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第 4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 11 月 4 日午後 1時 15 分～午後 3時 15 分まで 

   場所 鈴鹿市保健センター 2 階 会議室 

 

出席委員 貴島会長，西城副会長，元橋委員，樋口委員，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 玉田委員 

傍聴者 2 人 

事務局 保健福祉部 松井部長 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 あいさつ 

2 各論案の検討について 

 Ⅲ 認知症ケアと高齢者の尊厳を守る 

Ⅳ 医療と介護の連携 

Ⅴ 住まいの確保 

Ⅵ 安心・安全の体制作り 

Ⅷ 計画の推進にあたって 

3 その他 

                                         

 

事務局 

第 4回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会にご多用のところお集まりいただき，ありがと

うございます。 

 会議に先立ちまして鈴鹿市社会福祉事務所長よりご挨拶を申し上げます。 

 

所長 

 さて，前回の委員会では各論の前半部分について議論をいただきました。今回は後半部

分の各論につきましてさらに議論を進めていただくと聞いておりますが，認知症対策や医

療と介護の連携など地域包括ケアシステムの根幹になる部分の議論をいただくこととなり

ますので，忌憚のないご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 なお事務局からも説明があると思いますが，今回の協議を経て次回の会議にて計画素案

についての協議をいただくこととなります。年度末の策定に向けて厳しいスケジュールに

なりますが,ご協力賜りますようお願いします。 
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事務局 

 会議に入ります前に報告事項と確認事項を説明させていただきます。 

 本日第 4回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会を開催させていただいたところ，議員 11 名

中 10 名の出席をいただいております。半数以上の議員に出席していただいており，鈴鹿市

高齢者福祉計画策定委員会運営要領 第 6条の規定により会議が成立したことをご報告申

し上げます。なお玉田委員につきましては本日欠席でございますので，よろしくお願いし

ます。 

 続きまして本日の傍聴人を報告いたします。傍聴人は 2人です。なお傍聴人にも本日の

会議資料を配布しております。 

報告事項等は，以上です。 

 

事務局 

それでは始めさせていただきたいと存じます。 

各論でございますが，先ほど所長の挨拶にもございましたように，今回ご議論を経て次

回は素案をお示しできたらと思っておるところでございます。委員の皆さまには忌憚のな

いご意見を聞かせていただきたいと思っておるところでございますので，よろしくお願い

します。 

ここからは貴島会長，よろしくお願いします。 

 

貴島会長 

それでは，もうお二人がご挨拶されましたので私からの話は省略ということで，早速各

論の検討について事項書に沿って進めてまいりたいと思います。 

その前に，会議の傍聴者のこととか，録音のことであったりとかはこれまでどおりとい

うことで了解をお願いしたいと思います。 

それでは各論案の検討ということで，認知症ケアと高齢者の尊厳を守るというところを

資料に基づきまして事務局から説明をお願いします。 

 

3 各論案の検討について 

Ⅲ 認知症ケアと高齢者の尊厳を守る 

 

事務局 

 資料 1「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年度）素案－たたき台(後半)」，

資料 2「認知症ケアパスの手引き」，資料 3－1「認知症初期集中支援チーム」，資料 3－2

「認知症初期集中支援推進事業」，資料 3－3「認知症地域支援推進員等設置事業」に基づ

き説明 
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貴島会長 

事務局から認知症ケアと高齢者の尊厳を守るということで，ご説明がありました。 

認知症ケアパス，早期発見，初期支援，そして地域で支えるための体制づくり，そうい

った尊厳を守るための施策について説明があったわけですけども，委員の皆さまから何か

ご質問がありましたら。 

 

市川委員 

認知症ケアパスについてなのですけども，整理シートがそのまま認知症ケアパスになっ

ているというような考え方でよろしいのでしょうか。それがまず一点。 

三重大学の医療機関が出している認知症連携パスというものを持ってきたのですけど

も，医師会とご協力をしていただきながら将来的には医療機関，ケアマネージャーさんと

か，各介護保険系サービスの事業所さんだけじゃなくて，民生委員，自治会を含めた連携

というものを活用していく為の方法として，認知症ケアパスができると私のほうでは理解

をしているのですけども。 

このへんの自治会との連携とか認知症ケアパスの進行状況がどの辺まで進んでいるのか

教えていただければなと思っております。 

 

事務局 

認知症ケアパスにつきましては，正直今の表について事項を埋めるということにまずは

取り組みたいと思います。市のほうで事務的に完成をさせたいと考えています。当然でき

たものにつきましては皆さんにご意見を伺うとか，医師会にもご相談をさせていただきた

いと考えております。 

前回の会議でも申しておりますけども，地域ケア会議もさせていただこうと思っており

ます。 

その地域ケア会議の中で，参加していただいている皆さまからのご意見をいただきなが

ら作ります。地域ケア会議，各地域でということを基本に考えております。その中で各地

域の特性を活かして取り組んでまいりたいということで，ご理解いただければと思ってお

ります。 

 

