
鈴鹿市高齢者施策推進協議会（地域ケア推進会議）会議録 
 

 

 

日時： 平成２８年３月１８日（金）午後１時３０分～午後３時 

場所： 鈴鹿市役所１２階 １２０３会議室 

 

 

出席委員：２０名 

 会長：貴島 日出見       副会長：西城 英郎 

北川 弘二      樋口 径子      玉田 信英      塩川 由華    

福田 智女      市川 陽子       下津 勇     花井 錬太郎 

中澤 直美    菊山 佳昌        佐々木 満    久保田 加寿美 

齋藤 綾子      植村 由紀        岩﨑 清隆      渥美 大輔  

玉田 浩一      伊藤 貴子 

  

欠席委員：１名 

中田 悌夫 

 

事務局：５名 

 保健福祉部 松井部長   長寿社会課 福岡課長   佐藤長寿社会ＧＬ 

谷本地域包括支援ＧＬ   宮﨑副主査 

 

 

会議の概要 

【事務局】 

 本日は 御多忙のところ第１回鈴鹿市高齢者施策推進協議会に御出席をいた

だきありがとうございます。私は，本日の会議の進行をさせていただきます保

健福祉部 長寿社会課 の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 会議に先立ちまして 恐れ入りますがまずお手元の事項書を御覧ください。 

 まず，事項書１番の推進協議会委員の皆様の委嘱でございますが，本来であ

れば，市長から御一人お一人様に対しまして手渡しをするところではございま

すが，年度末の時期でもあり，他の公務と重複のため市長の出席がかないませ

ん。 

そのため大変恐縮ではございますが,委嘱状につきましてはお手元に配布さ

せていただいております。皆様の任期は本年３月１日から平成２９年２月２８

日までとなっております。お世話になりますがよろしくお願いいたします。 

 続きまして，事項書２番 鈴鹿市保健福祉部長の松井一人よりあいさつ申し

上げます。 

 

【事務局】 

皆様，こんにちは。本日は，年度末のお忙しい中，鈴鹿市高齢者施策推進協

議会に御出席いただきまして，誠にありがとうございます。 



先程司会から紹介がございました，保健福祉部長の松井でございます。本日

は初めてお集まりいただいたので，本来であれば市長から御挨拶を申し上げる

べきところでございますが，小学校の卒業式等の公務が重なっておりますので，

誠に申し訳ありませんが，私の方から御挨拶申し上げるということで，御容赦

願いたいと思います。 
 本市におきましては，昨年４月，長寿社会課の中に地域包括ケア推進グルー

プを設置いたしまして，鈴鹿市高齢者福祉計画に則りながら，鈴鹿市の地域包

括ケアシステム構築を進めているところでございます。 
その間，ここに御参加いただいております専門職種の方々をはじめ，多くの

関係者の方々に御協力いただき，鈴鹿市における地域包括ケア元年とも言える

今年度は，様々な事業に着手することができました。 
その中でも，昨年４月より開始しました鈴鹿市地域ケア圏域会議におきまし

ては，多数の専門職種の方に御参加いただき地域課題について毎回活発な御議

論をいただきながら，鈴鹿市の医療，介護，福祉の連携に大きく寄与していた

だいたところでございます。 
本日の会議は，鈴鹿市地域ケア会議の最上位に位置づけられております鈴鹿

市地域ケア推進会議も兼ねており，今年度の計画進捗状況と圏域会議で議論さ

れました地域課題，そして，来年度に向けての取組みについて，事務局の方か

ら提案させていただきます。 
超高齢社会に突入する今，高齢者を支える担い手不足が原因で地域内に様々

な問題が起こっている状況や平成２９年４月からの総合事業移行準備も重なり

まして，地域包括ケアシステム構築については，少しの停滞も許されない状況

でございます。 
このようなことから，平成２８年度におきましても，さらにスピード感を上

げて，多様な施策の展開についてさらに取組んで参る所存です。 
本日，事務局から提案させていただきます内容につきましては，各委員のお

立場で忌憚のない御意見を賜り，より良い政策を立案して参りたいと考えてお

りますので，何卒御協力をよろしくお願いいたします。 
 簡単ではございますが，冒頭の挨拶に変えさせていただきますので，どうぞ

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

本日は，初めての推進会議でございます。つきましては，皆様のお手元にご

ざいます資料１の，鈴鹿市高齢者施策推進協議会委員名簿によりまして，お名

前の記載順にて自己紹介をお願いしたいと存じます。 

なお，名簿中７人目にあたられます，中田悌夫様におかれましては本日欠席

されておりますので，よろしくお願いいたします。 

   

※委員→職員の名簿順で自己紹介（省略） 

 

皆様ありがとうございました。続きまして，事務局より報告がございます，

よろしくお願いします。 

 



【事務局】 

長寿社会課地域包括ケア推進グループリーダーの谷本です。よろしくお願い

いたします。 

まず，お断りをさせていただきます。本推進協議会の会議録を作成するため，

録音をさせていただきたいと存じます。この録音は，会議録作成にのみ使用し，

会議録の作成が済みましたら消去いたします。御了承賜りますようお願いいた

します。 

 

次に，鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例に会議の成立等が定められてお

ります。会議は，委員の１/２以上の出席で成立するといたしております。 

本日は，委員２１名中，２０名の方に御出席いただいておりますので，会議

が成立したことを御報告申し上げます。 

 

続きまして，本日の会議の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

まず，本日の事項書 

資料１ 推進協議会委員名簿 

資料２ 鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例 

資料３ 審議会の公開等に関する指針 

資料４ 平成２７年度鈴鹿市高齢者福祉計画進捗状況報告 

資料５ 平成２７年度鈴鹿市地域ケア会議からの地域課題報告 

資料６ 平成２８年度鈴鹿市地域ケア会議のデザイン変更案 

以上でございますが，お手元にありますでしょうか。お手元にない資料がご

ざいましたら，挙手をよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

それでは，引き続き事項書に基づき会議を進めさせていただきます。 

事項書３ 会長・副会長の選任でございますが，いかが取り計らいましょう

か。 

 

