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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２９年７月１８日（火）午後１時３０分 

場所 鈴鹿市役所別館第３ ２階会議室 

 

出席委員：１１名 

貴島 日出見（会長），西城 英郎（副会長），笠井 方尋，樋口 径子          

岩崎 光春，玉田 香，出口 幸一，青島 秀和，市川 陽子，桶本 文広                

長谷川 玲子 

 

事務局：１０名 

近藤 昌洋 （鈴鹿市健康福祉部 部長） 

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） 

今西 優子，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） 

佐藤 弘樹 （鈴鹿市長寿社会課 課長） 

伊藤 京子 （鈴鹿市健康づくり課 課長） 

  前川 亘  （鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 管理Ｇ ＧＬ） 

 大川 祐希 （株式会社 名豊） 

 

≪会議の概要≫ 

【事務局】 

それではただいまより，第１回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会を開催させて

いただきます。 

皆様におかれましては，御多忙の中，本委員会に御出席をいただきありがとう

ございます。私は，本日の議長が決まるまでの間，委員会の進行をさせていただ

きます健康福祉政策課長の坂と申します。 

それでは，お手元の事項書に沿って進めさせていただきます。 

 

【事務局】 

まず，事項書１番の高齢者施策推進協議会委員の委嘱でございますが，新たに

委嘱された３名に副市長より委嘱書を渡させていただきます。 

（委嘱書交付） 

 

【事務局】 

それでは事項書２番になります。鈴鹿市副市長，亀井秀樹より御挨拶を申し上
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げます。 

 

【副市長】 

鈴鹿市副市長，亀井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は

皆様暑い中，また大変お忙しい中，第１回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会に御

出席賜りまして，誠にありがとうございます。委員の皆様には，日頃から市政全

般にわたりまして格別な御指導，御支援を賜っておりますことをこの場をお借

りして改めてお礼申し上げます。どうもありがとうございます。今回は鈴鹿市高

齢者福祉計画策定委員会ということで，本日が第１回目でございます。これから

平成３０年度から３２年度に向けての計画策定に向けて，来年の３月までお忙

しい中，大変お世話になりますがよろしくお願いいたします。介護保険制度が創

設されまして１７年でございます。この間本市の高齢化率を見ましても１４．

３％から２４％と非常に上昇しておりますし，これからもますます上昇するこ

とが予想されております。それにより，これからも一人暮らしの高齢者の方や，

高齢者世帯の方，高齢者を取り巻く環境にもいろいろと課題があり厳しいと思

っております。この中で，国におきましても，２０２５年を目途に可能な限り住

み慣れた地域でできるだけ自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう，住まい，医療，介護，予防，生活支援が一体的に提供される地域包括

ケアシステムの構築を進めております。本市におきましても，昨年新しい「総合

計画２０２３」をつくらせていただきました。その中でも，地域包括ケアとして

地域の中でどうやって高齢者の方をはじめとする皆様方が生活できるようにす

るかといったところに一生懸命取り組ませていただいているところです。それ

を今回，鈴鹿市高齢者福祉計画ということで，地域包括ケアシステムの構築，認

知症施策など，地域を取り巻くいろいろな課題があろうかと思いますので，解決

を図るべく次の３年間の計画を皆様方に御意見を頂戴しながら策定したいと思

っております。委員の皆様方にはこれからいろいろとお世話になりますが，よろ

しくお願いいたします。簡単ではございますが，会議にあたりましての御挨拶と

させていただきます。 

 

【事務局】 

副市長は次の公務が控えておりますので，退席させていただきます。御了承

いただきますようお願いいたします。 

続きまして，事務局より報告させていただきます。 

 

【事務局】 

健康福祉政策課地域包括ケア推進室長の谷本と申します。よろしくお願いい
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たします。まず，お断りをさせていただきます。本策定委員会の会議録を作成

