立ち上げ，平成24年度から
様々な相談に応じる他，身寄りの無い方に対して，成年後見を受任するなど，成年
後見制度の利用支援を行ってきた。
　　相談件数　平成24年度　100件　　平成25年度　101件　後見受任　3件
○民生委員児童委員等による地域での相談・見守り体制の強化
　地域における一人暮らし高齢者等の要支援者に対する見守りや声掛け等により，
孤立防止等に協力をいただいた。また各地域包括支援センターによる，民生委員会
との会議参加により連携強化が図られた。
○地域資源の掘り起こし
　介護予防事業を中心に，高齢者等の引きこもり防止や，地域づくりを実施する
NPOが地域の有志により設立され活動を行うなど自主的な取組みが行われた。

在宅生活を支えるため，重度の要介護状態となっても，住み慣れた地域で自分らし
い生活を継続できるよう医療と介護の連携を図り，推進する必要がある。

個別ケースの検討により明らかになった地域課題を共有し，資源開発や地域づくり
につなげる地域ケア会議の設置

成年後見制度の市民への浸透を図り，判断能力が十分でない市民の福祉の向上を図
とともに，今後増加する後見を必要とする方々に対応するため，市民後見人の育成
に取組む。

地域における一人暮らし高齢者等の見守りの他，福祉相談等による負担が大きく
なっている。

地域包括ケアシステムの構築に向け，インフォーマルなサービスの把握と掘り起こ
し，連携を図っていく必要がある。

長寿社会
課

○民生委員・児童委員はさまざまな相談を受けて解決に向けて支援する活動や見守
り，声かけなどを目的として心身障害者，ひとり暮らしや寝たきりの高齢者等に対
して訪問・連絡活動を行っており平成25年度の相談・支援件数は延べ13,798件に
上る。

一人暮らし老人および高齢者のみの世帯が増加する中，個人情報保護法等により，
他機関との連携が取れず民生委員児童委員が困窮する世帯を発見することに苦慮す
る一方，当該世帯が訪問・見守りを拒否するなど，様々な制約の中で活動せざるを
得ない現状で民生委員児童委員に対する期待感だけが高まっている風潮がある。ま
た，高齢化率の増加と核家族化により地域力が低下する中，高齢者をはじめ，障害
者や児童に関する様々な諸問題の地域住民の相談者として，また行政と住民とのパ
イプ役としての民生委員児童委員の負担が増加している。

福祉総務
課

12 地域ケア体制
の確立

包括的な相
談・支援の推
進

○地域包括支援センターによる活動の周知
　市民からの問い合わせに対して分かりやすい説明や，訪問活動の強化に取組ん
だ。
○旧在宅介護支援センター受託事業者による相談事業を実施している。
　　　平成24年度　電話・来所件数29件　訪問件数37件
　　　平成25年度　電話・来所件数45件　訪問件数40件

　
地域包括支援センターの認知度向上と，地域連携体制の進展を図ること。

旧在宅介護支援センターによる相談事業については，事業者側にケアマネージャー
業務との輻輳を意識する傾向があり，件数の増加にはつながっていないが必要な事
業である。

長寿社会
課

13 地域ケア体制
の確立

地域福祉の推
進体制の強化

○地域福祉推進の主体である住民・民間事業所等を対象に講演会を開催し地域福祉
の啓発に努めた。25年度テーマ：｢児童虐待と地域支援｣。

地域福祉の推進は，地域住民の主体的な参加が大前提であり，いかに住民の積極的
参加を促すかが課題である。

福祉総務
課

○福祉学習については，各学校において総合的な学習の時間や道徳をはじめ，教育
活動全体を通して，計画的・組織的に取り組んでいる。
○鈴鹿市のワークキャンプには，市内の各小中学校から児童生徒が参加している
が，訪問先には高齢者が利用する施設も含まれている。活動後は気づきや学びを資
料にまとめ，学校で還流学習や発表会を行ったり，児童会・生徒会・委員会活動に
位置づけ，集会やたよりを活用した啓発活動に取り組んだりしている。
○また，中学校の「チャレンジ１４」でも，体験先に高齢者の利用施設が含まれて
おり，職場体験を通して高齢者と触れ合う機会を持っている。

事前学習，事後学習も含めた交流学習等の更なる充実を図ることが必要である。 教育指導
課

21 介護予防と生
きがいづくり
の推進

壮年期からの
健康づくりの
推進

○健康づくり推進事業の実施状況（別紙） 健やかな高齢期を迎えるためには，壮年期からの健康づくりが重要である。地域で
の健康に対する意識啓発を継続的に行うとともに，企業や各種団体など，幅広い分
野での啓発活動が求められる。また，ライフスタイルの多様化に伴い，個々のライ
フスタイルに合った健康づくりの実践ができる環境整備を進めていく必要がある。