【委員（鈴鹿市社会福祉協議会）】 

事務局一任でお願いします。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。事務局の案とのお声をいただきましたので，事務局

案を申し上げます。 

本会議は，鈴鹿市高齢者福祉計画に基づき設置し，開催されておりますので，

平成２７年度から平成２９年度の３年間を期間として平成２６年度に鈴鹿市高

齢者福祉計画の策定委員会にて会長を務めていただきました，貴島日出見様に

会長を，また同委員会で副会長を務めていただきました，鈴鹿市医師会を代表

して御出席いただいております西城英郎様に副会長をお願いできればと考えて

おりますがいかがでございましょうか。 

 

 



【各委員】 

異議なし。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。それでは，貴島様，西城様よろしくお願いいたしま

す。恐れ入りますが御席の移動をお願いいたします。 

（移動後）ありがとうございます。 

 

続きまして，事項書４ 議事に入りたいと存じます。 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例に会長が議長となるとなっております

ので，ここからは貴島会長様，よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 それでは皆様，あらためまして，議長に選任されました貴島です。事項書に

沿って進めて参りたいと思います。この施策推進協議会は，地域包括ケアの推

進にあたりまして，個別地域ケア会議と鈴鹿市地域ケア圏域会議の上にありま

す地域ケア推進会議ということで，ＰＤＣＡサイクルでいうと，Ｃのチェック

のところにあたるという風に思っていますので，どうぞ御忌憚のない様によろ

しくお願いします。では座って進行させていただきます。 

 

【会長】 

それでは，会議を始めます。まず，鈴鹿市高齢者施策推進協議会運営につい

て，事務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

それでは，資料２鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例を御覧ください。 

鈴鹿市高齢者施策推進協議会ということでさせていただいております。この

条例に基づきまして，推進協議会の運営をお願いしたいと存じますので，よろ

しくお願いいたします。 

 

【会長】 

次の説明をよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

続きまして，事務局より報告させていただきます。 

資料３ 審議会等の会議の公開に関する指針を御覧ください。 

鈴鹿市では，平成１３年に情報公開条例を定め，その中で会議は原則公開す

ることが定められております。 

そこで，本策定委員会におきましても３ページにございますように傍聴要領

を定めているところです。 

従いまして会議は原則公開とし，傍聴席につきましては毎回５人分を設営す

ることといたします。     ※当日は傍聴人なし 

 



【会長】 

 今，資料２ 鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の資料の中で，情報公開

条例の話がありましたが，委員の皆様から何か御質問がありますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。では，議事（１）の説明があまりなかったので戻りま

すが，事項書の４議事（１）鈴鹿市高齢者施策推進協議会運営について【資料

２ 鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例】，これについては特に皆様御意見ご

ざいませんでしょうか。よろしいでしょうか。では，異議なしということで，

協議会運営については，承認いただいたということでお願いします。 

  それから，議事（２）会議の公開について【資料３ 審議会の公開等に関す

る指針】を，先程事務局から説明いただきましたが，委員の皆様，御意見ござ

いませんでしょうか。よろしいでしょうか，ありがとうございます，では承認

いただいたということでお願いします。それでは事項書の議事（３）平成２７

年度鈴鹿市高齢者福祉計画進捗状況報告について【資料４ 平成２７年度鈴鹿

市高齢者福祉計画進捗状況報告】について，事務局から報告をお願いします。 

 

