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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２９年３月１７日（金） 午後１時３０分～ 

場所：鈴鹿市役所１２階 １２０３会議室 

 

出席委員：１９名 

貴島 日出見（会長） 西城 英郎（副会長） 

北川 弘二      樋口 径子      岩崎 光春      玉田 香  

出口 幸一      青島 秀和      市川 陽子      花井 錬太郎 

中澤 直美      菊山 佳昌      佐々木 満      齋藤 綾子 

久保田 加寿美    岩﨑 清隆      渥美 大輔      玉田 浩一 

伊藤 貴子    

 

欠席委員：２名 

下津 勇  植村 由紀 

 

事務局：１０名 

中西 淳一 （鈴鹿中部地域包括支援センター） 

稲垣 真智子（鈴鹿北部地域包括支援センター） 

鈴木 節子 （鈴鹿西部地域包括支援センター） 

近藤 昌洋 （鈴鹿市健康福祉部 部長） 

佐藤 弘樹 （鈴鹿市長寿社会課 課長） 

坂 良直  （鈴鹿市健康福祉政策課 課長） 

谷本 吉隆 （鈴鹿市健康福祉政策課 地域包括ケア推進室 室長） 

永戸 香代，今田 由佳里，宮﨑 千夏（健康福祉政策課 地域包括ケア推進室） 

 

 

≪会議の概要≫ 

【事務局（坂）】 

  本日は，ご多忙のところ第１回鈴鹿市高齢者施策推進協議会にご出席をいただきありがと
うございます。議長となります会長選出まで司会進行をさせていただきます健康福祉政策課
課長の坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは，事項書に沿って進めさせていただきます。恐れ入りますが，お手元の事項書を
ご覧ください。 

  まず，事項書１番「推進協議会委員委嘱書の交付」でございます。本来であれば，市長か
らお一人お一人に委嘱書を交付させていただくところではございますが，公務の都合により
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，委嘱書につきましては皆様のお席に置かせていた
だきまして，交付に変えさせていただきますので，ご了承賜りますようお願いします。皆様
の任期は，本年３月１日から平成３０年２月２８日までとなっております。大変お世話にな
りますがよろしくお願い申し上げます。 

つづきまして，事項書２番「健康福祉部長あいさつ」でございます。近藤昌洋部長からあ
いさつ申し上げます。 
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【部長（近藤）】 

  皆様，こんにちは。健康福祉部長の近藤でございます。会議の開催にあたりまして，一言
ご挨拶を申し上げます。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ご出席
をいただきまして，誠にありがとうございます。本市における地域包括ケアシステムの構築
に向けての取組みも２年目となりまして，来月にはこれまでの介護予防事業等が，新しい介
護予防・日常生活支援事業に移行することになります。また，認知症初期集中支援チームも
市内４つの日常生活圏域に配置を予定しており，本日ご報告いたします他のさまざまな事業
とあわせ，本市の地域包括ケアシステム構築も新たな局面を迎えることとなります。 

  こうした中，平成３０年度に鈴鹿市医師会様のご協力を得まして設置を予定しております
医療・介護連携支援センターや，来年度から始まります生活支援コーディネーターの設置を
始めとする生活支援サービス体制の整備等，地域包括ケアシステム構築はまだ道半ばでござ
いまして，ここにご参加いただいております専門職種の方々をはじめ，多くの関係者のご協
力がなければ進めることができないものでございます。 

本日の会議は，鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例で定められた会議でございまして，
役割といたしましては鈴鹿市地域ケア会議の最上位に位置付けられます鈴鹿市地域ケア推
進会議，鈴鹿市高齢者福祉計画の策定，その他高齢者福祉の推進にかかる審議を行っていた
だくこととなっております。本日は議題といたしまして，高齢者福祉計画の今年度の進捗状
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
より提案をさせていただきます。その内容につきまして，各委員のお立場で忌憚のないご意
見を賜り，高齢者福祉計画の基本目標である「地域の中で高齢者が自分らしく生きるまち『す
ずか』をめざして」を実現するための施策を考えてまいりたいと思いますので，どうぞよろ
しくお願い申し上げます。 

 

【事務局（坂）】 

  近藤部長につきましては，次の予定がありますので，ここで退席させていただきます。 

 

【部長（近藤）】 

  どうぞ皆様，よろしくお願いします。 

 

【事務局（坂）】 

 本日は，今年度初めての推進協議会でございます。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，市民委員の下津様，鈴亀訪問栄養士の会の植村様の２名がご欠席となって
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。資料１を参照。） 

 

  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。 

 

【事務局（谷本）】 

健康福祉政策課の谷本でございます。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ので，ご了承賜りますようお願いいたします。 
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また，委員報酬につきましては，封筒の上部に緑シールが貼ってある方が対象となってお

り，４月頃に口座振込させていただきますので，よろしくお願いします。 

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，会議は
委員の２分の１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名のうち１９名ご出席いただいておりますので，会議が成立したことを
ご報告申し上げます。 

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。 

鈴鹿市高齢者施策推進協議会事項書 

資料１ 鈴鹿市高齢者施策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 審議会等の会議の公開に関する指針 

資料４ 平成２８年度鈴鹿市高齢者福祉計画進捗状況報告 

資料５ 平成２８年度事業実績報告と平成２９年度事業計画について 

以上でございます。お手元にございますでしょうか。お手元にない資料がございましたら
挙手をお願いします。（挙手なし） 

 

【事務局（坂）】 

それでは，引き続き，事項書に基づきまして会議を進めさせていただきます。事項書３番
「会長・副会長の選任」でございます。いかが取り計らいをさせていただきましょうか。 

 

【各委員】 

事務局一任。 

 

【事務局（坂）】 

 ありがとうございます。事務局一任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。 

昨年度，本会議の会長を務めていただきました，貴島日出見委員に会長を，また，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ご出席いただいております，西城英郎委
員に副会長を，それぞれお願いできればと考えますが，いかがでしょうか。 

 

【各委員】 

異議なし。 

 

【事務局（坂）】 

ありがとうございます。それでは，会長は貴島委員，副会長は西城委員に，よろしくお願
いいたします。恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。ここで貴島会長から一言ご
挨拶いただきたいと思います。 

  

【会長（貴島）】 

  あと数日で桜も咲くというニュースが流れております。季節は冬から春へとなってきます
が，我が国の高齢化社会については，まだまだ厳しい時期が続くと感じております。 

つい先日，第６期介護保険事業計画を作ったばかりという状況ですが，次の第７期計画も
平成２９年度中の作業になるということで，これからも忙しくなるであろうと思っておりま
す。会長という重い役を担うことになりますが，どうぞ，委員の皆様よろしくお願いいたし
ます。 

 



4 

 