健康づく
り課

資料７
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番号 大項目 中項目 主な実績 主な課題 担当課

22 介護予防と生
きがいづくり
の推進

一次予防の推
進

○一次予防教室への参加は実施箇所や開催回数を増加した結果参加者延べ数も増加
　　　平成24年度　教室回数　347回　延人数　9,138人
　　　平成25年度　教室回数　469回　延人数10,699人
○一次予防教室委託先や開催方法の多様化を図った。
○スポーツクラブでの開催や,単位老人クラブでの健康体操講座など）

事業の委託先には介護保険事業者が多く，教室の内容は各自が取組むが，受け入れ
可能な人数は限られており，態勢が不足している。開催場所や実施主体の多様化な
ど，地域資源の活用が必要である。

長寿社会
課

○パンフレットの配布
　　　平成24年度・平成25年度　介護予防事業のご案内（広報すずか折込）
　　　年1回全戸配布
○介護予防普及啓発事業（介護予防教室・相談会）
　　　平成24年度　　実施回数：118回　　　延参加人数：2958人
　　　平成25年度　　実施回数：82回　　　延参加人数：1728人
○地域介護予防活動支援事業
　　　平成24年度　　実施回数：3回　　延参加人数：41人
　　　平成25年度　　実施回数：12回　　延参加人数：259人

介護予防の普及啓発事業は浸透しつつあるが，今後はより身近な場所で住民自らが
自主的に介護予防に取り組むための自主グループやそれを支える自主グループリー
ダーの育成，支援を積極的に進めていく必要がある。

健康づく
り課

23 介護予防と生
きがいづくり
の推進

二次予防の推
進

○二次予防事業の実施回数及び参加者
　　　平成24年度　運動教室　332回　261人　口腔栄養教室　36回　84人
　　　平成25年度　運動教室　378回　288人　口腔栄養教室　36回　90人

鈴鹿亀山地区広域連合が実施する「いきいき度ﾁｪｯｸ」により対象者の抽出が行われ
てきたが，対象者との個別の対応になることが多く，各地域包括支援センターの費
やす労力が過大になっている。
　また二次予防事業の開催については，専門性があり，内容についても実りが多く
効果も認められるが，送迎の対応が可能な委託先の開発や，協力機関との協議の中
で，開催回数や，受け入れ人数に限りがあることから今以上の拡大は困難である。

長寿社会
課

○訪問型介護予防事業
　　　平成24年度　　実績なし
　　　平成25年度　　被訪問実人数：1名　　被訪問延人数　8人

二次予防事業対象者として把握された高齢者のうち，訪問型介護予防事業の利用が
適切と考えられる高齢者を迅速に利用に結び付けれるよう関係各部署の連携を強化
することが必要である。

健康づく
り課

24 介護予防と生
きがいづくり
の推進

高齢者の社会
参加と生きが
いづくりの推
進

○鈴鹿市老人クラブ連合会の活動及び運営に対する補助事業を実施 老人クラブ連合会が主体的に取り組む介護予防事業への参加者拡大が求められる。 長寿社会
課

○２４年度　・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ
　　　　　　・鈴鹿市グラウンド・ゴルフ大会（雨天中止）
　　　　　　・鈴鹿シティマラソン（マラソン・ウオーク）
　　　　　　・鈴鹿と菰野の絆ウォーク
　　　　　　・ブロック別市民グラウンド・ゴルフ選手権大会

○２５年度　・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ
　　　　　　・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
　　　　　　・鈴鹿シティマラソン（マラソン）
　　　　　　・いきいき鈴鹿ツーデーウオーク大会

○２６年度　・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ
　　　　　　・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（開催補助）
　　　　　　・鈴鹿シティマラソン（マラソン）
　　　　　　・いきいき鈴鹿ツーデーウオーク大会

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。
鈴鹿シティマラソンについては，駐車場の関係で定員を設けざるを得ない状況にあ
る。

スポーツ
課

○市内３１館の公民館（内　1館ふれあいセンター）において，高齢者の，「生き
がい」「健康」「趣味」「介護予防」「音楽療法」「三世代交流」など様々なカリ
キュラムを用意し，高齢者教室等を実施している。また，担当課の協力により，公
民館出前講座として「介護予防講座」，「健康講話と相談」「病気やけがの対応に
ついて」の３つのメニューを用意して，各公民館の実情において実施している。
　平成25年度　高齢者を対象にした教室回数　181回　参加延べ人数　6,887人
　平成25年度　出前講座実績　25回　参加延べ人数　732人