【事務局】 

では，資料４の方を御覧いただきたいと思います。ここから座らせていただ

きます。鈴鹿市高齢者福祉計画に則りまして，今年度鈴鹿市長寿社会課の方で

実施しました事業について報告させていただきます。まず，３ページを御覧く

ださい。地域包括ケア体制の確立という文言でございます。「１ 地域ケア会議

の活用による連携強化」ということで，表の事業名「個別地域ケア会議」の進

捗状況といたしまして，地域包括支援センターを中心に随時開催をされました。 

続きまして，「地域ケア圏域会議」ですが，これについては平成２７年度から

新規ということでした。４月より鈴鹿市にて月１回，計１２回開催をいたしま

した。 

続きまして，「地域ケア推進会議」ですが，これについては，本日開催をさせ

ていただいておりますので，よろしくお願いいたします。 

続きまして，４ページに移ります。「２ 地域包括支援センターの機能強化」

というところですが，表の事業名「地域包括支援センターの機能強化，（体制強

化）」については，継続ということでございますが，平成２８年度後半に実施を

する予定ということになっております。 

次に，「制度や事業，施設等についての広報・啓発」という事業ですが，これ

については，本年度も継続して実施いたしました。 

 次に，５ページ「３ 社会資源を活用した支援体制づくり」でございます。

表の「地域づくり支援事業 市民参加推進事業」ですが，進捗状況は平成３０

年度実施に向けて準備中ということになっております。 

次に，「民生委員児童委員の活動費補助」，「地区社会福祉協議会活動の活性化」，

「地域福祉意識の啓発」，「学校教育，社会教育における福祉教育」，「ふれあい

福祉総合相談」については，全て平成２７年度に継続して実施いたしました。 

続きまして，６ページ「Ⅱ 生活支援・介護予防の推進」「１ 高齢者の社会

参加を目指した支援体制づくり」でございます。 

表の「老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成」「シルバー人材センター

運営支援事業」「地域づくり支援事業市民参加推進事業」「ボランティアセンタ



ー（ボランティア養成講座の開催やグループ活動の助成等）」については，平成

２７年度に継続して実施いたしました。 

「生活支援にかかる協議体の設置」，これは平成２７年度新規ということにな

っておりますが，平成２８年度に協議会の設置を研究する研究会を設置する方

向で現在進めております。 

「生活支援コーディネーターの配置」，これも平成２７年度新規ということに

なっておりますが，平成２８年度に研究会を設置いたします。 

 続きまして，７ページ「２ 介護予防事業の充実」です。 

 表の「介護予防把握事業（一般介護予防事業）」「介護予防普及啓発事業（一

般介護予防事業）」「地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業，スクエア

ステップリーダーの育成・活動支援等）」については，平成２７年度に継続して

実施いたしました。 

「地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）」「介護予防手帳」 

については，平成２９年４月実施に向けて準備中でございます。 

「高齢者教室（公民館にて実施）」「高齢者スポーツの振興」「高齢者に対する

保健事業の推進」については，平成２７年度に継続して実施いたしました。 

 続きまして，９ページ「３ 生活支援サービスの充実」です。 

 表の「訪問型サービスの提供（介護予防・生活支援サービス事業）」「通所型

サービスの提供（介護予防・生活支援サービス事業）」「その他の生活支援サー

ビスの提供（介護予防・生活支援サービス事業）」については，平成２９年４月

のサービス開始に向けて準備中でございます。 

「介護予防ケアマネジメント（介護予防・生活支援サービス事業）」について

は，平成２７年度に継続して実施いたしました。 

 続きまして，１０ページ「４ 高齢者福祉施策の充実」です。 

 表の「紙おむつ等支給事業」については，今年度に制度的改正し，タイプ別

からカタログ別の支給に移行いたしました。 

 「ふとん丸洗い事業」「訪問理美容サービス事業」「日常生活用具給付事業」「徘

徊探索支援サービス」「緊急通報システム事業」「高齢者配食サービス」につい

ては，平成２７年度に継続して実施いたしました。 

 続きまして，１１ページ「Ⅲ 認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援

の充実」「１ 認知症ケアパスの活用」です。 

 表の「認知症ケアパス」については，平成２７年４月に完成し，配布をさせ

ていただきました。また，ホームページにも掲載させていただいております。 

 「２ 認知症の早期発見・初期支援」です。 

 表の「認知症初期集中支援チーム」については，平成３０年度中に設置予定

でしたが，前倒しして平成２８年度に鈴鹿市社会福祉協議会に１チーム設置い

たします。 

 続きまして，１２ページ「３ 地域で認知症高齢者を支えるための体制づく

り」です。 

 表の「認知症サポーター養成講座」について，継続して実施し，平成２８年

２月現在で７７回実施し，２，５９２人が受講されました。 

「認知症地域支援推進員」については，平成３０年度に設置となっておりま

すが，平成２９年度に各地区包括支援センターに１名ずつの配置を検討してお



ります。 

「徘徊探索支援サービス」「徘徊高齢者等のための安心ネットワーク」につい

ては，平成２７年度に継続して実施いたしました。 

「認知症カフェ（仮称）」については，平成２８年度からの計画になっており

ますが，現在民間で何か所か開催しておりますので，そのカフェへの支援を検

討中でございます。 

 続きまして，１３ページ「４ 尊厳を守るための施策の充実」です。 

 表の「高齢者緊急一時保護事業」について，平成２７年度に継続して実施い

たしまして，平成２８年２月現在で９名の方を保護させていただきました。 

「後見サポートセンター『みらい』の運営」について，平成２７年度に継続

して実施いたしました。 

「鈴鹿地域権利擁護センター」について，平成２７年度に継続して実施いた

しまして，平成２８年２月現在で１２６名の方の利用がありました。 

「地区社会福祉協議会活動の活性化」について，平成２７年度に継続して実

施いたしました。 

 続きまして，１４ページ「Ⅳ 医療と介護の連携 １ 在宅療養生活への支

援」です。 

 表の「地域の医療・介護サービス資源の把握」について，医師会様の協力で

リストアップを終え，名簿を作成していただきました。現在マッピングを検討

中でございます。 

 「在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議」について，医師会様中心

の会議で３回実施いたしました。 

 「医療・介護関係者の情報共有の支援」について，平成２８年度に検討開始

予定となっております。 

 「在宅医療・介護連携に関する相談支援推進」についても，平成２８年度に

検討開始予定となっております。 

 「医療・介護関係者の研修」について，平成２７年度に継続して実施いたし

まして，医師会様中心の会議で３回実施をいたしました。 

 「切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築」１５ページ「在宅医療・

介護連携に関する関係市町の連携」について，平成２８年度に検討開始予定と

なっております。 

 続きまして，１６ページ「２ 住民意識の向上・広報・啓発」です。 

 表の「地域住民への普及啓発」について，今年度に医療・介護連携のパンフ

レットを配布させていただきました。 

 続きまして，１７ページ「Ⅴ 住まいの確保 １ 老人福祉施設の基盤整備」

です。 

 表の「介護老人福祉施設整備事業」について，只今業者を選定中でございま