【事務局（坂）】 

ありがとうございます。 

続きまして，西城副会長から一言ご挨拶をお願いします。 

 

【副会長（西城）】 

 ただいま，副会長を指名していただきました西城でございます。貴島会長のご指導のもと，
副会長職を全うして参りますので，よろしくお願いいたします。 

２０２５年，超高齢化社会を迎えるにあたり，重要な会議であると思います。皆さんが色々
現場で直面している問題点について，しっかりとこの場で出していただき，良い方向に進む
ようによろしくお願いいたします。 

 

【事務局（坂）】 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

続きまして，事項書４番「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は，会長が議長となるとなっておりますので，こ
れ以降の議事進行については，貴島会長にお願いしたいと思います。貴島会長，よろしくお
願いいたします。 

 

【会長（貴島）】 

 それでは，これから会議を始めたいと思います。まず，鈴鹿市高齢者施策推進協議会運営
についてでございます。 

事項書４番「議事（１）」について，事務局より説明願います。 

 

【事務局（谷本）】 

それでは，資料２の「鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例」の３ページをご覧ください。
本会議は，「鈴鹿市高齢者施策推進協議会」として附属機関に位置付けられている会議とな

っております。 

続きまして，資料の３枚目にあります「鈴鹿市高齢者施策推進協議会規則」をご覧くださ
い。第４条にございますとおり，この協議会には，分科会として「鈴鹿市地域ケア推進会議」
と「鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会」を置くことになっております。 

本日の会議は，鈴鹿市地域ケア推進会議も兼ねておりまして，第２条にございます担任事
務の細目につきましては（１）～（６）までと（８）となります。また，「鈴鹿市高齢者福
祉計画策定委員会」の担任事務につきましては，第２条の（７）ということになります。 

策定委員会につきましては，平成２９年度に設置をいたします。なお，この策定委員会委
員の選任につきましては，事務局に一任していただきたいと考えておりますのでよろしくお
願いいたします。 

 

【会長（貴島）】 

ありがとうございました。事務局から説明していただきましたが，何かご意見，ご質問は
ございませんか。 

 

【各委員】 

（質問なし） 

 

【会長（貴島）】 

それでは事務局案を承認いただくということでよろしいでしょうか。それでは，本協議会
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は，鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例及び規則に基づき会議を運営し，鈴鹿市高齢者福

祉計画策定委員会委員の選任につきましては，事務局一任といたします。 

次に，「議事（２）」について，事務局からの説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

では，資料３の「審議会等の会議の公開に関する指針」をご覧ください。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います。そ
こで，本協議会におきましても，指針に基づき，鈴鹿市高齢者施策推進協議会傍聴要領を３
ページにございますように定め，会議の公開をしたいと考えておりますので，傍聴要領案に
ついてご審議をお願いいたします。 

 

【会長（貴島）】 

ただいま資料３につきまして説明がございましたが，ご意見，ご質問はございませんか。 

 

【各委員】 

（質問なし） 

 

【会長（貴島）】 

それでは，本傍聴要領案について，ご承認していただいたということでよろしいでしょう
か。本提案は，原案通り承認されました。傍聴要領案から「案」を削除していただき，本日
から運用したいと存じます。 

 

【事務局（谷本）】 

ありがとうございます。それでは，鈴鹿市高齢者施策推進協議会傍聴要領に基づき，本協
議会の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。 
本日の傍聴人ですが，ご希望の方はみえませんでしたので，ご報告をいたします。 

 

【会長（貴島）】 

ありがとうございました。それでは，会議を進めさせていただきます。引き続き，会議の
公開について説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

続きまして，資料３の１ページをご覧ください。この指針の５にございますとおり，会議
の開催につきましては，市ホームページにて事前に公表しております。掲載内容は，概ねこ
の資料の４ページ上半分に記載のとおりです。 

また，本協議会の会議録につきましても，この指針の７にありますとおり，市ホームペー
ジにて公開してまいります。 

内容はこの資料の４ページ下半分に記載のように，議事概要とさせていただきますので，

ご了承下さい。 

 

【会長（貴島）】 

公開につきまして，いま説明にあったとおりです。それでは議事に移りたいと思います。
「議事（３）」について，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

資料５の「平成２８年度事業実績報告と平成２９年度事業計画について」をご覧ください。
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２ページですが，昨年度の地域ケア圏域会議で把握した地域課題の割合について，資料につ

きましては昨年度の推進会議においても示させていただいたところでございます。下にござ
いますマトリックスにつきましても，実現において危険性が高い・低いについて仕分けをさ
せていただきました。こちらの地域課題をもう一度，鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム
運営会議の中の運営委員会で整理をいたしまして，４ページにございますとおり，以下の項
目に絞っております。認知症高齢者の早期発見，初期認知症高齢者のサービスへの繋げ方，
医療・介護・福祉連携，認知症高齢者の徘徊後のフォロー体制，支援者（介護者）のスキル
アップ，リハビリ終了後の社会参加の場作り，２４時間体制の訪問診療・訪問看護・訪問介
護体制の構築，医療同意とエンディングノートということで，平成２７年度の地域ケア圏域
会議からの地域包括ケアシステム構築に向けて，地域課題についてこのように整理をさせて
いただきました。 

こちらは，さらに実際に高齢者福祉計画に乗せ換えますとどうなるかということで，資料
の８ページをご覧ください。こちらは介護保険法の包括的支援事業という項目になってくる

のですが，医療・介護連携，認知症施策，地域ケア会議，生活支援ということと，後で出て
きます新しい総合事業とあわせて，具体的な取組みがございます。こちらの取組みですが，
先程の地域課題をどのような包括的支援事業の中で当てはめるのかを示したものが９ペー
ジの図になります。それぞれ５つの医療・介護連携，地域ケア会議，認知症施策，生活支援
体制整備，介護予防・日常生活支援ということで，この中で事業化して地域課題を解決して
いくために進めていくという形になります。具体的な取組みとしましては，次の１０ページ
にございます医療・介護・福祉連携，支援者（介護者）のスキルアップ，医療同意とエンデ
ィングノート，２４時間体制の訪問診療・看護・介護体制の構築は，医療・介護連携の事業
ということで，鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議の中で解決をしていく仕組み
を作っているところでございます。 

次の１１ページには，それぞれ初期認知症高齢者のサービスの繋げ方，認知症高齢者の早
期発見，認知症高齢者の徘徊後のフォロー体制，リハビリ終了後の社会参加の場作りという
ことで，これをさらに地域ケア会議，認知症施策，生活支援体制整備，介護予防・日常生活