貴島会長 

パスという考え方ですけども，まだまだ一般には馴染みがうすいのかなという感じがあ

るのですが，最近は病院にいきますと，退院までの計画書というのが枕元にありますの

で，パスという言い方も少しは表にはでていると思うですけども。 

認知症ケアパスといわれても，なかなか一般的に理解というのは難しいというそんな気

がします。 
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このシートを作成するのは誰を想定すればいいのか，そしてこのシートを利用する人た

ちとはどういう人たちを想定すればいいのか，このあたりはいかがでしょうか。 

 

事務局 

ケアパスの想定でございますけども，自宅にいらっしゃる高齢者の方で認知症の疑いが

あるとか，ご家族の中で認知症ではないかという方です。 

そういった場合どうケアしていけばいいのか，あるいはどういうところに相談すればい

いのかという形で考えております。 

これから認知症について色々なサービスを考えていこうという方を対象としていきたい

と思っております。 

 

西城副会長 

鈴鹿地区に 4つの地域包括支援センターがあるのですけども，地域ごとに高齢者の認知

症生活事実度を調べてみないといけないのではないかな。Ⅰがどれくらいいて，Ⅱがどれ

くらいいて，Ⅲがどれくらいいてと，それを早急に調べないことには。認知症ケアパス作

成の上で一番大事なことですね。 

介護認定を受けている人は，広域連合に聞けばある程度の数字は出てくると思うのです

けどもね。 

介護認定の年間の申請，それは約 7,800 人，その中でⅡa以上の人は大体 2,500 人前後

という数字をだしていると思うのですけども。 

だからそういう基礎的な数字を早急に調べないと，この話は成立しないと思います。 

 

事務局 

今数字ございますので，ご披露させていただいてよろしいでしょうか。 

ドクターからの意見書をいただいているのがⅡ以上は約 4,330 人，Ⅲ以上は約 2,195 人

そういうような状況でございます。 

 

貴島会長 

シートがひとつの判断基準になるという，そういう使い方になるわけですね。 

在宅の家族とか事業者の人たちがこれを見たときに，対象者の人が認知症の疑いがある

とかそういうような判断ができるように項目を入れ込んでいくという，そういう使い方を

するのですか。 

 

事務局 

在宅でいらっしゃる高齢者の方で，特徴的なことを書かせていただいているのですが，

認知症の疑いのところでは金銭管理とか書類の作成が難しくなってきているという方につ
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いてはどういうふうなサービスが受けられますよ。あるいはもう少し進行して日常生活で

見守りがあれば自立しているという方については，どういうふうなサービスがあるかを書

かせていただきました。それを参考に認知症の症状に合わせてサービスを選んでいただく

ときの基準としてご利用いただくものでございます。 

 

西城副会長 

認知症の度合いは認知症高齢者の日常生活自立度ごとに分かれて，ランクⅠは何らかの

認知症を有するが，日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。ランクⅡは日常生

活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても，誰かが注意し

ていれば自立できる。ランクⅢは日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の

困難さが見られ，介護を必要とする。ランクⅣは日常生活に支障をきたすような症状・行

動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ，常に介護を必要とする。ランク Mは著しい精神症

状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ，専門医療を必要とする。というような形

に分かれる。 

だからⅠに対して認知症の疑いということで，介護予防をどんどんどんどん進めていか

ないといけないと。対象としてはおおよその目安としてそういうふうな考えだと思いま

す。そういうふうな使い方していくのではないかな。 

 

事務局 

おっしゃるとおりでございます。 

 

貴島会長 

先ほど先生がおっしゃった認知賞高齢者の生活自立度はかなり一般化しているのではな

いかなと思いますので，資料 2の最終ページのシート項目名は認知症の機能障害で認知症

の疑いとか 5段階に別れていますけども，該当する認知症自立があるのであれば，それを

括弧書きででも入れ込んだほうが関係者の方にもわかりやすいと思います。 

 

事務局 

はい。 

 

貴島会長 

ほかにございますか。 

 

資料 3-2 の認知症初期集中支援推進事業の 2ページの一番下  

（2）訪問支援対象者 

訪問支援対象者は、原則として 40 歳以上 
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ア 医療サービス、介護サービスを受けていない者、または中断している者で以下のい

ずれかに該当する者 

① 認知症疾患の臨床診断を受けていない者 

② 継続的な医療サービスを受けていない者  

③ 適切な介護サービスに結び付いていない者  

④ 介護サービスが中断している者   

 

と書いてありますが，これをどうやって把握するのかなと。このあたりはどのように理

解すればよろしいでしょうか。 

 