す。なお，一番下の表中「特定施設入所者生活介護（人）」については，平成２

８年度に５０床選定を終了いたしました。 

 １８ページ「２ 高齢者向け居住系サービスの基盤整備」です。 

 サービス付高齢者向け住宅の平成２６年９月１日現在の立地数（戸数）は，

１１施設（３２７戸）で，有料老人ホームは１１施設（２２３戸）ございます。 

 「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」について，平成２７・ 



２８年度の整備目標はゼロでしたが，平成２９年度は２ユニット（１８人）を

目標にしております。 

 １９ページに移りまして，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護（箇所）」に

ついて，平成２７年度の整備目標はゼロでしたが，平成２８年度は４か所を目

標にしております。 

 「認知症対応型通所介護」について，平成２７～２９年度の整備目標はゼロ

です。 

 「小規模多機能型居宅介護（箇所）」について，平成２７年度の整備目標はゼ

ロでしたが，平成２８年度は２か所を目標にしております。 

 「看護小規模多機能型居宅介護（箇所）」について，平成２７・２８年度の整

備目標はゼロでしたが，平成２９年度は１か所を目標にしております。 

 続きまして，２０ページ「３ 居住環境の整備」です。 

 表の「ユニバーサルデザインまちづくり推進事業」「市営住宅への高齢者等の

優先入居」「あんしん賃貸住宅支援事業」について，平成２７年度に継続して実

施いたしました。 

 続きまして，２１ページ「Ⅵ 安心・安全の体制づくり １ 防災対策の推

進」です。 

 表の「災害時要援護者台帳」について，今年度に継続して実施いたしました

が，１，０００名の増加がありました。 

「救急情報ネックレス」についても，今年度に継続して実施いたしました。 

 「２ 防犯・交通安全・消費者保護」で，表の「鈴鹿亀山消費生活センター」 

「交通安全・防犯意識の高揚」について，今年度に継続して実施いたしまし

た。 

 続きまして，２２ページ「Ⅶ 計画の推進にあたって １ 計画推進のため

の連携」です。 

表の「地域ケア推進会議」について，今年度から新規ということで，１回実

施させていただきました。以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。今，平成２７年度鈴鹿市高齢者福祉計画進捗状況

報告について御説明していただきましたが，何か御質問のある方がいらっしゃ

いましたら，どうぞよろしくお願いいたします。 

【委員（鈴鹿歯科医師会）】 

 ちょっと教えていただきたいのですが，１４ページの表の「地域の医療・介

護サービス資源の把握」における進捗状況で，医師会の協力でリストアップを

終え，名簿を作成してもらったとありますが，歯科医師会の方でも会員リスト

があります。歯科医師会の方では口腔ケアステーションが一括して業務を行っ

ておりますので，行政がそのリストを必要であれば，そちらに依頼していただ

きたいのですが，よろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

よろしくお願いします。 

 



【会長】 

 マッピングを検討中ということですが，今出ました口腔ケアステーション所

持のリストもマッピングの中に入ってくるということでよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

 はい，そういう情報も含めてマッピングを進めさせていただきますので，よ

ろしくお願いします。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。他にありますでしょうか。 

 

【委員（鈴鹿亀山薬剤師会）】 

 すみません，今歯科医師会のお話の追加ですが，４月に調剤報酬改定がござ

いましたので，薬剤師会の方でも訪問ができる薬局のリストを新たに作成する

計画中です。リストができましたら提出させていただいたらよろしいでしょう

か。 

 

【事務局】 

 是非お願いいたします。 

 

【委員（鈴鹿亀山薬剤師会）】 

 マッピングについては，どのくらいの頻度で更新されていかれる御予定です

か。三重県でもマッピングをするお話を聞いたことがあって，更新をしていく

のが大変だと言われていたので，鈴鹿市ではどのようにお考えですか。 

 

【事務局】 

 即時更新は無理だと思います。市役所の中で使っている地理情報システムを

利用してマッピングを検討しておりまして，それを管理する市政情報課が更新

するタイミングに合わせてということになりますので，今明確には言えません。 

 

【委員（鈴鹿亀山薬剤師会）】 

 そんなに長い間ではないということですか。 

 

【事務局】 

１年に１回ということはないと思います。 

 

【委員（鈴鹿亀山薬剤師会）】 

ありがとうございました。 

 

【委員（鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会）】 

デイサービス協議会といたしましても，加入している鈴鹿市の団体が４５団

体ありまして，鈴鹿市では全部で８１～８２事業所を把握しています。 

  そういう中で，鈴鹿市内の全デイサービス事業所のマッピングは可能ですか。 



 

【事務局】 

方法としては可能です。 

 

【委員（鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会）】 

かなりの団体数がありますし，最近ではサービス付高齢者住宅というのも毎

年棟数的には建ってきておりまして，デイサービスは必ず付いておりますので，

通っている高齢者の数というとかなりの数になりますが，どのようにお考えで

しょうか。 

 

【事務局】 

 全体を通してのお話ですが，医師会の在宅登録医の先生から入力を始めるの

ですが，全ての介護福祉関係の施設を入力することは必須かと思われますので，

その辺につきましては４月から事務局が鈴鹿市に移行されます在宅ケア推進会

議で，皆様を交えて御意見を聞きながら進めたいと思いますので，よろしくお

願いします。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。他にございますでしょうか。 

 では，私から１点，１１ページのところで「認知症ケアパス」のことが出ま

したけれども，ホームページに掲載してあるということで私も覗いてみました。

その中で，一覧表になっているのがケアパスといわれるものだと理解している

のですが，非常に文字が小さく，あれを見て理解をしてもらうのはなかなか難

しいのではと思います。あれをもう少し易しくイラスト風にするとか，そんな

手立てはないでしょうか。 

 

【事務局】 

 御意見をいただきながら，随時改訂をしていきたいと思います。 

 

【会長】 

他にございますか。 

 

【委員（鈴鹿亀山薬剤師会）】 

  １９ページなのですが，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護（箇所）」の来

年度の整備目標で，各地域に１か所ずつという御計画ですが，実際２４時間定

期巡回されるとなると，かなりのマンパワーと費用的なものがかかってくると

思うのですが，これに対して市の助成等はあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

  恐れ入ります。国１００パーセントという補助金になりますが，一応そうい

うものもございます。説明会に出席させていただいたのですが，広域連合が中

心になって事業者の選定をしている事業でして，助成につきましては基礎自治

体がありますので，説明を申し上げたいと思います。１施設３，４００万円，



定員１人当たり６０万円それぞれの補助金がついたと思いますが，伊藤委員に

状況の詳細を説明してもらってもよろしいでしょうか。 

 