公民館においては，高齢者対象の学習事業として多くの講座を実施しており，担当
課との連携の出前講座も実施している。高齢社会が進む中，今後は「介護予防」な
ど健康寿命を延ばす継続的な働きかけも必要であり，福祉関係機関との連携事業な
どが必要になると考える。

生涯学習
課

2



番号 大項目 中項目 主な実績 主な課題 担当課

31 高齢者の自立
生活の支援

在宅サービス
の充実

○おむつ支給対象者　　　　　　　　Ｈ24年度 731人　　 Ｈ25年度 677人
○寝たきり等ふとん丸洗い事業　　　Ｈ24年度 205枚　　 Ｈ25年度 189枚
○訪問理美容サービス実施回数　　　Ｈ24年度 96回　　　 Ｈ25年度 100回
○日常生活用具給付新規件数　　　　Ｈ24年度 6件　　　　Ｈ25年度 8件
○徘徊探索支援サービス新規件数　　Ｈ24年度 6件　　　　Ｈ25年度 2件
○緊急通報装置新規設置件数　　　　H24年度 45件　　　 H25年度 54件
○配食サービス配食数　　　　　　　H24年度 43,864食　H25年度 48,597食

高齢化の進展に伴い，高齢化率，高齢者数ともに増加することが見込まれ，住み慣
れた地域や自宅での生活の継続を支援するため本事業を継続していく必要がある。
対象者数，件数ともに増加傾向にあり，事業実施方法の見直しによる事務の効率化
や経費削減について取り組む必要がある。

長寿社会
課

32 高齢者の自立
生活の支援

住まいの確保 ○磯山市営住宅跡地に社会福祉法人が運営する，認知症高齢者グループホーム（定
員９人）及びデイサービスセンターが設置された。（平成2５年６月より）

施設入所に対するニーズを的確に把握し，整備を計画的に推進する。 長寿社会
課

○中層住宅の低層階の住戸について，平成24年度までに20戸，平成25年度は２
戸の段差解消・手すりの設置等の改善を行った。
○高齢者が市営住宅の低層階（１・２階）の住戸に，平成25年度は12世帯入居し
ていたいた。
○高齢者・障害者・外国人・子育て世帯などの円滑な入居支援を目的とした，三重
県居住支援連絡会の住宅相談会を，平成24年度は３回，25年度は４回実施した。

高齢者などが生活しやすいよう配慮した住戸を増設ためには，低層階の入居者の退
去が必要であり，年度ごとの計画を立てることが出来ない。
三重県居住支援連絡会の住宅相談会の相談者数が減少しているため，効果的な開催
方法・周知方法を検討していく必要がある。

住宅課

33 高齢者の自立
生活の支援

安全対策の推
進

○民生委員児童委員の協力の下，災害時要援護者台帳への登録を進めた。
○災害時要援護者の登録及び管理をサポートし，ＷｅｂＧＩＳとリンクさせ，災害
時等の支援活動をサポートするシステムの運用を始めた。
　　災害時要援護者台帳登録者数
　　　平成24年度 5,920人
　　　平成25年度 6,195人

登録者の把握については,希望者のみを対象とする手上げ方式であり,台帳の有用性
を説いて民生委員の意見を聴きながら,登録者の増加を図ることが必要である。

長寿社会
課

○民生委員・児童委員に新たに対象となった人に登録の案内をしてもらい，災害時
要援護者台帳への登録の推進に努めた。

更新時に住民基本台帳を基に新規で登録をしようとする時，該当者本人の希望で登
録を断った場合，今のシステムでは二度と対象者として抽出されない。しかし，そ
の後見守りが必要になる場合があるが，本人が申し出をしない限り民生委員児童委
員が気がつく可能性は低い。一度登録を断った人に対してのフォロー体制をどうす
るかが課題である。