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。 

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。 

（資料確認後，「資料１ 鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会イメージ図」，「資料

２ 鈴鹿市付属機関の設置等に関する条例」，「資料３ 鈴鹿市高齢者施策推進

協議会規則」，「資料４ 鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会について」，「資料５ 

第１回鈴鹿市高齢者福祉計画検討委員会事項書」について説明。） 

 続きまして，委員自己紹介と委員長・副委員長の選任をさせていただきま

す。 

（委員→事務局の順で自己紹介） 

（委員・副委員の選任 ※委員長：貴島日出見氏，副委員長：西城英郎氏を

選任。） 

議事に入る前に，委員長から一言御挨拶をよろしくお願いします。 

 

【委員長（貴島）】 

 皆様こんにちは，委員長ということで，どうぞよろしくお願いします。昨日

は，海の日ということで，ソーシャルワーカーデーでした。医療ソーシャルワ

ーカー，精神保健福祉士，社会福祉士の３団体の方々と協議し，これからの人

口減少社会に向けての取組みをしていく中で，ソーシャルワーカーとしての関

わり等を考えていきたいと思います。 

 今回，そういった福祉の計画策定についての司会ということで，大変責任を

感じておりますが，どうぞよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 続きまして，西城様，よろしくお願いします。 

 

【副委員長（西城）】 

 ただいま，副委員長に指名されました，西城でございます。貴島委員長のも

と，また各委員の御協力によりまして，次年度高齢者福祉計画の策定に向けて

努力していきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

続きまして，事項書５「議事」に入りたいと存じます。鈴鹿市附属機関の設置

等に関する条例第５条第３項，鈴鹿市高齢者施策推進協議会規則第５条第５項
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により，委員長が議長となるとなっておりますので，ここからは貴島委員長に進

行をお願いいたします。 

 

【委員長（貴島）】 

それではただいまから議事に入ります。 

 まず，（１）「会議の公開について」，事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

ありがとうございます。本日は傍聴人なしということで進めたいと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

続きまして議事（２）「鈴鹿市高齢者福祉計画について」，事務局から説明を

お願いします。 

 

【事務局】 

（資料１０について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

今の説明について，委員の皆様から御意見，御質問はございませんか。 

では，このスケジュール案に基づきまして進めさせていただきたいと思いま

す。 

 

【委員長（貴島）】 

それでは引き続き，（３）「計画策定のスケジュールについて」事務局から説明

をお願いします。 

 

【事務局】 

（資料１１について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

資料１１に基づきまして説明していただきました。御質問，御意見はございま

せんか。また会議等ございますので，御予定をお願いしたいと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

それでは（４）「地域包括ケアシステムについて」，事務局より説明をお願い

します。 
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【事務局】 

（資料１２，資料１３について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。何か御意見，御質問はございませんか。 

 

【委員（青島）】 

先ほど御説明いただいた植木鉢のイメージ図ですが，今は葉と土の構成要素が

変わっていますよね。 

 

【事務局】 

今新しいバージョンが出ているのですが，それを手に入れることができません

でしたのでこれを使いました。 

 

【委員（青島）】 

大体の構成はこの通りですね。 

 

【事務局】 

そうです。 

 

【委員長（貴島）】 

こういった方向を持って高齢者福祉計画をつくっていかなければいけないと

いうことで，イメージ図を出していただきました。 

次に，（５）「高齢者福祉計画策定に関するアンケート調査結果他について」，

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

（資料１４，資料１５，資料１６について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。アンケート調査結果から重点課題の抽出をしていた

だきました。何か御質問，御意見，感想でも結構です。ございませんか。 

 

【委員（岩崎）】 

調査対象については，資料にも「６５歳以上の介護保険の被保険者で，介護保

険の要介護認定（要介護１～５）を受けていない方」となっています。現場で高
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齢者の方の実態を見ていますと，一人暮らしの方がどんどん増えています。一人

暮らしの皆さんの御意見もこの中にほぼ反映されているのだとは思いますが，

対象としてそういった絞り方はしたのですか。 

 