支援ということに分けまして，それぞれ具体的な事業として示させていただいております。
このような形で平成２８年度に事業化し，実施をしてまいりました。 

続きまして，資料４の「平成２８年度鈴鹿市高齢者福祉計画進捗状況報告」をご覧くださ
い。 

先程挙がっておりました地域課題，これをこの計画の中でどのように当てはめ，どのよう
に施策化していくかということで，今年度実施しました事業について，ご報告いたしたいと
思います。 

資料の２ページ目に，施策の体系ということで示しております。生活支援・介護予防の推
進，認知症施策，医療と介護の連携等が，この計画の中で網羅されております。その他にも，
住まいの確保や，安心・安全の体制づくり等も書いてございますので，あわせて報告させて
いただきます。 

まず，３ページ目に，「Ⅰ 地域包括ケア体制の確立」「１ 地域ケア会議の活用による連

携強化」ということで，まず個別地域ケア会議，地域ケア圏域会議，地域ケア推進会議とい
う３層の体制のもと，この地域ケア会議を鈴鹿市では実施しております。個別地域ケア会議
につきましては，地域包括支援センターを中心に，随時ケースが出れば開催をしているもの
で，今年度についても多数その状況に応じて開かれました。 

地域ケア圏域会議につきましては，先程の資料５の２０ページから３３ページに今年度の
実績について載せさせていただいております。この中の２７ページからが各圏域別に地域包
括支援センターが主催して行われた会議の模様が掲載されておりますので，どうぞご覧くだ
さい。 
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地域ケア推進会議につきましては，本日，高齢者施策推進協議会として開催をさせていた

だいているところでございます。 

続きまして，４ページの「２ 地域包括支援センターの機能強化」でございます。まず主
な事業として，地域包括支援センターの機能強化（体制強化）ということで，これは体制整
備や連携強化を地域包括支援センターと協議しております。 

次に，制度や事業，施設等についての広報・啓発ということで，地域包括支援センターが
認知症サポーター養成講座等を実施し，積極的に地域に出向いております。 

続きまして，５ページの「３ 社会資源を活用した支援体制づくり」でございます。まず
主な事業として，地域づくり支援事業・市民参加推進事業ということで，地域協働課が実施
しております。平成２８年度に地域づくり協議会準備委員会を新たに６組織立ち上げており
ます。 

次に，民生委員児童委員の活動費補助ということで，健康福祉政策課が実施しております。
補助を実施し，地域福祉活動への支援を行っております。 

次に，地区社会福祉協議会活動の活性化ということで，社会福祉協議会が実施しておりま
す。地区社会福祉協議会の活動に対し，活動支援を実施しております。 

次に，地域福祉意識の啓発ということで，社会福祉協議会が実施しております。講演会等
を実施し，福祉意識の啓発等を図っております。 

次に，学校教育，社会教育における福祉教育ということで，社会福祉協議会が実施してお
ります。出前講座や夏休みワークキャンプを実施しております。 

次に，ふれあい福祉総合相談ということで，社会福祉協議会が実施しております。これに
つきまして，各種相談を実施しております。 

続きまして，６ページの「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。まず老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成と
いうことで，長寿社会課が実施しております。国・県補助金及び市単独補助金を交付してお
ります。 

次に，シルバー人材センター運営支援事業ということで，産業政策課が実施しております。

高齢者就業確保事業の運営補助を実施しております。 

次に，地域づくり支援事業・市民参加推進事業ということで，先程載せさせていただいて
いるとおりです。 

次に，ボランティアセンターということで，社会福祉協議会が実施しております。ボラン
ティア養成講座を実施し，ボランティアグループ「オレンジサポートかりん」を設立いたし
ました。 

次に，生活支援にかかる協議体の設置ということで，平成２９年度に第１層の協議体を社
会福祉協議会に設置予定で，今年度につきましてはその準備を進めさせていただいておりま
す。 

次に，７ページの生活支援コーディネーターの配置ということで，健康福祉政策課と社会
福祉協議会が関連の機関になるのですが，平成２９年度に第１層の生活支援コーディネータ
ーを配置予定ということで，今年度その準備をしてまいりました。 

続きまして，８ページの「２ 介護予防事業の充実」でございます。まず，介護予防把握
事業ということで，鈴鹿亀山地区広域連合が実施しております。地域包括支援センター等か
らの情報から，支援を要する高齢者を把握しております。 

  次に，介護予防普及啓発事業ということで，健康福祉政策課，健康づくり課が実施してお
ります。こちらにつきましては，先程の資料５の４９ページから５０ページにかけて事業の
内容が書かれておりますが，この４月から新しい総合事業の中で事業を組み替えて実施して
いくことになります。 

次に，地域介護予防活動支援事業ということで，健康福祉政策課と健康づくり課が実施し
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ております。これは先程と同じく資料の４９ページから５０ページに事業の内容が書かれて

おります。 

次に，一般介護予防事業評価事業ということで，鈴鹿亀山地区広域連合が実施しておりま
す。これは，目標値の達成状況等から評価を行っております。 

 地域リハビリテーション活動支援事業ということで，健康福祉政策課が実施しております
が，これにつきましては，平成２９年４月から新しい総合事業の中で実施をしていくことに
なります。具体的には，住民主体のサロンに対して専門職の講師を派遣することを実施して
いきます。 

  次に，介護予防手帳ということで，平成２９年実施に向けて準備を進めております。 

  次に，９ページの高齢者教室ということで，健康づくり課が実施しております。資料５の
４９ページから５０ページに事業の内容が書かれております。 

  次に，高齢者スポーツの振興ということで，スポーツ課が実施しております。平成２８年
度鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ，第２３回鈴鹿市グラウンド・ゴルフ大会，第４回い

きいき鈴鹿ツーデーウォークを開催いたしました。 

  次に，高齢者に対する保健事業の推進ということで，健康づくり課が実施いたしました。
健康ひろば，りんりんころばん教室，ぴんしゃん講座，スクエアステップリーダー養成講座
を開催しております。 

  続きまして，１０ページの「３ 生活支援サービスの充実」でございます。まず，訪問型
サービスの提供ということで，生活支援サービスの中の訪問型サービスと通所型サービスに
つきましては，鈴鹿亀山地区広域連合が実施し，健康福祉政策課は新しい総合事業としてこ
の４月から実施いたします。これにつきましては，資料５の４６ページから４７ページに内
容を記載させていただいております。 

次に，その他の生活支援サービスの提供ということで，長寿社会課が任意事業で実施して
おります。 

次に，介護予防ケアマネジメントということで，鈴鹿亀山地区広域連合が実施し，平成
２９年４月からサービス開始予定となっております。 

  続きまして，１１ページの「４ 高齢者福祉施策の充実」でございます。まず，紙おむつ
等支給事業ということで，長寿社会課が実施しております。新制度に移行し，利用登録者数
は平成２９年２月現在７６３名となっております。 