事務局 

医師会の力をお借りすることになると思うのですけども，家族あるいは本人からご相談

があったときに，地域包括支援センターとか市に相談してみてはどうだろうかということ

を先生方からお口添えいただきたいと思います。 

家族とか市民の皆さまには，初期集中支援チームを作りましたというだけではわかりま

せんので，どういう事業をさせていただいてこういう形で支援をしていくのですよという

ことをわかりやすいような形で周知をしていきたいと思っております。 

認知症の方のお家にいきなり訪問するというのは，なかなか難しいところがございます

ので，家族あるいは本人が何らかのサインを出していただけるとありがたいですので，周

知が一番大事だなと思います。 

 

貴島会長 

ありがとうございました。 

 

西城副会長 

もうひとつ，思いつきで言うのですが，各医療機関へ向けて，認知症診療でこういうふ

うな方がお見えになりますか，もしもよければ家族にご了解を得て，名前・住所を知らせ

てよろしいでしょうかというアンケート調査をやっていただいたらどうかと思います。家

族はきちっと見守りをしているという観点で，認知があっても介護サービスをまったく受

けていない，特にⅠ・Ⅱのクラスの方は介護認定をしていないのはたくさんあります。そ

ういう方々がどれぐらい見えるか医師会を通じて各医療機関にアンケート調査をしていた

だいたら，介護認定を受けていない方で認知症と思われるⅠ・Ⅱに属する人が何人ぐらい

見えるでしょうか，もしよければ住所等を教えていただけませんかと。そういうことをし

なければ把握することはできないと思います。 
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事務局 

先生のご意見を参考に事業を進めたいと思います。 

 

貴島会長 

事業はそういう人たちを対象ということですので，どう把握するかというのは非常に難

しいですね。今もおっしゃったような手助けをしないと，そこは難しいなと思います。 

ほかにございますか。 

 

市川委員 

初期集中支援チームですけども，資料 3-2 のとおりでいきますと，地域包括支援センタ

ー・認知症疾患医療センター等に配置をするということになっておりますけれども，現時

点で鈴鹿市としてはどのへんを想定しているのかということは，教えていただくのは可能

でしょうか。 

 

事務局 

初期集中支援チームですけども，この 3年間の計画期間に限ってということで，鈴鹿市

でとりあえず 1チーム作るというのがひとつの方法としてあります。それからもうひとつ

の方法としましては，広域連合と協議をさせていただけなければならないのですけども，4

つの地域包括支援センターにそれぞれに 1チームずつ設置するという方法があると思いま

す。 

この二つの方法があると思いますけども，ただ専門職でなおかつ研修を受けていただか

なければなりません。経験のある方であればどなたでもいいですよといかないところがご

ざいますので，人材の確保とか育成とかにかかわってまいりますので，今のところ具体的

に申し上げることはできません。 

ただ一つだけ決まっておりますのは，平成 30 年には 4つの包括支援センターに設置をさ

せていただければいけないものであろうと。 

それまでの過渡期としてとりあえず 1チームを設置するか，いきなり 4つ設置するかと

いうのは今のところ検討中でございます。 

 

貴島会長 

それに関連して認知症初期集中支援チームの構成員ですけども，3-2 の 1 ページ①次の

要件を満たすもの 2名ということでいろいろ書いてありますけども，次のページ②で，日

本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の

専門医療を主たる業務とした 5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当しという

ようなことがあります。 

①の人材の候補者はいらっしゃると思うのですけども，②のことについて候補になる先生
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は市内にどれくらいいらっしゃるのか数字がわかりませんので，もしわかることであれば

教えていただきたいと思います。 

 

事務局 

この②なのですけども，医師会を通じて協議させていただくことになってくるとは思い

ますけども，各先生方の診療の経歴等の把握はできてないというのが現状でございます。 

今後初期集中支援チームを作るにあたって，専門の医師にどうしても関わってもらわな

いといけないというのがありますので，どういった形で活動ができるのかということを含

めて県を通じてある程度話していきたいなと思っています。 

先ほど申しましたけども，地域包括が 4つありますので 4チーム設置するとなったとき

に，先生が 4人必ず必要なのか，あるいはそうでなくてもいいのかということも含めて三

重県を通じて確認をしたいとは思っております。 

 

貴島会長 

文章では簡単にさらっと流せるのですけども，実際はかなり難しい部分があるなと感じ

ますね。 

 

西城副会長 

認知症サポート医，鈴鹿市内でサポート医を持っているのは今 4名，そして精神医学

会・認知症学会の専門医認知症疾患の専門医療云々というのがメンタルクリニックを開業

している先生，それから神経内科の先生とかで，この条件はある程度満たされると思いま

す。認知症サポート医をもっともっと増やさないといけない，これの 3倍ぐらい必要なこ

とは必要なのですよ。その研修が 2日間あるわけなのですけどね，全国 5箇所で開かれる

のですけども。 

 