【事務局】 

対象につきましては，国が示している項目に併せております。その理由として

は，「見える化システム」といいまして，国が全国の自治体がアンケート調査結

果等を登録して，同規模市町村といった近隣以外の市町村と比べるシステムと

いうことで，それをアンケートに入れることとなっておりますので，それをもと

に対象を絞っております。一人暮らしの高齢者につきましては，確かに支援が急

務な高齢者でございます。そちらにつきまして，今回のアンケートは一人暮らし

の方に絞ってはおりませんが，アンケートの設問の項目の中で「一人暮らし」ま

たは「一人暮らしではないけれど日中独居」の方については把握しております。

それにより，どのような生活支援のニーズがあるのかというところは集計をか

け，分析をさせていただきます。 

 

【委員（岩崎）】 

特にこれからの高齢者の皆さん方のための福祉計画ということでつくってい

こうとする上においては，どんどん環境が変わってきているということがあり

ます。現場でも特に昨今でも起きていることは，災害要援護者台帳にも登録され

ていなくて，網掛けができていない方が亡くなられたりすることがあります。そ

ういった皆さん方を，日常的にその地域においてフォローできる体制も含めて

考えていかなければいけないと思っております。そういった皆さん方に対する

取組を，今回の計画の中に入れていかなければならないと思います。内容的には

一人暮らしの方の御意向もこの中に網羅されているということでよろしいです

か。 

 

【事務局】 

一人暮らしの方にもお聞きしております。数値としてはお見せできておりませ

んので，そちらについてはクロス集計等をさせていただき，委員の皆様に見てい

ただきたいと思っております。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。１９．１％の人が一人暮らしをしているということで

すので，この方々のアンケート結果を拾い出せば動向がわかると思います。 

ほかにはございませんか。 
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【委員（市川）】 

１３ページの「健康づくり・趣味等のグループ活動への参加について」につい

てです。地域包括ケアシステムの構築ということで，要支援や自立の方の住民同

士のグループ活動を積極的に進めようという国の施策があるところですが，「参

加したくない」という方が一定数おられます。その理由の中で，「その他」の割

合が高いと思います。「その他」の中の具体的な内容についてお聞かせいただけ

ればと思います。 

 

【事務局】 

「その他」の御意見につきましては集計中でございます。カテゴリごとにどの

ような理由があるのか，中には選択肢の項目と同じような記載をされている項

目もありますので，精査してお示しさせていただきたいと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

「その他」の中身については，括弧書きで理由を書くのですか。 

 

【事務局】 

調べて次回，回答させていただきます。 

 

【委員長（貴島）】 

ほかにございませんか。 

 

【委員（長谷川）】 

６ページの「地域包括支援センターについて」のところですが，まだまだ地

域包括支援センターの認知度が低いと実感します。実際に地域包括支援センタ

ーではいろいろな活動をされていると聞きます。まだまだ認知度が低いという

ところでは，鈴鹿としての特徴なのでしょうか。こういった認知度を近隣市と

比較はできるのですか。その辺のデータはないのでしょうか。 

 

【事務局】 

そういった数値の取り方はしていません。 

 

【委員（長谷川）】 

計画を立てるにあたり，これは全国的なデータもあるのであればまたお知ら

せいただきたいと思います。認知度が低いといったところを改善していく手立
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てがあるのかというところも議論していけるとよいと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。 

 

【委員（玉田）】 

３ページの「外出の移動手段について」のところで，私の認識不足なのかもわ

かりませんが，鈴鹿市でコミュニティバスが回っていますよね。あれは一部の地

域だけですか。 

 

 

【事務局】 

市バスです。鈴鹿市広域の不便なところを回っています。 

 

【委員（玉田）】 

高齢の認知症の方もこれからどんどん増えてきて，認知症による交通事故につ

いても今後考えていかなければいけないことの一つだと思います。ここの中で

いうと，「自動車」「自転車」というところが移動手段になってくると思います。

自転車になると，転倒，骨折というリスクも上がってくるので，コミュニティバ

スなり交通手段というものを鈴鹿市としてももう少し考えていかなければいけ

ないと思います。広域にもう少し本数を増やすなど，施策の中に入れていってほ

しいと思います。 

 