【委員（鈴鹿亀山地区広域連合）】 

  平成２８年の地域密着型の整備目標ということでしたが，「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護（箇所）」の選定会自体は終わっており，４か所の募集に対し，

鈴鹿市では応募者がゼロで選定はされなかったという結果になっております。 

 

【会長】 

  よろしいでしょうか。平成２８年度における定期巡回・随時対応型訪問介護

看護については，手挙げがなかったということですね。他にありますか。 

 

【委員（鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会）】 

  １２ページの「認知症カフェ」ですが，この進捗状況として「現在民間で開

催しているカフェの支援を検討中」ということで，鈴鹿市さんの方では，どれ

くらいのカフェの開催を把握していますか。 

 

【事務局】 

  現在，民間でのカフェの５か所です。 

 

【委員（鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会）】 

  うちの施設でも開催しているのですが，鈴鹿市はどういった形で，例えば，

資金や情報の提供などの支援を検討されているのでしょうか。 

  やはり，私達もカフェをする時に，独自でパンフレットを作って自治会や老

人会に配布をしているものの，周知がなかなか難しいので，実際に行っている

機関から意見を聞き取ったり，会議を開催していただけると，実際に応じた鈴

鹿市独自の良いカフェが展開していけると考えているのですが，どうでしょう

か。 

 

【委員（三重県地域密着型サービス協議会）】 

  認知症カフェの話がでましたので，ちょっと御報告なのですが，地域密着型

サービス協議会が，今年度から愛知・岐阜・三重の協議会全体が集まって，個々

の事業所が認知症カフェの開催をやっていく計画をしております。これは全部

市の補助を当てにしている事業ではなく，我々が中心となって発信していくス

タンスで考えております。これも，何かの形で結び付けていくことが可能であ

ればありがたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。まずは実施している主催者の方に御意見を伺いなが

ら支援の方法を考えていきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

【会長】 

  先程５か所と言われましたが，それは鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会



の方が言われたカフェも含めてということになりますか。 

 

【事務局】 

  はい，鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会長が行っているカフェは入って

おります。 

 

【会長】 

地域密着型サービス協議会の方は，これから開催ということでよかったでし

ょうか。 

 

【委員（三重県地域密着型サービス協議会）】 

  はい，これからです。 

 

【会長】 

他にございませんでしょうか。 

 

【会長】 

  ５ページの表で，「地域づくり支援事業市民参加推進事業」の実施時期が継続

で，進捗状況が「平成３０年度実施に向けて準備中」とあるのと，６ページの

表で，「生活支援にかかる協議体の設置」「生活支援コーディネーターの配置」

の実施時期が新規（平２７～）で進捗状況が「平成２８年度に研究会設置」と

ありますが，６ページの書き方は理解しやすいのですが，５ページは理解しか

ねるので，説明をお願いします。 

 

【事務局】 

  これにつきましては，事業としては継続しているのですが，総合事業を平成

２９年度から始め，平成３０年度に完全実施を目指します。その際に新たな推

進事業が何かできないかと検討していくという意味になります。 

 

【会長】 

  ４ページの表でも，「地域包括支援センターの機能強化（体制強化）の実施時

期が継続で，進捗状況が「平成２８年度後半実施の見込み」とありますが，こ

れも言葉としては理解しにくさがあると思います。 

  他に，皆さんよろしいでしょうか。では，御承認いただいたということで，

ありがとうございました。 

では，議事（４）平成２７年度鈴鹿市地域ケア会議からの地域課題報告につ

いてということで，事務局の方から御説明をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは，資料５平成２７年度鈴鹿市地域ケア会議からの地域課題報告を御

覧ください。 

 「２７年度：鈴鹿市地域課題のマトリックス」ということで，１１回圏域会

議を開催いたしまして，最終的な成果として，このようなものを作らせていた



だきました。 

 「圏域会議課題Ｈ27」という表ですが，１１回会議を行いまして，各発言者

の発言をもとに，地域課題としてどのようなものが挙げられるかということを

分類いたしました。計１５９件の細かい課題が挙がっておりまして，このキー

ワードをもとに分類したものが「鈴鹿市地域ケア圏域会議地域課題分類表１」

というものです。２４時間体制，アルコール等並んでおりますが，やはり高齢

者の居場所づくりやケアマネジメントの適正化，見守り体制等が多くありまし

た。深刻な問題としては，高齢者運転，徘徊，援助拒否等，色々あがっており

ます。 

 次のページの分類表２ですが，先程の分類表１を大きく分類し直したものに

なります。他職種（職種連携），研修（スキルアップ），支援（介護者等），サー

ビス，啓発，予防，社会問題，まちづくり，財産管理，見守りというように分

類した結果となります。 

 次のページの分類表３ですが，国から示されております新しい包括的支援事

業が４つございまして，「医療介護連携」「認知症施策」「介護予防・生活支援」

「地域ケア会議」があるのですが，そのうちの地域ケア会議以外の３つを，介

護予防と生活支援に分類して，件数をまとめました。 

 医療介護については，テーマが多岐にわたっておりますので，９４件という

数字になっております。 

 次のページの分類表１～３のグラフですが，特に顕著だったのが，やはり認

知症に関連した問題が発生しているということが，１１回の地域ケア会議の中

で言えるのではないかと思います。 

 マトリックスに戻りますが，各回の会議での検討ケース，テーマ，課題につ

いて，「生命に関わる危険性が高いものから低いもの」「実現に時間がかかるも

のからかからないもの」，色は「重要度が高い，普通，低いもの」に分けており

ます。最後の圏域会議にて参加者の方と議論いたしまして，このような形で地

域課題として挙げられることになりました。 

 特に，生命に関わる危険性が高い分野で，「認知症高齢者の一人歩きの見守り

体制」「認知症高齢者の早期発見とサービスへの連携」「社会から孤立している

高齢者の早期発見とサービスへの連携」という部分がでてきております。 

 このうちの，危険性が高く，実現に時間がかからないものについては，早急

に行政としても施策化し，実施をしていくべきものであると判断をしておりま

す。この中で，「認知症高齢者の早期発見とサービスへの連携」という部分につ

きましては，来年度に認知症初期集中支援チームの方で対応していきたいと考

えております。また，「社会から孤立している高齢者の早期発見とサービスへの

連携」や「認知症高齢者の見守り体制」につきましては，ライフライン，例え

ば学校を訪問している業者の方や，近隣の商業の方，警察，事業所の方々と連

携しながら，見守りの体制を築いていきたいと思います。以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。今，資料５についての説明でしたが，１１回の会