貴島会長 

先ほどの対象者を両方提供されるのは内科医の先生だったり外科の先生だったり整形外

科の先生であったりでしょうけども，専門チームについてはメンタルクリニックであった

り神経内科の専門の先生であったりということになりますので，市をあげてとか県をあげ

ての医療機関とか教育体制をきちんと作っていかないといけないと思います。 

 

事務局 

それは先生がおっしゃられるとおりです。地域の医療に関わられる皆様方と私どもとの

連携と申しますか，一言で連携といってしまうと酷なのですけども，非常に基本になる部

分であると考えておりますので，その時様々な形で意見交換とかご意見を頂戴するという

形で進めさせていただきたいと思います。 
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清水委員 

私は老人のグループの中に入っておりますが，僕らが見てもちょっとおかしいあの人は

と。ところが旦那さんは全然おかしいと思っていない。そしてそれなりに生活しているけ

れども，あるとき突然事故を起こして，それで問題になるとか。 

たとえばブランド物とかいつもつけていらっしゃるりっぱなのを。それがこのごろおか

しいな。ところがご家族はまったく気がつかない。そしたらある日突然施設に入られたと

か。時すでにおそしで，早期発見にならないのですね。 

そんなケースがたくさんあります。 

 

西城副会長 

認知症というのはいかに周りの人が気づくか，ちょっとお話をさせていただこうかなと

今計画を練っています。テーマは認知症に対する早期の気づきにしたらどうかなあと，そ

れから認知症ケアパス，行政からお話を聞いたほうがいいという計画を練っております。

一番大事なことは早期に気づくということだと思います。 

 

貴島会長 

各論の中のひとつとして認知症ケアと高齢者の尊厳を守るということで，認知症ケアパ

スであったりとか，認知症初期集中支援チームであったりとか，それに合わせて認知症地

域支援推進委員というものであったりとか，認知症カフェなんかもそうかもわかりません

けども，これまでにないものを作っていくというそういう部分がありまして，計画の段階

ではなかなか踏み込んで書けないという部分もありますけども，今の質疑に対する今の回

答等を踏まえて計画を進めていく中で，実務的なものは進んでいくというそういうものに

したいと思います。 

時間のこともありますので，認知症ケアパスと高齢者の尊厳を守るという部分について

はよろしいでしょうか。 

では次の医療と介護の連携というところに進みたいと思います。 

事務局のほうからお願いします。 

 

Ⅳ 医療と介護の連携 

 

事務局 

 資料 1「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年度）素案－たたき台(後半)」，

資料 4「在宅医療・介護連携の推進について」に基づき説明 
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貴島会長 

今説明のありました医療と介護の連携，ここにつきまして何かご質問，ご意見ございま

したらお願いします。 

それでは私の方から一点。 

資料 1の 4ページ，全体的な表現としてもう一歩踏み込んだ表現というのはできないか

なという感想をもちました。 

たとえば上から 3行目から 4行目ですけども，多職種が情報を共有するための仕組みづ

くりを推進しますというのはこのレベルでいいのかということ。 

次の 2行も，必要な機関につなげる体制を構築しますというのは，どんな体制をという

のが入ってもいいような気がするのですけども。 

 それから主な事業として上から 3つ目の在宅医療・介護サービスの情報の共有支援とい

うところで，在宅医療・介護双方の情報の共有化を図るシステムの導入を検討しますとい

うようないかにもお役所言葉が出てくるのですね。本当に導入する気があるのかないのか

わからないような表現になっています。 

 下から 2つ目で，複合型サービスなどの充実を図りますとは書いてあるのですが，複合

型サービスというのは今のところないわけですよね。これを導入するには具体性をもった

アプローチが必要になるのかなと思うのですけども。充実を図りますというだけでは項目

倒れになってしまうようなそんな気がいたします。 

 もう一歩でも半歩でも踏み込んだ表現というのはできないかという感じです。 

 

事務局 

 具体的に表現をする段階までまだ鈴鹿市のレベルに達してないということがありまし

て，こういうふうな形でとりあえず書かせてもらっているわけなのですけども，先生にお

っしゃっていただきましたようになかなか姿が見えてこない，何をするのかわからないと

いうことですけども，これにつきましてはもっと具体的なことがお示しできる形の素案を

進めていきたいと思っています。 

 まず情報共有のしくみづくり，これにつきましては医師会の先生方からの様々なご意

見，今まで運営会議の中でこういったツールがあるのだけどこれをもっと使うような形で

情報共有できないものか，あるいは運営会議の中でケアマネージャーと医者との情報共有

のための連絡箋というのをとっていただいた経緯があったかと思うのですけども，市とし

てこちらをもう少し工夫していく方法がとれないものか，という部分も含めて考えさせて

いただきたいと思っております。 

その他たくさんご意見を頂戴したわけですけども，システムの導入というのはどんなシ

ステムを導入するのか。 

最後におっしゃっていただきました主な事業の下から 2つ目でございますけども，複合

型サービスあるいは定期巡回・随時対応型訪問介護看護は，今後広域連合と調整を重ねま
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してどういった形で導入を進めていくのかということを検討させていただくとことになる