【事務局】 

公共交通に関して，鈴鹿市の公共交通の部局は都市計画も担っております。

そちらとの話の中では，やはり公共交通に何らかの形で市民がタッチできるよ

うな形にするということが大きな目標になっております。大体５００ｍメッシ

ュで自転車であれ，バスであれ，電車であれ，乗れるような形になっており，

それを含めて行っているのが今の状況であります。ただやはり，それでよいと

は感じておりません。バスの事業者さんについては，やはり乗っていただかな

いと維持できないというところもあり，いろいろな問題が絡みます。問題を意

識していかなければいけませんので，庁内ワーキングの中では，公共交通施策

の部局を入れて，何ができるかということをまず考えていくという形になって

くると思います。 

 

【委員（青島）】 
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アンケートについてお伺いします。現行の高齢者福祉計画は，介護保険事業

計画のときにアンケート調査をして，それでこのようなことがあり，この計画

を立てましたという定義になっているのかと思います。今回の高齢者福祉計画

は，この２，０００のアンケートをもとに行うものなのか，それとも介護保険

事業計画とは別にさらにアンケートを行うものなのか教えてください。 

 

【事務局】 

介護保険事業計画と高齢者福祉計画は，リンクさせて計画を立てるようになっ

ております。アンケート調査についても，鈴鹿市第７期介護保険事業計画のアン

ケートをそのまま使う形になります。 

 

【委員（青島）】 

高齢者福祉計画のアンケート「配布数２，０００」とありますが，それが今聞

いている報告にあたるのですか。 

 

【事務局】 

介護保険事業計画のアンケート調査の結果をこちらに反映させております。 

 

【委員（青島）】 

今課題も出てきており，重点施策という話になっていると思いますが，基礎資

料についてはこの「２，０００」を使うということですか。介護保険計画はもっ

とアンケート数をとっているということで，現高齢者福祉計画の３４ページに

これも使うと載っていますが，基本的にはあまり使わないということですか。 

 

【事務局】 

基礎となる数字は，基本的に鈴鹿市のものを挙げて作成したいと考えておりま

す。分けられるところと，分けられないところがあるので，精査しながら進めて

いきたいと思います。 

 

【委員（青島）】 

今回報告いただいたアンケートが全てではないということですね。 

 

【事務局】 

今回，鈴鹿亀山地区の広域連合というところで４種類ほどアンケート調査を行

いました。その中で，鈴鹿市の高齢者福祉に直結する部分でのアンケートの集計

ができましたので，それについて報告させていただきました。要介護認定を受け
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ておられる方の対象や，サービス事業所の調査，またケアマネジャーの調査もあ

るのですが，そちらはどちらかというと介護保険事業計画の分析に使う資料で

あると考えております。ただ，広域連合の計画と，今回の高齢者福祉計画につい

ては連携を図っていくところでございますので，分析の際にこちらのほうに書

かなければいけないとなった際には，その結果も含めて御報告させていただき

ます。 

 

【委員長】 

今回のこの調査は，要介護認定の方々を除くということになっておりますの

で，元気な高齢者あるいは要支援の方は入っているということです。１，４５１

通返ってきた中に要支援の方と元気な方の区別はできるのですね。 

 

【事務局】 

はい。 

 

【委員長（貴島）】 

結果としては当然の結果が出ていると思います。一人暮らしになれば何らかの

形で支援が必要になってくるという形になっています。地域包括支援センター

というのは，どちらかというと要支援者の担当ですが，実際介護で困っている方

やそちらの方に目が向いております。元気な方々について，どこまで地域包括と

つながりがあるかと思えば，やはり２割程度なのかなと思います。結果から見る

と，元気な方を元気なうちにどれだけ地域包括などにつなげる仕組みをつくる

かということが，調査から浮かんできたと思います。 

アンケートの結果から，重点課題につなげていかなければいけませんし，アン

ケートの中で出てきたことを次の計画の中で実現可能なものにしていくという

作業が出てきます。そういった視点で，資料１６につきまして，何か御意見はご

ざいませんか。 

資料１４ではアンケートの結果について書いてありますが，一般高齢者では

何％といった形で出ております。今回１，４５１通のうち，一般高齢者が半数，

それ以外が半数といった割合になっていると思います。もう少し全体像を示し

たような数値の方が分かりやすいのかと思います。例えば，「イエス」「ノー」で

区切り，「イエス」の人たちだけにアンケートした設問がありますよね。その人

たちから得られたパーセンテージが出てきます。もとのところで区切っていま

すから，パーセンテージとしては高く出るのですが，回答数としては少なくなり

ます。そのあたりで，パーセンテージの数字が出たものが，アンケート調査結果

の中に出ているのかどうか私も確認はできなかったのですが，そういったこと
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であれば，数値が正確に理解されないと思います。 