福祉総務
課

○平成25年度末現在の設置状況は，297隊(大規模隊15，中規模隊66，消火器隊
216)で，市内の世帯数における組織率は，90.8%である。

各地域において，自主防災隊の組織化が進むなか，この自主防災隊と災害弱者とい
われる高齢者等との普段からの関わり方が，災害時等に向けて必要とされる。

防災危機
管理課

○高齢者交通安全教室開催回数
　　　平成23年度　35回　1,985名
　　　平成24年度　41回　2,557名
　　　平成25年度　34回　1,620名

公民館事業や地区老人会イベントを通じて，交通安全啓発を行っているが，これら
の活動に属さない高齢者の方への啓発が難しい。

地域課

41 認知症ケアと
高齢者の尊厳
を守るための
支援の充実

認知症ケアの
充実

○認知症サポーター養成講座を実施しサポーター数が増加した。
　　　平成24年度　13回　388人
　　　平成25年度　19回　494人
○ネットワーク事業に対する協力機関数の確保に努めた。

キッズサポーターの養成について取り組みが遅れており、平成26年度からの実施
となる。

認知症サポータ養成講座の市民への周知を進め，サポーターの増加を図る。

長寿社会
課

○福祉学習については，各学校において総合的な学習の時間や道徳をはじめ，教育
活動全体を通して，計画的・組織的に取り組んでいる。

小中学校への認知症サポーター養成講座への取組は今年度からである。積極的な取
組を促すことが必要である。

教育指導
課
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番号 大項目 中項目 主な実績 主な課題 担当課

42 認知症ケアと
高齢者の尊厳
を守るための
支援の充実

高齢者の尊厳
を守るための
支援の充実

○鈴鹿市高齢者虐待防止事業実施要綱及び鈴鹿市高齢者緊急一時保護事業実施要綱
を制定し高齢者虐待ケースへの対応を行なった。
　　　緊急一時保護を行ったケース　平成25年度４人
○成年後見制度の市長申立に取り組み利用支援につなげた。
　　　市長申立件数　平成24年度　２件　　平成25年度　　２件
○虐待ケースについて,コア会議からケース会議へとつなげ関係機関の連携を拡げる
とともに,三重県の三重県高齢者虐待対応専門職チームの援助を受けて処遇方針を決
定するなど,困難ケースの解決に向けたOJTにより関係者との連携を持つことがで
きた。
○後見サポートセンターと連携して困難ケースに対応することができた。

虐待ケースの掘り起こしや,相談体制の充実が必要であり,あわせて対応力の強化が
求められている。
成年後見制度の利用促進と市民後見人の育成など,市民に理解を得るための取り組み
が必要である。

長寿社会
課

○地域福祉を推進する中心的な組織である社会福祉協議会に対して，緊密な連携を
図るとともに，適正に支援を行った。また，新任民生委員・児童委員に対して研修
を行い，スキルアップに努めた。

福祉サービスに対するニーズが質・量ともに大きく変化する中で，供給サイドの側
も，より高度で多様な福祉ニーズに対応することが求められるようになっている。

福祉総務
課

○人権関係のイベント及び人権政策課窓口での冊子「高齢者と人権」の配布（30
冊）

人権という観点からは権利擁護や成年後見人制度と関連付けにくいため，広く周知
されない。

人権政策
課

51 高齢者にやさ
しいまちづく
りの推進

移動手段の確
保

○重度の方であっても運送が可能となるよう支援した。
○北勢地区運営協議会において事業報告を行い，適切な運営が行われるよう支援し
た。
　　　実施事業所数　平成24年度　6事業所　　平成25年度　6事業所
　　　会員数　　　　平成24年度　1,025人　  平成25年度　872人

現行の水準の維持に努めるとともに，新規参入意向のある法人等があるときは制度
説明等の支援が必要である。
事業者の厳しい運営実態が伺え，従業者の確保に苦心している。

長寿社会
課

○三重交通路線バス（中勢地区管内）において，事業者の車両更新計画に基づき，
低床（ワンステップ）及び超低床（ノンステップ）型車両の導入が，車両更新計画
に基づき順次図られている。
　低床及び超低床型車両の導入について，平成24年4月1日現在では，総車両154
台中，59台が導入されており，低床車両の占める割合は38.3％となっていた。平
成25年4月1日現在では，71台へと増車され，総車両152台に対して46.7％を占
めるようになり，平成26年4月1日現在には総車両数151台の52.9％を占める80
台の導入が進んでいる。
○また，既存バス路線の存続，サービス水準の維持を図るために，運行事業者と協
議しているところである。
　既存のバス路線が廃止され，交通空白地となった地区において，他の民間公共交
通機関との役割分担を明確にしつつ，地域住民の移動円滑化・交通手段の確保を目
的に，コミュニティバス（C-BUS）を運行している。コミュニティバス沿線地域
の実情や利用者の実態を把握しつつ，他の交通機関への乗り継ぎ円滑化の向上を図
るべく，ダイヤグラムの改善も検討するなどし，引き続き利便性の向上に努めてい
る。