わけです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の前段の事業は夜間対応型訪問看護サービ

スというのがあるのですけども，三重県内では 1箇所事業所としてやっているだけでござ

いまして，そういうふうな状況でなかなか市民の皆さまに受け入れてもらうのが難しいシ

ステムでもあるのかなと思います。 

また複合型サービスにつきましては，これを導入するにあたってどういった課題がある

のか。介護サービスを実際にしていらっしゃる皆さまからご意見をうかがうという形で進

めていきたいと思っております。 

 

塩川委員 

私の事業所のことで申し訳ないですけど，実際の働き手で介護をする人たちの育成と

か，小さい子供さんがいる方ですと，昼間は何とか働けるけど夜は子供を預かってくれる

ところがないからとてもじゃないけど働けない。見えているところだけじゃなくて，働き

手の皆さんの生活や子育てや支援など全てがうまく絡んでいかないところかなと思いま

す。三重県内でもなかなか事業所がないというのは，手をあげるにしても，働き手がいな

いということが多少あるのではないのかなということだと思います。 

 

西城副会長 

定期巡回・随時対応型これができたときに，鈴鹿・亀山でひとつ手をあげた事業所があ

るのですが，対象者が少ないということで閉鎖になったと。鈴鹿市内ではこの事業はやは

りうまくいかない，利用者も少ないと思います。 

先ほども言われた 24 時間在宅医療・介護提供で訪問医療云々というのは，いわゆる在宅

療養支援診療所，医療保険の管轄なのですけども，鈴鹿市内でチームを組んで 21 医療機関

がこれに参加していただいております。 

毎月第 2月曜日に登録していただいている在宅療養支援診療所の先生方に出ていただい

て，症例検討などをさせていただいております。その席にケアマネージャーの代表者とか

薬剤師協会の方とか多職種の代表者が出てきていただいて，その場である程度意見交換が

できる雰囲気を作っております。ですから情報提供というのは，こういった形でどんどん

やっていかなきゃいけないということですね。 

昔の我々の時代は，医者になったのだったら 24 時間 365 日働けと言われて病院に泊り込

んだりしていました。今聞いたらおこられるかもしれませんが，今の若い先生方はそうは

いかないということで，チームを組んで 24 時間 365 日対応しようと。ある先生が旅行にい

っとればその間はチームで応援しようという体制が，在宅医療支援診療所なのですよ。そ

ういったことで医師会としては 24 時間 365 日対応できるような活動をしております。その

中には訪問看護ステーションの代表者も入っていただき，運営委員協議会は多職種の方に

入っていただいております。そういうふうな活動をどんどんどんどん広めていけば，もっ
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ともっと鈴鹿市内はこういうふうな事業に対してうまくいくと思っております。 

やっぱり多職種間の協議，方法を共有するというのは非常に大事だと思いますね。こう

いう機会を医師会としてもどんどん作っていきたいと思っております。 

 

貴島会長 

先生，先ほどの第 2月曜日の会議に行政のほうは参加されているのですか。 

 

西城副会長 

いやいや，行政に参加いただくと非常に助かるのですけどね。 

 

貴島会長 

是非行政も毎回参加ということで。そこのところですよ。交流を深めていかないといけ

ないのではないかなという気がいたしますので。 

 

西城副会長 

鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステムの事務局を医師会がしていますので，来年度ぐら

いから行政長寿社会課が中心になってやっていただこうと医師会としてはお願いしておる

わけなのです。だからあくまでも行政が音頭をとっていただく，そして医師会とかがいろ

いろ協力をして連携をとってやっていく事業ですね。 

それからもうひとつ付け加えますけども，8日土曜日 19 時からけやきホールで認知症の

ことについて勉強会を開かせていただきます。多職種の方々が今現在 350 名ぐらい集まっ

ていただくという返事をいただいております。 

 

貴島会長 

先ほど認知症ケアパスというのがありましたけども，医療と介護の連携のロードマップ

を是非作っていただいて，ロードマップに沿って医療と介護の連携が現実的なものになっ

ていくように是非ご検討をお願いしたいと思っています。 

 

元橋委員 

10 月 30 日に県の健康福祉課の佐々木さんという課長さんから，三重県の歯科医師会と

衛生士会の幹部に招集がかかりまして，口腔ケアセンターを高齢者のために各歯科医師会

に作ってくれと言われまして，我々も突然でしてどうしようかと考えております。それに

つきましても先ほど西城先生が運営会議は医師会でやられているとお聞きしまして，歯は

こっちでとか窓口がいっぱいできて非常にややこしいです。よその例でいきますと，桑名

市の副市長さんが厚生労働省から見えとるらしいのですが，その方がそういうことをすご

く一生懸命されているようで，さあどうしようかと。世の中こういうことではどうしてや
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ったらいいか模索中であります。 