議の中で出てきた項目をまとめたものが，このマトリックスということでした。 

 一番最後の「圏域会議課題Ｈ２７」は大変見難いですが，これらを含めて何



か御質問ございましたらお願いいたします。 

 この表を見ておりますと，ケアマネジメントについての問題が結構目立つよ

うに思うのですが，マトリックスの中では「生命に関わる危険性が低い」「実現

に時間がかかる」という範疇に入っています。実際のケアプラン等を私が見て

いるわけではないので，そのあたりの話をしていただければありがたいです。 

 

【事務局】 

 会議の中で特にありましたのが，介護保険法の目的は本人の自立支援ですが，

現場に行くとなかなかそうもいかず，要介護度を上げることが正しいという意

識が介護を受ける方や御家族の中にあり，介護保険法の目的に適った介護認定

を受けたり，ケアプランを立てることができないということが意見としてあり

ました。その辺については岩崎さんから御意見をいただければと思います。 

 

【会長】 

 よろしくお願いします。 

 

【委員（鈴鹿亀山地区介護支援専門員連絡協議会）】 

 私は圏域会議に出席させていただいたのですが，ケアマネジメントというの

は多岐に渡っております。介護保険の理念は介護予防ですが，最初から依存に

走っているのではと思うのです。例えば介護保険を卒業し，介護保険を使えな

くなると，地域でどのように過ごそうか途方にくれる方がみえました。平成１

８年度に医療保険でのリハビリが６か月と区切られた時は，リハビリ難民が出

ました。そういった方に対しての総合事業であったり，何かがないと駄目だと

思います。社会の仕組み的な部分でケアマネジメントの問題があると思います

がいかがでしょうか。 

 

【会長】 

 まさに介護保険を卒業した方々の地域での居場所を作っていくのが，地域包

括ケアシステムの一つの目標ではないかと思いますが，そこにはタイムラグが

あって，専門職の方の中でも意識のずれがあるのかなと感じております。 

 他に，皆様の御意見，御感想はいかがでしょうか。 

 

【副会長】 

 マトリックスの課題を誰が中心になって，いかにクリア，ケアしていくかの

具体例を考えていくべきで，こういう課題を挙げていただくのも結構ですが，

一つ一つ実現に向けて行動いただきたいと思います。 

圏域会議で色々問題になっているのが，認知症高齢者の金銭・財産管理の問

題や，実現に時間がかからない独り住まいの方や認知症に対する早期発見の対

応といったものですが，具体的にどういう風に誰がしていくかを早急に考える

必要があるのではないでしょうか。認知症高齢者の見守り体制，介護者支援も

そうです。高齢者の運転は，当院を受診されている方が色々問題を起こしてお

ります。認知が少しあって８０歳程度の方が車で通院されるので，やめてほし

いと言っているのですが，そういう方に対して通院介助をするといった支援が



必要かと思います。これから２０２５年の超高齢者社会では，独り暮らしの高

齢者や認知症者を診療所で待っているのではなく，訪問在宅診療，訪問看護，

訪問介護，薬剤部の指導等，色々な訪問事業をやっていく必要があるのではな

いかという感じています。 

 色々課題がありますが，一つ一つクリアしていかねばなりません。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 

【委員（鈴鹿亀山薬剤師会）】 

 圏域会議を１２回傍聴させていただきましたが，圏域会議自体が今年度はお

試しと聞いていたので，あのような会議方法だと思うのですが，会議のための

会議をやっているという感じでしたので，実際に問題点に対してどの職種にど

ういうことをという提言を求めるのであれば，それなりにセレクトしてきちん

と提議して会議しないと成り立たないのではないかという感想を得ました。 

 また，西城先生もおっしゃっていたように，会議をした後に，実際に問題点

をどう解決したかという話がないとやはり前に進んでいかないと思うので，専

門職等に提議をしていただきたいと感じています。 

 実際に，今ケアマネージャーさんのマネージメントの話や，昨日の会議の時

に，ヘルパーさんのマンパワーが非常に足りないという話が出ていましたが，

それに関して私事で申し訳ないのですが，先日在宅の現場から御相談いただい

たのは，ヘルパーさんが週１回１時間かけて薬の整理をしているということで， 

もしそれを薬剤師さんが１５分～２０分でできるのであれば，薬剤師さんにま

かせてその１時間をヘルパーさんが別の本来の仕事をすることで有効活用がで

きるのではないかと思います。 

 あるいは，訪問看護にしても，例えばヘルパーさんを入れた方が値段が安い

し，同じようなことをしてもらうのであればヘルパーを希望される方がみえま

すが，同じようなことをしていても，介護士にされるのと看護師にされるので

は結果が違ってくると思います。 

 今，サービスを１回入れるとずっと継続していくということになっているの

で，例えば初めに訪問看護師を入れて，状態が良い方に向かったら，ヘルパー

に変えるなどといったコーディネートができるようにならないと，いくらマン

パワーや良い人材がいても，無駄に終わってしまうので，そういうところをう

まくやっていくように考えていかないと良くならないのかという感じを受けま

した。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。事務局から何かございますか。 

 