  次に，ふとん丸洗い事業ということで，長寿社会課が実施しております。平成２９年２月
現在５７名が利用されております。 

  次に，訪問理美容サービス事業ということで，長寿社会課が実施しております。平成２９
年２月現在４５名が利用されております。 

  次に，日常生活用具給付事業ということで，長寿社会課が実施しております。平成２９年
２月現在５件の利用されております。 

  次に，徘徊探索支援サービスということで，長寿社会課が実施しております。平成２９年
２月現在４１名が利用されております。 

次に，緊急通報システム事業ということで，健康福祉政策課が実施しております。平成 

２９年２月現在２４８名が利用されております。 

  次に，高齢者配食サービスということで，長寿社会課が実施しておりまして，高齢者宅へ
の食事の戸別配達と安否確認を行っております。 

  続きまして，１２ページの「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」でございます。認知症ケアパスということで，平成２７年４月に完
成いたしまして，窓口等で配布をしております。ホームページにも掲載をさせていただいて
おります。 

  次に，「２ 認知症の早期発見・初期支援」でございます。認知症初期集中支援チームと
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いうことで，健康福祉政策課が実施しております。計画では平成３０年度中に設置となって

いるのですが，計画を前倒しいたしまして資料５の３７ページに記載させていただきました
とおり，本年度に，社会福祉協議会に中部圏域を対象にしたチームを設置いたしました。来
年度につきましては後程報告いたしますが，新たに全圏域に設置を予定しております。 

  続きまして，１３ページの「３ 地域で認知症高齢者を支えるための体制づくり」でござ
います。認知症サポーター養成講座ということで，健康福祉政策課が実施しております。平
成２８年１２月現在で６４回，２，４４４名が受講されております。 

  次に，認知症地域支援推進員ということで，健康福祉政策課が新規事業といたしまして平
成２９年度に各生活圏域に１名ずつ配置を検討しております。 

  次に，徘徊探索支援サービスということで，先程報告させていただいたとおりです。 

次に，徘徊高齢者等のための安心ネットワークということで，社会福祉協議会が実施して
おります。市内の協力事業所に発見通知の依頼を実施しております。また，鈴鹿市のメール
配信サービスであるメルモニでも情報を配信しております。 

次に，１４ページの認知症カフェということで，健康福祉政策課が現在民間で開催してい
るカフェの支援を検討中です。 

次に，「４ 尊厳を守るための施策の充実」でございます。高齢者緊急一時保護事業とい
うことで，長寿社会課が実施しております。平成２９年２月現在で１名保護という内容にな
っております。 

次に，後見サポートセンター「みらい」の運営ということで，社会福祉協議会が成年後見
のサポートを実施しております。 

次に，日常生活自立支援センターということで，社会福祉協議会が実施しております。平
成２９年２月現在１４６名が利用されております。 

次に，地区社会福祉協議会活動の活性化ということで，先程報告させていただいたとおり
です。 

次に，「Ⅳ 医療と介護の連携」「１ 在宅療養生活への支援」でございます。まず，地域
の医療・介護サービス資源の把握ということで，健康福祉政策課が実施しております。 

現在，医療・介護の社会資源を調査中ということで，在宅医療ケアシステム運営会議の中
でいろいろな情報を挙げていただいており，まとめをしているところです。 

次に，在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議ということで，健康福祉政策課が実
施しております。資料５の１２ページから１８ページをご覧いただきたいと思います。医
療・介護連携ということで，１４ページからございますとおり，鈴鹿市地域包括在宅医療ケ
アシステム運営会議というものの中で行っておりまして，１８ページまでが詳しい内容にな
っているのですが，勉強会や研究会といった様々なことに取り組んでまいりました。 

次に，医療・介護関係者の情報共有の支援ということで，健康福祉政策課が実施予定とな
ります。これは平成２９年度より検討の開始を予定しております。 

次に，在宅医療・介護連携に関する相談支援推進ということで，健康福祉政策課が実施予
定となります。平成３０年度に設置予定で，医療・介護連携支援センターの設置に向けて，
現在協議を進めているところでございます。 

次に，医療・介護関係者の研修ということで，資料５の１２～１８ページをご覧いただき
たいと思います。 

次に，切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進ということで，鈴鹿亀山地区広
域連合が実施しております。募集しましたが，該当する事業者が今年度なかったということ
でございます。 

次に，在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携ということで，健康福祉政策課が平成
２９年度より検討開始を予定しております。 

続きまして，１７ページの「２ 住民意識の向上・広報・啓発」でございます。地域住民
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への普及啓発ということで，健康福祉政策課が実施しております。医療・介護連携のパンフ

レットを窓口等で配布しております。 

続きまして，１８ページの「V 住まいの確保」「１ 老人福祉施設の基盤整備」でござい
ます。介護老人福祉施設整備事業ということで，長寿社会課が実施しております。地域密着
型事業者３事業者選定を終了いたしました。 

また，特別養護老人ホームの建設を開始いたしました。介護保険施設の整備目標につきま
しては，下の表に書かれているとおりでございます。平成２８年度につきましては，介護老
人福祉施設について１００床分の選定を終了いたしました。特定施設入所者生活介護につい
ては５０床分の選定を終了したしました。 

次に，１９ページの「２ 高齢者向け居住系サービスの基盤整備」でございます。こちら
の表に書かれているとおりでございますが，地域密着型介護保険居住系サービスの整備目標
としまして，平成２８年度につきましては０でございました。 

次に，２０ページに平成２８年度の整備目標が定められております。 

続きまして，２１ページに「３ 居住環境の整備」でございます。ユニバーサルデザイン
まちづくり推進事業ということで，建築指導課と障がい福祉課が実施しております。特定施
設の新設等（変更）協議申請の受付及び適合証交付申請の受付・交付を行っております。 

次に，市営住宅への高齢者等の優先入居ということで，住宅政策課が実施しております。
高齢者世帯に対する抽選会での優先的な取り扱いを行っております。 

次に，あんしん賃貸住宅支援事業ということで，社会福祉協議会が実施しております。高
齢者，障がい者，子育て世帯，外国人で賃貸物件が見つからず，また不動産店で断られる等
のお困りの人に対し，不動産店につなぐ支援を行っています。 

次に，２２ページの「VI 安心・安全の体制づくり」「１ 防災体制の推進」でございま
す。災害時要援護者台帳ということで，長寿社会課が実施しております。平成２９年２月現
在，登録者が７，７９５名でございます。 

次に，救急情報ネックレスということで，消防本部が実施しております。平成２９年１月
現在，配布数が４，１９４本でございます。 

次に，防犯・交通安全・消費者保護ということで，鈴鹿亀山消費生活センターで鈴鹿亀山
地区広域連合が実施しております。トラブル解決のための相談やあっせんを実施しており 
ます。 