 

事務局 

医療と介護の連携のところでございますけども，口腔ケアというのは非常に大事なこと

だと私も個人的には思っております。そのことについては触れておりませんので，口腔ケ

アの推進ということも入れさせていただく形で進めさせていけたらと思います。 

 

貴島会長 

他に皆さんのほうから何か。口腔ケアの部分は追加になるようです。 

ここには書けないかもわかりませんけども，是非医療と介護の連携ロードマップを作っ

ていただいて，そのスケジュールに沿って実務的な動きをしやすくなればなと思います。 

では医療と介護の連携の部分については，これでよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

それでは次の住まいの確保についてお願いします。 

 

Ⅴ 住まいの確保 

 

事務局 

資料 1「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年度）素案－たたき台(後半)」，資

料 5「－高齢者向け住まいを選ぶ前に－消費者向けガイドブック」，追加資料 5－1「高齢者

向け住まいの状況」に基づき説明 

 

貴島会長 

ありがとうございました。介護施設について地域密着型も含めてですけれども，広域連

合の事業計画が今の段階では明らかになっていないので，数値として掲載できないという

ところです。 

そのほかのことについてもいろいろご説明がございましたけども，皆さんのほうから何

かご意見・ご質問ございましたらお願いいたします。 

 

福田委員 

2 番の高齢者向け住居系サービスということで，いわゆるサ高住がどんどん増えている

状況の中で，1週間ほど前の新聞にもありましたようにサービスの囲い込みがかなり問題

になってきているということもありまして，ここにもありますように戸数が確保できるよ

うに，実態把握できるようにということで，指定を行なう県が主にやっていくことになる

のかなと思うのですが，市としましても連携をとってということですがどのようにお考え

でしょうか。 
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事務局 

サービス付き高齢者向け住宅とか有料老人ホームですが，今後ひとり暮らしの高齢者が

増えてくると，生活全般で概ね自立しているけど若干不安があるという方も増えてくると

思いますので，こういった施設が必要であるということは確かなことだと思っておりま

す。先ほど委員がおっしゃられたように，報道にあったようなサービスの囲い込みとか，

あるいは本当に需要と供給のバランスがとれているのかとか，そういうことについては私

どもとしてはできることはさせていただく必要があるのではないかと。 

囲い込み云々につきましては，実際に入所者の方がご利用になっていらっしゃるサービ

スの内容というのが把握できない状況になっている関係で，そういうふうな訴えがあった

ときにどのような対応ができるのかという形になってくると思います。 

 

貴島会長 

他にございますか。 

資料 5 高齢者向け住まいを選ぶ前にということで，消費者向けガイドブックというの

が資料として付いていたと思うのですが，後から説明されるのでしょうか，それともここ

で。 

 

事務局 

サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違いというのはどういうものかという

のを口で説明するのはなかなか難しいと思いますので，委員の皆さまにはこれをとおして

どういうものかということをご理解いただきたいという趣旨でお持ちしたものです。 

 

貴島会長 

何かございますか。ここは介護保険施設，それから地域密着型，この辺は数字が出ない

となんとも言えないのかなと。 

 よろしいでしょうかね。 

 

西城副会長 

 今の時点ではどうなのですか。特養とか，不足しているのですか。 

 

事務局 

 そうですね，私どもが聞いておる中では特養は満床であると。満床である一方で足りな

いのか，介護保険事業計画に対して特に今回対象者が要介護 3以上ということになりまし

たので，全体として，今あるものさらに 3年間でどれだけ必要になってくるのかというこ

とも含めて，広域連合と協議をしていきたいと思っております。 
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 今日の会議の中では，それ以外の養護老人ホームとかケアハウスあるいは有料老人ホー

ム等についてご意見を伺えればなあと思っております。 

 

西城副会長 

 今サ高住の問題が出ておりましたけども，サービス事業の囲い込みは業者の方がいろい

ろ入り組んでくると難しい。囲い込みもいいのですけども，適正な必要なサービスが行な

われているか，不必要なのに押し付けがましくサービスを行なっていないかどうか。その

辺が一番のチェックポイントになってくると思います。だからその辺に行政も目を光らせ

る必要があると思います。 

 今介護 2の方がこれから介護 3以上になる可能性が十分あるわけですから，これは広域

の課題だと思いますけども。 

 

貴島会長 

 先ほど養護老人ホームとサ高住については現状どおりということでしたけども，その点

についてはいかがでしょうか。 

 

事務局 

 養護老人ホームについて，資料は戻りますが 3ページ，高齢者緊急一時保護事業という

のがございます。昨今虐待事例が増えてきておりまして，介護認定を受けていない方でも

養護老人ホームに一時保護というのをされている市町もございます。養護老人ホームにつ

いては，そういった対応も可能かどうかということで，体制を整えて委託をお願いしてい

こうとは考えております。 

 