【事務局】 

 先程，西城副会長と中澤委員の方からいただきました話につきましては，次

の議事でお話をいただきたいと思います。 

 



【会長】 

 これまで１１回開催されました圏域会議から，どういう課題が浮き彫りにな

ったかということにつきましては，資料５に書いており，色々御意見もありま

したが，今回提出された資料について御承認いただけますでしょうか。 

（異議なし） 

 

【会長】 

 議事（５）平成２８年度鈴鹿市地域ケア会議デザイン変更について，事務局

の方から御説明をお願いします。 

 

【事務局】 

資料６平成２８年度鈴鹿市地域ケア会議デザイン変更案を御覧ください。 

 地域ケア会議につきましては，現在，個別ケア会議，鈴鹿市地域ケア圏域会

議，鈴鹿市地域ケア推進会議という３層構造の計画になっております。 

 現在，個別ケア会議につきましては，随時地域包括支援センターの方で行っ

ております。先程御指摘のございました圏域会議について，お試しということ

で今年度は鈴鹿市が中心になって行っておりました。その中で，さまざまな課

題もあがってきておりまして，まず他職種連携という部分を重視しましたので，

鈴鹿市における医療・介護・福祉の専門職種の方の顔見せをしていただいて，

どんな方が，どんな職種かを知ってもらいながら，繋がりを持っていただくこ

とが目的で，鈴鹿市地域ケア圏域会議を始めました。 

 そうした中で，先程御指摘がありましたとおり，参加されている方の全く専

門外のケースも多々あって，参加するのが苦しかったという御意見もいただい

ており，そういったことが課題の１つだったと思います。 

 もう１つは，地域の中で住民の方と近いところにみえ，第一線で活躍されて

いる民生委員，児童委員の方にも会議に参加いただいて御意見をいただきたい

という声もございました。そのような中で，地域ケア圏域会議につきましては，

当初から予定していたとおりですが，より地域に近づけた範囲の中で，地域の

課題を検討する会議ということで，各地域包括支援センターで主催して実施を

していくことになります。これについて，当然全地域で一斉にということは難

しいものですから，まずできるところから順次会議を開催していくことになり

ます。テーマに沿った専門職種の方や民生委員，児童委員の方に参加いただい

て，地域課題について検討，解決をしていくというようなスタイルの圏域会議

にしていきたいと思っています。 

 副会長の方からございましたとおり，課題は多く挙がっているのになかなか

実際の施策に結び付けることができていなかったり，専門職種の方の貴重な意

見をその中に入れることができていなかったりといった現状でございますので，

鈴鹿市全域の地域課題を検討する専門職種の方の会議を設置いたしまして，そ

れぞれ専門部会を持ちまして，そこにそれぞれ参加いただいて，自分の専門分

野について検討，議論していただくようなスタイルの会議に変更していきたい

と思っています。 

その会議で，具体的な解決のアイデアや工程等もお聞きしながら政策に反映

し，地域包括ケア構築をしていきたいと考えております。 



現在，医師会を中心に設置されております鈴鹿市地域包括在宅医療ケア運営

会議というものが４月から鈴鹿市に事務局が移管いたしますので，これを機に

会議の仕組みも大幅に変更しまして，医療介護，福祉連携の問題について，こ

こで話をしていきたいと思っています。 

地域課題検討会議を中心にして，鈴鹿市地域包括在宅医療ケア運営会議，認

知症施策部会，介護予防部会，生活支援サービス部会の４つの部会を設置しま

すが，認知症施策部会につきましては，４月から認知症初期集中支援チームが

できますので，このチームを中心に，認知症の家族の会の方やグループホーム

の方等にお集まりいただいて，鈴鹿市の認知症施策を検討していきたいと考え

ております。 

また，介護予防部会，生活支援サービス部会につきましては，それぞれ総合

事業に移行して整備しなければならないので，システムの整備をしていただく

ような会議として機能していければと考えておりますので，よろしくお願いし

ます。以上でございます。 

 

【会長】 

今御説明いただきましたが，地域ケア推進会議の下の圏域会議のレベルのと

ころに４つの部会を設けるという理解でよろしかったでしょうか。 

 

【事務局】 

 いえ，地域ケア推進会議と圏域会議の間に４つの部会を設けるということで

す。 

 

【会長】 

 分かりました。皆様の方から御質問，御意見ございましたらお願いします。 

 先程，個別ケア会議への反映の部分が弱いのではないか，課題に対する具体

的な解決策への導き方が見えないのではないかとありましたが，個別ケア会議

と圏域会議，地域ケア推進会議の繋がり等，面的な広がりは分かりますが，会

議がそれぞれどういう風に繋がるのかが見えない気がします。 

 

【事務局】 

 今回，圏域会議を開催して，これだけの課題がございますので，まずその解

決をしなければならないと思っています。その解決手立てがついた部分につい

て，地域包括支援センターを通して圏域会議に結果を下ろしていくという形を

考えております。 

 定期的ではなく個別に随時行われていく個別ケア会議については，ケアマネ

の方や地域包括支援センターの方から，反映されてくると思います。結果につ

いては地域包括支援センターから展開していく形にしたいと思います。 

 

【会長】 

 先程，圏域会議又は個別ケア会議に出席されている方もみえると言われまし

たが，ぜひそういう方に御意見を出していただければと思うのですが，いかが

でしょうか。 



 

【委員（鈴鹿亀山地区介護支援専門員連絡協議会）】 

 矢印がたくさんあるイメージ図ですが，集まる会議や部会の日にちがバラバ

ラで，その都度集まっては会議をするという感じでしょうか。 

 

【事務局】 

 地域課題検討会議については，定例で年３回を開催予定しております。圏域

会議については，それぞれの地域で開催されるということもありまして，鈴鹿

市の中で一斉にこの日にやるということではないので，随時行われる個別ケア

会議から挙がってくる地域課題について検討していくのですが，まずは今年度

挙がってきた地域課題について協議していきたいと考えております。 

 