次に，交通安全・防犯意識の高揚ということで，交通防犯課が実施しております。交通安
全教室やメルモニ等を使用し，防犯対策を実施しております。 

続きまして，２３ページの「VII 計画の推進にあたって」「１ 計画推進のための連携」
でございます。本地域ケア推進会議については，本日の会議でございます。 

 

【事務局（佐藤）】 

ここで，１か所訂正をお願いいたします。資料４の１１ページにございます緊急通報シス
テム事業の関係課・機関について，健康福祉政策課ではなく長寿社会課でございますので，
訂正させていただきます。申し訳ございません。※資料４データ修正済み 

もう一か所，１６ページをご覧ください。下から２つ目の項目で，切れ目のない在宅医療・
介護の提供体制の構築推進でございますが，その中で看護小規模多機能型居宅介護等の充実
を図るとありますが，この看護小規模多機能型居宅介護につきまして，平成２９年度中に１
事業所が西部地区に開業していただける目処がついております。ご報告申し上げます。 

 

【事務局（谷本）】 

以上で説明を終わります。委員の皆様のご審議をお願いいたします。 
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【会長（貴島）】 

ありがとうございました。大変急ぎ足で説明をしていただきましたが，平成２８年度鈴鹿
市高齢者福祉計画進捗状況報告についてご意見はございませんか。 

 

【委員（青島）】 

５・６ページに記載の地域づくり協議会の進捗状況はいかがでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

地域づくり協議会につきましては，全部で２１の協議会若しくは準備委員会が立ち上がっ
ていると地域協働課から報告を受けておりまして，順次協議会につきましては進められてい
るのではないかと思っております。 

 

【委員（青島）】 

ありがとうございます。その上で，これと協働していくというところにおいてはどのよう
な報告があるのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

地域づくり協議会につきましては，推進本部を地域協働課に置きまして，この推進を図っ
ているところでございます。来年度以降，本部として参加いたしまして，保健福祉だけでは
なく色々なところが関係していきますので，その中で本部が中心になって調整しながら進め
ていくということで，先程青島委員が言われました関わり方につきましてもその中で整理を
していくことを考えております。 

 

【会長（貴島）】 

  他にございませんか。 

 

【委員（樋口）】 

見落としているかも知れませんが，６５歳以上の方で介護認定を受けていらっしゃらない
方の介護予防のポイント制度の事業については，どこに記載されているでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

８ページの地域介護予防活動支援事業というところに本来入れるべきところですが抜け
ておりましたので，鈴鹿いきいきボランティア制度をこちらに追記をお願いいたします。申
し訳ございません。資料５の４９ページの表には鈴鹿いきいきボランティアポイント制度の
実施ということで記載をしております。ポイント制度として実施をしておりますのでよろし
くお願いいたします。※資料４データ修正済み 

 

【会長（貴島）】 

  他にございませんか。 

 

【委員（中澤）】 

１４ページの「後見サポートセンター「みらい」の運営」のうち，成年後見制度について
お尋ねしたいのですが，最近老老介護や独居が増えているということで，成年後見制度が必
要になる人が増えていると思うのですが，件数がどれくらい増えてきているのかを教えてい
ただきたいです。また，以前，鈴鹿市の地域課題検討会議の時に，成年後見制度の場合，金
銭的な後見は出来るが医療同意については出来ないので困っていることが多いため，時間は
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かかるけれどもそういったものが出来るようにしていきたい，と聞いたのですが，そのあた

りのことが進んできているかどうか，教えてください。 

  

【事務局（佐藤）】 

  まず，市長後見の実態ですが，昨年度に５件手続きに入ったものがありまして，そのうち
申請に至ったものが３件ありました。事業を進めていく中で途中でお亡くなりになった方が
みえたり，家族で後見が見つかったという方もありました。今年度につきましては現状で７
件の申し入れがあり調査中でございます。そのうち，後見につながりそうなものが５件の見
込みでございます。 

後の部分のお尋ねですが，やはり医療同意については後見人では難しいというのがござい
ます。実態をいろいろ把握していきながら，例えばどんなケースが今後増えてくるのかとい
うのは，家族がありながらも成年後見をしなければならないというケースもございますので，
それについてはもっと強く家族に働きかけていくことも必要だと思っておりますし，全く天

涯孤独という方は，今年度につきましては７件のうちわずか１件だけというところになって
おります。まだまだケースバイケースというところでそれについては課題であると考えてお
ります。 

 

【会長（貴島）】 

  他にございませんか。 

 

【委員（青島）】 

  ２１ページに，市営住宅の高齢者等の優先入居というのがあって，地域包括ケアシステム
の図において鉢の部分であり，こういうことも非常に大事なことだと思うのですが，優先的
な取り扱いとは，具体的にどういうことですか。 

 

【事務局（佐藤）】 

  申し込みのときに２回分抽選ができるという風に聞いています。 

 

【委員（青島）】 

  その下はどうですか。これもよくある居住協議会のようなものを使って，医療同意ではな
いけれども身元保証をそういうところで保障して賃貸住宅に入るようなマッチングをして
いく事業かと思うのですが，この辺は実際どういう風なものですか。 

 

【事務局（佐藤）】 

その辺はお答えできるものを持ち合わせてなくて申し訳ありません。今後の高齢者福祉計
画のこともあるので，しっかり研究していく課題であると認識しております。 

 

【委員（青島）】 

  生活困窮の話で，私達もよく関わるのですが，その中で生活保護という話があり，場合に
よっては固定資産を売却してどこか違う所へ住んで生活保護の申請をするという時に，実は
代わりの住む場所が見つからずに生活保護申請が適わず，固定資産税が高い家に住んで結局
手元にお金はなく生活困窮している話がよくあるので，その辺がうまく回るとよいと思って
います。 

 

【会長（貴島）】 

  ありがとうございました。他にございませんか。 



13 

 

 

【委員（岩﨑 清）】 

  ７ページの生活支援コーディネーターというところで，平成２９年の４月ということでよ
ろしいですか。その生活支援コーディネーターの位置付けとしまして，包括だとかケアマネ
ジャーだとか，そういったところでも調整ができる事案がでてくるのではないかと思うので
すが，生活支援コーディネーターが１つできたということで，この事案は生活支援コーディ
ネーターの内容だからそちらの方へお願いをするというのか，それとも窓口がたくさんあっ
た方がより地域住民が助かるので，分けずにそれぞれの窓口が対応するのかを教えていただ
きたい。 

 

【事務局（谷本）】 

  設置時期は，４月となります。役割につきましては，先程岩﨑委員が言われたことに大分
重なる部分がありますが，サービスを提供推進する立場の人と，サービスの提供を受ける人