貴島会長 

 これは，次回には数字が入ったのが出てくるということでよろしいのでしょうか。 

 

事務局 

 そのとおりです。 

 

貴島会長 

 では住まいの確保につきましては，今の段階ではこれ以上申し上げることができないと

いうことで次にまいりたいと思います。 

 安心・安全の体制づくりということで事務局から説明をお願いします。 

  

Ⅵ 安心・安全の体制作り 
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事務局 

 資料 1「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年度）素案－たたき台(後半)」，

資料 6「災害時要援護者台帳活用の手引き」に基づき説明 

 

貴島会長 

災害時要援護者台帳について説明がありましたが，ご意見ありますでしょうか。救急情報

ネックレスというのは，具体的にはどういったものなのでしょうか。 

 

事務局 

 単にネックレスでございまして，それに 4桁の数字が打ってあります。消防署で資料を保

管しているのですが，その数字を見ると，かかりつけ医とか，緊急連絡先とか，服用してい

る薬などの情報がすぐにわかる形になっております。救急隊員が駆けつけたときにそうい

う情報がありますと，たとえばかかりつけ医がわかるだけでも対応が異なってまいります。 

あくまでも希望されるかただけですけども，そういう方にお配りさせていただいておりま

す。 

 

福田委員 

 ネックレスの形状というのは，消防さんが決められたのですか。 

 

事務局 

 はい，私どもが聞いているのは，消防さんでいろいろ試行錯誤した結果こういった形に。 

ちょっとした力でははずれにくいのですけども，ある程度の力が加わるとはずれるとい

うしくみになっていて，首を絞めるということはないようにということで設計されていま

す。 

 

市川委員 

マグネループのような形で，ゴムで前に番号が付いているというネックレスなのです。民

生委員さんを通して配っていただきました。お年寄りに限らず誰でもそうなのでしょうけ

ど，お風呂に入るときはずすのですよね。普段出かけるときはつけると。 

ずっとつけている人は，ゴムがバカになってくっつかないというような苦情も実際あり

まして，なかなか難しいなと思います。 

でも，あれをつけていることによって鈴鹿市内はもちろんのこと，隣の市町でもし倒れて

救急車で運ばれても，鈴鹿市の電話番号と登録番号が入っているのですぐわかるというシ

ステムではあるようです。 

大事に使っていらっしゃる方からいわれるのは，1年でバカになってどうしたらいいのだ

ろうと。 
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貴島会長 

交換はできないのですか。 

 

市川委員 

できるのですかねえ，どうでしょう。 

 

花井委員 

自治会でその話がでまして，なくしたり落としたりする人がいて，民生委員を通じていろ

いろ言っているのですがなかなかやってくれなかったというのがありまして，それで防災

にも言ったのですが。すぐ壊れますね。 

 

貴島会長 

せっかくいい物を作っても，あとのフォローができないと難しいですね。 

 

西城副会長 

リストバンドにしたほうがいいかなあ。 

 

事務局 

いただいたご意見については，庁内のワーキング会議で出させていただきたいと思いま

す。 

 

貴島会長 

他にございませんか。 

 

下津委員 

私，家族を 6年前に 6年間認知症で介護をしていたのです。 

そのときに困ったことをいいますと，初期段階は家族としてはおかしい。といいますのは，

日々悪くなっていくのです。そのときに私は市に行って，困っているのですどうしたらいい

でしょうか。どこそこの支援センターへ行きなさいと言われて行ったのです。メモはしてく

れるのですが，動き悪くて，あちこちの施設へ行ったのです。 

一番遠いところは松坂まで行きました。というのは，松坂にドクターがいたものですから。 

そのときに鈴鹿の市役所ともっとしっかりと話し合いしたらなんとかなると言われて帰

ってきたのですけどもね。 

そのとき何が困ったか，日々病気が進行していって悪くなって私の手に負えない。 

けれども市とか支援センターは，わかりました登録してくださいと。そういう市民のため
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に医者，介護そういう人たちがグループになってわかりました，じゃあこうしましょうと言

ってくれたら。マップを見せて，今お宅はこんな状態です。これから我々としてはこんな段

階を経てどこかの介護施設に入れるように努力しますから，その間はデイサービスとかい

ろんなものを使いながら対応しますから安心してください，あんまりガチャガチャ動かん

といてよ，任せなさい。そう言ってもらうと，ストレスがものすごく違う。 

そういうふうなことをこの中にも加えてほしいですね。 

家族で一番ストレスがたまるのは初期の段階。 

 

貴島会長 

ありがとうございました。それがまさに認知症ケアのところででましたケアパスそのも

のなのですね。こういうふうな経過をたどりますので，それと併せてその段階に応じたサー

ビス社会資源の整理という形で一枚の表の中に書き込まれているということになるだろう

と思います。 

 