○鉄道については，平成25年度地域公共交通バリア解消促進等事業に補助採択さ
れ，バリアフリー化設備等整備事業を活用することにより，近鉄伊勢若松駅構内へ
の跨線橋の新築，エレベーター・多機能トイレ・手すり等の整備について，平成
26年度より設計に取り組んでいるところである。これらのバリアフリー化を行う
ことにより，移動等円滑化経路が整備されることから，高齢者の移動手段の確保・
円滑化が期待される。また，他の鉄道駅についても，各事業者と意見交換してい
る。

自動車交通の発達に伴って，公共交通機関（特に乗合バス交通）は減少に歯止めが
かからない状況であり，交通事業者の不採算路線からの撤退等により，公共交通
ネットワークの縮小が続いている。高齢化の進展や生活圏の拡大に対して，どのよ
うに住民の移動手段を確保していくかは，これからの政策課題となっている。
鉄道駅のバリアフリー化については，技術的に整備困難な駅（鉄道駅の構造や地形
上の問題）がある。このような駅の改修では，一般的なバリアフリー化のための工
事規模を上回る大規模な改修を行わなければならず，鉄道事業者の費用負担による
財政的な問題が生じる。また，無人駅ではエレベーター等の設備を管理することが
できないといった課題があるが，このような課題については，まちづくりと一体と
なった整備を行う必要がある。

商業観光
課
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番号 大項目 中項目 主な実績 主な課題 担当課

52 高齢者にやさ
しいまちづく
りの推進

ユニバーサル
デザインの推
進

○障がい者，高齢者等の日常生活や社会生活において行動上の制約のある人を含め
たすべての人々が利用する公共的施設を安全かつ快適に利用できるよう三重県ﾕﾆ
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，特定行政庁として建築物等につい
て，建築指導課，市街地整備課と協働して，申請者等に対して指導・助言してい
る。（事前協議により整備基準に適合するよう指導・助言。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H24　　H25
　　　・特定施設新築等（変更）協議申請書受理件数　　60件　　44件
　　　・特定施設新築等通知書受理件数　  　　　　 　　  7件　 　 5件
　　　・適合証交付　　　　　　　　　　　　　　　　　16件　　16件

ユニバーサルデザインの「意識づくり」が課題である。 長寿社会
課

○三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく，特定施設新築等
（変更）協議申請受付件数　　H25実績　44件（うち適合証交付件数15件）
○開発審査会における事前協議申請依頼　H25実績18件
○日常生活用具給付事業の住宅改修　H25実績13件（公費負担額2,414千円）

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく事前協議申請の結果非
適合となった建築物に対しては，担当課（建築指導課）より必要な指導及び助言を
行っているが，是正される場合は少なく，ユニバーサルデザインの必要性が浸透し
ていないのが現状である。今後も，三重県と共同して，周知・啓発を行うことが求
められる。

障害福祉
課

○新設する歩道整備については，歩道のフラット化を推進している。
　　　・Ｈ２６花川西能褒野線歩道整備事業（継続中）
　　　・Ｈ２６国府１８２号線歩道整備事業（継続中）

歩道用地の買収が進まないことが課題である。 道路保全
課

なし 市営住宅の新築或いは建て替え工事の予定がないことから，本事業の実施は出来な
いと思われる。

住宅課

61 高齢者福祉の
基盤整備

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整備希望法人の募集と選定を
行い，計画の推進を図った。また，選定された法人に対し補助金を拠出し整備促進
を図った。
　　　平成２４年度　認知症高齢者グループホーム　2施設

介護保険料等負担と給付のバランスをとりながら，地域のニーズに添った要介護高
齢者等を支える基幹となる施設を整備することが必要である。。

長寿社会
課

62 高齢者福祉の
基盤整備

老人福祉施設
等の整備

○養護老人ホームの入所及び利用者の措置を適正に行なった。
○老人福祉施設が計画通り整備されるよう支援した。
○三重県から求められる民間事業者による有料老人ホームや,サービス付高齢者住宅
の整備計画についての意見対応を行なった。

介護保険料等負担と給付のバランスをとりながら，地域のニーズに添った要介護高
齢者等を支える基幹となる施設を整備することが必要である。

長寿社会
課

71 計画の推進に
あたって

計画推進のた
めの連携

○庁内ワーキングの実施
○各種調整会議の開催

他部局の施策に高齢者向けや，高齢者の利用を意識した取組みが得られるよう，働
きかけが必要である。

長寿社会
課
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