に，生活支援というものについて意味を共有化させるように働きかける，そういうことがガ
イドブックには書いてあります。地域支えあい推進員ということですので，介護保険にかか
らないくらいの人に対して，いわゆるインフォーマルサービスを構築していく，その中心を
担っていくのが生活支援コーディネーターの役割であると考えております。 

平成２９年度に設置を予定しておりますのは，鈴鹿市全域を範囲とする第１層と言われて
いる生活支援コーディネーターになります。これを社会福祉協議会に置きまして，地域包括
支援センターであるとか，地域の民生委員や自治会長であるとか，現在地域の中にしっかり
入って色んな方のことを知っている方の情報を収集した上で，そこから体制構築をするとい
う形となります。生活支援コーディネーターが独自でそういう活動をしていくというのはあ
まり考えてなくて，今の体制の中で，地域包括支援センター，ケアマネ，医者，民生委員等，
他にもいろいろあると思うのですが，そういうところと連携しながら動いていくということ
を想定しております。 

 

【会長（貴島）】 

  ありがとうございました。他にございませんか。 

 

【委員（市川）】 

  ７ページの生活支援コーディネーターの配置について，第１層目のコーディネーターを来
年度４月以降配置予定ということで，第２層目を地区社会福祉協議会単位での設置を目指し
ますと書かれているのですが，コーディネーターの設置と６ページの下にあります協議体の
設置とリンクしていくのではないかと考えているのですが，地区社会福祉協議会の単位の設
置というのはどれくらいの進捗状況とか考え方をお伝えしているとか，そのあたりはどの辺
りまで進んでいるのかを教えていただけたらと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

  これについては，平成２９年度から始めますので，地区社協についてはまだ具体的に生活
支援コーディネーターをしていただくことは何もお伝えをしておりません。平成２９年度に
第１層，平成３０年度に各日常生活圏域を範囲とします第２層コーディネーターを配置する
計画になっております。そこからまた地区社会福祉協議会とか地域の中で様々なボランティ
ア団体の掘り起こしとかコーディネーターの人材の掘り起こしとか，研修等を通じた人材の
育成であるとか，そういうことをしていきますので，この事業につきましては来月から始ま
るものであり，まだまだ進捗としてはしていないのが現状です。 
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【会長（貴島）】 

次の事項の平成２９年度の事業計画にも絡んでいる話題ではないのかと思います。 

 

【委員（岩崎 光）】 

  いろいろと地区社協の話や民生委員の話が出てきておりますけども，たくさん事業を実施
していただいている中ご苦労もされていると思うのですが，現場で民生委員の皆さんや地区
社協の皆さんがどこまで理解されているかというと，そこまで理解していないという風に思
っています。１７ページに地域住民への普及啓発が出ていますが，地区社協や民生委員，地
区民児協，市民の皆さん達にどんな形で地域包括ケアシステムを進めているかということと
か，どこら辺まではいつごろまでにお話ししようとか，あれば教えていただきたいです。 

 

【事務局（谷本）】 

  地域包括ケアシステム自体がまだまだ住民の方に知られていないというのは，岩崎委員の

おっしゃるとおりでございます。来年度につきましては，いつまでにここまでのというのは
申し訳ありません，まだ決まっていないのですが，医療・介護連携の部分で，在宅医療ケア
システム運営会議というものがございます。この中で，広報部会というのを一つ作っており
まして，一つは市全域の地域住民を対象に，今年度は鈴鹿ふくし大学ということで堀田力さ
んにきていただいて講演会を実施したのですが，来年度につきましても市全域の地域住民の
方を対象にした講演会を実施しようと考えております。それとともに，自治会単位であると
か，地区社協の単位であるとか，そういう細かなところで在宅医療ケアシステム運営会議の
中の専門職の方々とともに地域の中に入らせていただいて，座談会という形で啓発実施して
いきたいとも考えております。具体的なスケジュールについては来年度決めていくので，は
っきりしたことは言えないのですが，そういう形で啓発については進めていこうかと考えて
おります。 

 

【委員（岩崎 光）】 

  お願いしておきたいのは，鈴鹿市の地域福祉計画に沿って進められているわけですけども，
その中で，自助，互助，共助，公助がありますけれども，そういう中でこれは自助としてや
っていただくもの，あるいはこれは共助でやるべきだろうとか，ここはやっぱり公助がやり
ましょうとか，そういう切り口で，地域の皆様が分かりやすい整理の仕方をお願いしたいと
思います。 

 

【会長（貴島）】 

  ありがとうございました。他にございませんか。 

 

【委員（青島）】 

  高齢者福祉施策の充実というところで，長寿社会課がやっているところですが，この中で
紙おむつの支給事業に関しては，以前は地域包括支援センターか担当しているケアマネジャ

ーが聞き取りをして状況をみて申請するという形であったのが，現在は介護度等を満たせば
支給いただけるという形に変わっていると聞いています。この中で，制度を使ってみえる方
が７６３名で，要介護度３以上が条件ならケアマネジャーがみえる方がほとんどなのかなと
思うのですが，今回この制度内容に変わると，ケアマネジャーがいるかいないかが分かりに
くくなっていて，重介護度であって在宅でサービスを使っていないという方達にオムツの支
給をしてしまうということもあると思うのですが，何か情報把握の方法やケアマネジャーを
必ず紹介するとかそういったやり取りはあるのでしょうか。 
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【事務局（佐藤）】 

  基本的にケアマネジャーを通じて申請書をいただいています。在宅ではなくなったらその
時に報告をいただいて，サービスを止めさせていただいています。家族に対しても，在宅で
なくなったら必ず連絡をしてくださいということは申請の中でも周知をしているところで
ございまして，きっちり運用出来ているということが前提になるという制度になりますので，
ご理解いただけたらと思います。 

 

【委員（青島）】 

  介護３の７６３名のうち，サービスを使ってない人はいるのでしょうか。 

 

【事務局（佐藤）】 

延べで数字を表しているため，年度途中でお亡くなりになった方も含まれており，常時動
いているのは５００人前後と聞いています。 

 

【委員（青島）】 

サービスを使わずに重介護で在宅だったらお金がもらえるというシステムがありますよ
ね。あれは申請者があまりいないのでしょうか。 

 

【事務局（佐藤）】 

２～３年前には，継続でずっと続けてみえた方がお一人いらっしゃったのですが，その方
がお亡くなりになってからは，ございません。 

どういうサービスかというと，介護サービスを受けてみえない方（ショートステイ７日間
は除く）に対しては，介護保険から１０万円を支給するというものです。 

ただ，私どもが思うのは，それが欲しいので介護サービスを止めるような施策はちょっと
いかがなものかと思っております。平成２９年度も予算化はしてしまいましたが，将来的に
に廃止したいと考えております。地域包括ケアを実施していく中では，逆行するような制度

であると思いますので，そちらについては要検討が必要だと認識しております。 

 