下津委員 

それを初期の段階で 24 時間サポートする，そうすればストレスがたまらないと思います。 

 

事務局 

貴重なご意見ありがとうございます。 

先ほど会長さんがおっしゃっていただいたように，これから認知症ケアパスとか初期集

中支援チーム結成といった形で取り組んでまいりたいと思っております。認知症サポート

養成講座の開催もひとつでございますけども，認知症についてわかっていただく，もっと普

及をしていくということに努めていきたいと思っています。 

実は先日の日曜日，介護支援専門協会の主催で認知症公開講座というのを開催していた

だきました。たくさんの方にお越しいただきまして非常に熱心にお聞きいただいておった

わけです。 

認知症のことに関してなかなかわかりにくい部分もありますので，それをどういう形で

多くの市民の方にわかってもらうかというのをいろいろなことを考えながら，させていた

だかないといけないのかなと思っております。 

先ほどいただきましたご意見が反映できるように，認知症ケアパス，初期集中支援チーム

の結成について取り組んでいきたいと思っておりますので，よろしくお願いします。 

 

貴島会長 

災害時要援護者台帳 活用の手引きが後ろについておりますが，これについてはよろし

いでしょうか。 

最後の編集後記のところで，実際身近であった話でここに書いてあることがいまひとつ
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ピンとこなかったのですけども，どういうことが書いてあるのかなと思って。 

 

事務局 

個人情報というのは極めて大事なもので，特に災害時要援護者台帳に登録されていらっ

しゃる方というのは，災害がおきたときや想定外のことがおこったときにご自身で対応す

るのが難しいからと受け取れるものでございます。 

こういった情報というのは，洩れますと中には悪用という形で考えられる方もいらっし

ゃると思いますので取り扱いについては十分に注意をする必要があります。ただ目的に沿

ったご利用をいただくことについては，積極的なご活用をお願いしますということで，書い

ておるものでございます。 

これは災害時要援護者台帳の情報ではないのですけども，こういった情報というのは一

つ流れますと A業者，B業者，C業者という形でぐるぐる回っていきます。そういったこと

もございますので，取り扱いには十分な注意が必要ですということで，書かせていただいて

おるものでございます。 

 目的に沿って防災訓練に使っていただくとかは，いっこうにかまわないのですけども。 

 

貴島会長 

 ほかにございませんでしょうか。 

では安心・安全の体制づくりはこれでよろしいでしょうか。 

それでは最後に計画の推進にあたってというところをお願いします。 

 

Ⅶ 計画の推進にあたって 

事務局 

 資料 1「鈴鹿市高齢者福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年度）素案－たたき台(後半)」

に基づき説明 

 

貴島会長 

計画の推進にあたってということで，地域ケア推進会議の開催は進捗状況を確認しなが

らやっていくということですけども，この点について何かご質問ございましたでしょうか。 

 これは年に何回ぐらいの開催ですか。 

 

事務局 

年に 1回～2回を考えておるところでございます。 

 

貴島会長 

これは今までの会議の資料の中に入っていたのですかね。 
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事務局 

鈴鹿市全体を対象とした地域ケア会議については前回，それから日常生活支援を対象と

したケア会議という形で，重層的にケア会議をしていく。その中で鈴鹿市として取り組むべ

き課題について鈴鹿市のケア会議でご議論いただく。この計画の進捗状況についての確認

もお願いしたいと思っております。 

 

貴島会長 

いかがでしょうか。こういう考え方でよろしいでしょうか。いわゆるモニタリングをして

いくということですね。 

では特にご意見もないようですので，計画の推進にあたってというところは今後こうい

う方向でこういうふうなことをやっていくということで。 

以上項目にあがっておりました各論の 5 つについては，いろいろご意見をいただいたし

だいです。 

その他というところで，何かありましたらお願いします。 

 

事務局 

今お配りさせていただいておりますのは，前回第 3の会議の議事録でございます。お手数

でございますが御自身の発言内容等確認いただきまして，修正等がございましたら今月中

に事務局まで御連絡をお願いいたします。なお第 2 回の議事録につきましてはホームペー

ジ上に掲載しましたのでご確認いただければと思います。 

 

次に次回の会議についてのご案内でございます。 

次回会議は非常に重要な会議になってまいりますが，今日いただいたご意見もまとめさ

せていただいて，12 月 10 日水曜日午後 1 時 15 分をご提案させていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願い致します。 

 

貴島会長 

よろしいでしょうか。 

その他で，他に何かございませんでしょうか。 

それでは第 4 回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会につきましては，これで終わらせてい

ただきたいと思います。 

事務局から何かございますか。 

 

事務局 

本日はお忙しい中，ありがとうございました。次回 12 月 10 日に予定させていただいて

おりますので，よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 