【副会長】 

 地域課題検討会議の事務局は鈴鹿市ということですね。 

 

【事務局】 

 こちらです。 

 

【副会長】 

 圏域会議，個別ケア会議で挙がってきた検討課題を，年３回会議を開いて協

議し，方向性を結論づけていくということですね。 

 その検討課題が，認知症が主であれば，検討会議に認知症施策部会の方が出

席するという感じですか。あるいは，認知症の問題を認知症部会である程度検

討してから，その結果を地域課題検討会議へ投げるという感じですか。 

 

【事務局】 

 後で言われた方です。それぞれの部会が個別に検討していただきまして，地

域課題検討会議の中で報告していくという形にしたいと思っています。 

 

【副会長】 

 その地域課題検討会議の結果をどういう風にして皆さんに周知しますか。 

 

【事務局】 

 結果については，地域ケア推進会議の中で御報告させていただきますし，各

圏域会議でも報告させていただきます。 

 

【副会長】 

 地域課題検討会議の中で，個々の問題を解決した方がよいのではないでしょ

うか。課題は認知症だけではないので，鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム

運営会議（部会にあたる），認知症施策部会，生活支援サービス部会，介護予防

部会の４つの専門部会の代表者が集まって検討した方がよいと思います。 

 

【事務局】 



 ４つの部会の代表の方が，地域課題検討会議に入る予定です。 

 

【副会長】 

 専門部会の後，もう１回地域課題検討会議で検討するということですね。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【会長】 

 今，個別ケア会議，圏域会議，地域ケア推進会議の３つがあるわけですが，

これをより具体的にどんな活動をしていくかについては，右側の方がより分か

りやすくなったと感じます。 

 地域ケア推進会議，地域課題検討会議，圏域会議・個別ケア会議との関係性

や，事務局課題整理作業部会と圏域会議・個別ケア会議との関係性をもう少し

説明をしてほしいです。 

 

【事務局】 

 まず，各圏域会議の下に個別ケア会議とケアマネ支援会議があるのですが，

こちらでケースを具体的に検討していただく形を考えております。その会議で

解決できない問題を課題という形に変えて，圏域会議の中で検討していくとい

う形を考えております。 

 ある一定のテーマのもとに，専門職種の方が集まっていただくことになりま

すので，全員が参加していただくわけではなく，そのテーマに沿った方が出席

いただくことになります。 

この課題の中で，鈴鹿市全般にわたる解決できない大きな問題もあるわけで，

例えば高齢者の車の運転等はまさにそういうものにあたりますが，それを地域

課題検討会議に提出する時に，まず事務局の方でカテゴリに分け，それぞれの

テーマをつけてから地域課題検討会議に提案することを考えております。 

そこから各部会の方に検討を依頼するという流れで，逆に各部会で解決した

ものについては地域課題検討会議で受けて，圏域会議の方に周知していく流れ

を考えております。 

 

【委員（三重県地域密着型サービス協議会）】 

 ちょっと伺いたいのですが，一番最初に個別ケア会議から始まりますが，現

場で解決できない難題についての提案があった時に，これをシステムで回すの

にどれくらいの時間を考えてみえますか。 

 

【事務局】 

 早急に対応すべきものも当然ありますが，それについては各現場で色々な方

法を使って対応している現状がありますので，地域ケア会議はあくまでもそこ

から発生してきた課題について議論するというようなシステムになっています。 

 実は，今年度の地域ケア会議の中で，色々な課題が挙がっておりますが，鈴

鹿市全般の地域課題というのは，おそらくここに集約されていると思っており，



これ以上新しい課題はなかなかないのではと思います。 

 ですので，副会長も言われていたとおり，まずこの問題を解決していかない

と，なかなか前に進まないので，これを何とかしようということで，このよう

な会議の形態に変えて行きたいと考えております。 

 

【会長】 

１年間圏域会議をして，マトリックスの課題が挙がってきて，それを解決し

ていくために，このような４つの部会を設けて議論するということで，今回資

料６の右の図が出来たわけですが，左側の図と右側の図と並行してやっていく

のか，左側から右側の図に変わってしまうのか，どうなのでしょうか。 

 

【事務局】 

 図的には左右変わっているのですが，この３層構造自体は変化することはあ

りませんので，個別ケア会議，圏域会議，地域ケア推進会議という３層の中に，

この地域課題検討会議が入る認識でお願いします。 

 

【会長】 

 この３段階の会議の中に，解決していくための装置として地域課題検討会議

や事務局課題整理作業部会を作っていくという理解でよろしいですか。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【会長】 

 分かりました。ただ意見を出してもらうだけでなく，課題解決のために動い

ていく仕組みとしてこのようなものが必要だということで，今回これを提案さ

れたということです。いかがでしょうか，承認ということでよろしいでしょう

か。（異議なし） 

 また，不都合が出てきたら，その都度修正をお願いいたします。事項書の方

は全て終わりましたので，皆様その他御意見いかがでしょうか。 

 では，事務局の方にマイクをお返しします。 

 

【事務局】 

 長時間にわたり熱心な御協議を賜りありがとうございました。 

鈴鹿市高齢者福祉計画の進捗に関しましては，今後も計画を少しでも前倒し

できるよう取組んで参ります。 

また，マトリクスに関しましては，様々な御意見をいただきました。それぞ

れのお立場からの貴重な御提言であり，平成２８年度の取組みの中で施策とし

て検討をして参りたいと思います。また，今後の地域ケア会議の中での協議や，

多職種の皆様方お力添えをいただきながら，また自助・互助・共助・公助の役

割分担をしっかりと見据えて，様々な具体的な施策に活かして参りたいと考え

ております。  

本日はどうもありがとうございました。 