【会長（貴島）】 

ずいぶん時間も経過いたしましたので，平成２８年度の鈴鹿市の高齢者福祉計画の進捗状
況については，この辺で終了したいと思います。 

では，「議事（４）」について，事務局から説明願います。 

 

【事務局（谷本）】 

それでは，資料５の５３ページをご覧いただきたいと思います。平成２９年度事業計画と
いうことで，５つの地域支援事業に分けて記載をさせていただいております。  

まず，医療・介護連携につきましては，医療と介護の濃密なネットワークが構築され，効
率的，効果的できめ細かなサービスの提供をするために，鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシス

テム運営会議の中で，運営委員会・勉強会・研究会・専門部会を開催していきます。 

また，講演会の開催や出前講座等での在宅医療・地域包括ケアシステム等の啓発や，医療・
介護連携支援センター設置の検討を行う，以上が計画になります。 

次に，地域ケア会議につきましては，多職種連携，地域のニーズや社会資源を的確に把握
可能になり，地域課題への取組みが推進され，高齢者が地域で生活しやすい環境を実現する
ために，地域ケア圏域会議の開催による，認知症徘徊者の早期発見体制，徘徊後のフォロー
体制の構築，地域の中での社会参加の場作りを推進していく計画になります。 

 次に，認知症施策につきましては，早期診断，早期対応や相談対応等により認知症でも生
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活できる地域を実現するために，各生活圏域への初期集中支援チームの配置，認知症初期集

中支援チーム検討会議の設置，認知症サポーター養成講座の開催，各生活圏域への認知症地
域支援推進員の配置，高齢者の見守り体制の整備を計画しております。 

 次に，生活支援体制の構築につきましては，コーディネーターの配置や協議体の設置等を
通じて，地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッチングを行うことにより，生活支援
の充実を実現するために，社会福祉協議会への鈴鹿市全域を担当する第１層コーディネータ
ー１名の配置と協議体の設置をしていく計画になります。平成３０年度には，これが各日常
生活圏域への配置となるよう検討しております。 

 次の５４ページに，新しい総合事業ということで，介護予防・日常生活支援を行うことに
より，高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる環境を実現するために，介護予
防教室・日常生活支援事業の実施，一般介護予防事業の実施を計画しております。こちらに
つきましては，資料の４７ページから５２ページにかけて掲載させていただいております。
総合事業につきましては，介護予防・生活支援サービス事業といたしまして，訪問型サービ

スと通所型サービスを行い，現行の訪問介護であるホームヘルパーによる身体介護を伴う生
活支援，利用者がデイサービス事業所に通い，施設で食事や入浴等の日常生活上の支援や，
生活機能向上のための機能訓練や，口腔機能向上サービス等を日帰りで提供する等，現行の
サービスにつきましては，現在要支援１・２で利用されている方は，総合事業の中でそのま
ま利用いただくことになります。新たに利用できる方といたしまして，２５項目のチェック
リスト該当者（事業対象者）がこちらの総合事業については利用いただけることになります。 
また，シルバー人材センター会員による，身体介護を伴わない生活支援であるとか，短期

集中予防サービスの歯科衛生士・管理栄養士・理学療法士等の専門職が利用者の自宅を訪問
し，実地指導を行っていただくといった多様なサービスもございます。 

通所型サービスにつきましては，介護予防教室の中で通所型サービスＢの教室を行うもの
と，短期集中予防サービスということで理学療法士・作業療法士等の指導のもとでストレッ
チ・有酸素運動・筋力トレーニング・バランストレーニングの運動教室がございます。 

次に，４９ページの一般介護予防事業ということで，介護予防普及啓発事業，地域介護予

防支援事業，地域リハビリテーション活動支援事業がそれぞれありますが，５０ページに今
行っている事業と新しい総合事業がどう移行するのかということが載せてございまして，先
程の訪問介護予防通所介護と新総合事業との比較というのが４８ページに載せてあるので
すが，今やっている事業は基本的にそのまま実施をしていきまして，新設としていくつかサ
ービスを作らしていただくことになります。これをこの４月から事業実施をしていくという
ことで計画しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

【会長（貴島）】 

ありがとうございました。委員の皆様からご意見ございましたらお願いします。 

 

【委員（渥美）】 

 先程の５３ページの平成２９年度の事業計画のところで，認知症施策や新しい総合事業と

いったところの下に高齢者の見守り体制の整備があると思うのですが，その点で今日来てい
ただいております岩崎さんや市民代表の花井さんには，こういった内容の市からの周知は進
んでいるでしょうか。一般市民，高齢者，老人会等，こういったお話というのをどれくらい
聞いている内容なのかと思った次第です。 

 

【事務局（谷本）】 

 こちらにつきまして，見守り体制の整備については来年度から実施する事業ですので，周
知についてはまだしておりません。 
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【委員（出口）】 

 老人会としまして第１～５ブロックあるわけですが，年に１回そういう鈴鹿市の先生方を
お願いして病気に関するいろんな勉強会をやっております。それと２年に１度，医師会と共
にリーダー研修会という形で勉強会をやっております。今日初めて参加させてもらって，事
業が非常に多いものですから，なかなか難しい内容で，もっと分かりやすくしていただきた
いです。 

 

【会長（貴島）】 

 高齢者の見守り体制というのは周知がどこまでいっているかとお尋ねしたかったと思い
ますが，どうですか。 

 

【委員（岩崎 光）】 

災害時要援護者台帳だとか，緊急通報ネックレスだとか，いろんな形の策を講じられてい
ますね。民生委員児童委員は３７０名いるわけですから，３７０名の皆さん方が各家庭を訪
問して，災害時要援護者台帳を整備したり，緊急通報ネックレスを提供したり，認知症でい
いますと，認知症については医師会と講演会等をやっていただいて我々もまた勉強している
段階でありまして，これから具体的に取り組まれていくことについては協力していけたらと
思っています。現段階では，私たちの地域でも徘徊の方等が出ていて，サーキットの向こう
まで探しにいく等，色んなことをやっていますが，そういう地域におけるいろんな問題・課
題を含めてこれから認知症の方々に対しての支援体制というのを作っていかなければいけ
ないと思っています。 

 

【委員（渥美）】 

 今回これだけすばらしい計画が平成２９年度に出来るということですが，岩崎さんも言わ
れていたように，広報への周知の仕方が一番大切だと思いますので，住民の末端までこうい

ったことを理解して初めてこういった制度が生きてくるのかなと感じておりますので，そう
いった部分をより深く話していければと思いました。 

 

【会長（貴島）】 

ありがとうございました。皆さんからいろいろな意見が出ましたね。認知症初期集中支援
チームのことが出ていましたが，今年度は試行的にということで，次年度からは他のところ
でも始まっていくわけですが，介入件数が３６件，延べ１２５回あったということで，今年
度の総括的な評価として，認知症初期集中支援チームがどんなことをしてきたのか，どんな
効果があったのか，もし分かればお願いします。 

 

【事務局（中西）】 

 平成２８年度に中部包括支援センターの中に置いていただいたのですけども，数字は今貴

島会長がおっしゃっていただいたとおりなのですが，包括の立場で申しますと，包括の負担
がやはりものすごく増えてきております。そこで認知症初期集中支援チームに介入してもら
うことによって，初期段階の相談の役割分担ができる，あとは包括に相談が来るパターンと
しましても，どうもごみ出しが出来ていない，近所のおばあさんがうちを訪ねてきているが
うまくうちに帰れない，ある程度そういう初期段階のところで情報をいただいて，そのチー
ムが専門的に関わることによって，なかなかそれでも受診につながるケースは少ないのです
が，包括の範囲でやるよりは，確実に医療や介護につながっている感じがします。 
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【会長（貴島）】 

ありがとうございます。３７ページのところで，構成メンバーが医療職，介護職，専門医
となっておりますが，括弧書きのところで，看護師，社会福祉士とあり，これは指定の資格
になっているのですか。 

 

【事務局（谷本）】 

国から示されているガイドラインでは，平成２９年からかなり要件が緩和されたようで，
歯科衛生士とか柔道整復師とかそのあたりまで初期集中のメンバーにしても良いとなって
おりますので，専門職の方であれば，その中から入ることも可能かと思います。 

 

【会長（貴島）】 

よく，介護職員イコール社会福祉士と誤解を与えることが多いので，社会福祉士等とかに
なっていれば，誤解も避けられるかと思った次第です。 

ほかに何かございませんでしょうか。 

 

【委員（岩崎 清）】 

５０ページの，新設の③サロン活動について，サロンというのは現在鈴鹿では何か所くら
い進んでいるのかは分かりますでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

社会福祉協議会でサロン活動に対して補助をしておりますが，現在６０のサロンがそちら
で補助を受けていると聞いています。実際補助を受けていないサロンもそれ以外にあるので
はないかと思っておりますが，把握しているのはそれだけです。 

 

【委員（出口）】 

サロンですが，長寿会というものをこの４月から始めるのですが，補助というのはどうい

う形でいただけるのでしょうか。最初からもらえるのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

 これについては，社会福祉協議会を通じてサロンの団体に補助をするようになるのですが，
実施開始は４月からではなくもう少し遅くなります。社会福祉協議会で条件等を決めさせて
いただいて，また周知をさせていただいてそこに申し込んでいただき，改めてそこで補助の
対象のサロンとして認定されば補助が出るという形になります。 

 

【委員（出口）】 

現在は１人１００円という形で集めて茶菓子程度を準備し，近所の方が寄っていただいて
おくつろぎいただく，いうような形でやっているのですが，補助が出れば助かるので，どん
どん補助してもらって，年寄りが楽しくサロンを出来るようよろしくお願いします。 

 

【会長（貴島）】 

 ありがとうございました。他にありますか。 

 

【委員（青島）】 

  今回，高齢者福祉計画ということでありますが，地域包括ケアの視点で考える上では，地
域福祉計画，地域医療構想，介護保険事業計画，そして高齢者福祉計画というのがあって，
出来れば同じ方向を向いてダブりがなく効率良くてうまくまとまっていくのがいいのかと
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思っています。それぞれの計画をどうやってシンクロさせていくのかというビジョンがあれ

ば教えてください。 

 

【事務局（谷本）】 

介護保険事業計画と高齢者福祉計画については，必ず連携して計画するというように法律
で決まっているので，同じ方向性のものになると思います。他の計画についても，目指す方
向というのは当然同じところを目指すことになりますので，地域包括ケアシステムというも
のを念頭に置きながら，全く違ったものにはならないのではないかと考えています。また委
員の方も重なる方が多いですので，その方達のご意見も当然伺いながら進めていくことにな
りますので，そうした中で整合性のとれたものを作りたいと考えております。 

 

【会長（貴島）】 

 確かに，地域福祉計画の話なのか，高齢者福祉計画の話なのか，そのあたりがかぶってく

るところがかなりあります。他にいかがでしょうか。 

 それでは，この平成２９年度事業計画につきまして，ご承認いただけますでしょうか。 

 

【各委員】 

はい。 

 

【会長（貴島）】 

ありがとうございました。 

今日は，たくさんの話題が挙がりましたので，大変忙しかったのではないかと思います。 
十分語りつくされなかったところもあったかもしれませんが，最後に講評ということで，副
会長よろしくお願いします。 

 

  

【副会長（西城）】 

皆様，色々とご意見賜りましてありがとうございます。今日の意見の中で，こういう事業
をいかに皆さん方に周知徹底するかということですね，特に現場でしっかりやっていただく
民生委員の方，関係者団体にこういうものがありますと，色々なことをやはり周知していく
ということが一番大事だと思います。岩崎さんや渥美さんもおっしゃっていたように，周
知・広報をいかに分かりやすく具体的にこういうことがありますよと，例えばオムツの支給
のことでも，ケアマネジャーや関係者はご存知だろうけども，高齢者に直接関わってみえる
民生委員の方々あるいは老人クラブの方々に周知していくことが，これから即やるべきこと
だと感じております。 

平成２９年度の事業計画が色々ございますけども，我々医師会としては，訪問介護，直接
ご老人に携わって世話していただいている方，そういう方々に認知症のことを勉強していた
だこうと思ってこの間講演会を開き，周知といった点で協力させていただいております。認

知症の方を早く見つけて早く対応するといった色々なことを皆さん方に知っていただきた
いと思います。 

しなければならないことは本当にたくさんありますが，縦並びでなく，横並びで考えられ
る地域を作った方がいいのではと思っています。 

今日はいろいろ勉強させていただきました。どうもありがとうございました。 

 

【会長（貴島）】 

本当に活発なご意見を出していただいてありがとうございました。 
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高齢化の進み方というのは待ったなしで来ておりますので，住民の方お一人お一人は，ま

だまだ自分は大丈夫と思ってらっしゃるかも分かりませんが，高齢化社会あるいは人口減少
化社会に突入しておりますので，その体制づくりというのは先手で行くのがいいのではない
かなと思います。こういった計画がありますので，その進捗をしっかり管理していくのが大
事かと思いますので，よろしくお願いします。 

少し時間を超過しましたが，事項につきましては以上で終わらせていただきたいと思いま
す。 

事務局へお返しします。 

 

【事務局（坂）】 

ありがとうございました。これで鈴鹿市高齢者施策推進協議会を終了させていただきます。 
皆様お疲れ様でございました。 

 

 

 