 

【事務局】 

委員長がおっしゃられたように，細かく課題を分析する際には，今回のアンケ

ート調査の１，４５１通の中の何％なのかという数値として見るのが適切なの

か，それとも該当設問の枝問のパーセンテージを見ていくのが適切なのかとい

うところについては，しっかりと分析する必要があると思います。 

 

【委員長（貴島）】 

ほかにはございませんか。 

時間の限りもございますので，ただいまの資料については以上とさせていた

だきます。 

 

【委員長（貴島）】 

それでは（６）「鈴鹿市高齢者福祉計画策定業務スキームについて」，事務局か

ら説明をお願いします。 

 

【事務局】 

（資料１７について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。説明にありました計画策定のスキームにつきまして，

御意見，御質問はございませんか。 

 

【委員（青島）】 

この辺が重要というところで，地域福祉計画検討委員会で行政課題などから話

のすり合わせを行っているということがよく分かりますし，とても大事なこと

だと思います。基本的なところですが，介護保険事業計画が上位計画にあるとい

うことで，計画ができる順番ですが，これはどちらが先ですか。 

 

【事務局】 

事業計画とは平行して作成しておりますので，どちらが先ということはありま

せん。 

 

【委員（青島）】 

分かりました。 



12 

 

【委員長（貴島）】 

アンケート結果を見ておりまして，これは高齢者計画というよりは地域福祉計

画といってもよいくらいではないかというイメージを持ちました。 

 ほかにはございませんか。 

 

【委員（岩崎）】 

７番の「事業の進捗状況の評価」というのは，現行で取り組まれている計画に

対して行うということですか。 

 

【事務局】 

庁内委員会を行い，その中で進捗状況について評価をした上で，その結果に

ついてこちらの策定委員会のほうでお示ししたいと思います。 

 

【委員（岩崎）】 

６回くらい策定委員会が予定されておりますが，何回目くらいでその話をして

いただけますか。 

 

【事務局】 

次回には結果をお示ししたいと思います。 

 

【委員（岩崎）】 

ありがとうございます。 

 

【委員長（貴島）】 

資料の中にも記載されております。８月下旬の第２回策定委員会のところで

「現計画の検証」ということで挙げてあります。それに先立って庁内委員会で検

討されたものがこちらに挙がってくると考えております。 

 ほかにはございませんか。 

 

【委員（青島）】 

資料１７の中で，今はどの辺りなのでしょうか。 

 

【事務局】 

６と７に少し入っているところです。 

 

【委員長（貴島）】 
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高齢者福祉計画，介護保険事業計画もありますが，アンケートにもありますよ

うに，高齢者福祉計画については元気な高齢者を念頭においてこの計画がつく

られていうというイメージでよいでしょうか。 

 

【事務局】 

そうともいい切れない部分もあります。確かに調査の対象としてはそういわ

れる方たちなのですが，ほかにも高齢者の方に対する施策の目標や必要な事業

などを決めていく計画でもあります。その辺も踏まえ，高齢者といわれる方たち

の計画として作成していくものであると思います。元気な高齢者だけではなく，

そうでない方たちについても記載していくことになると思います。 

 

【委員長（貴島）】 

要支援，要介護１といった方々まで含めてということをイメージすればよいの

かと思います。暮らしですので，介護が必要な状況になる場合もあると思います

し，そこからまた自立される場合もあります。医療が必要な場合や，またそこか

ら回復される場合もあります。それらを踏まえての高齢者の方々の計画という

ことですね。 

スキームでは今，６，７のところです。次回，アンケートの分析が終わり，庁

内委員会の評価も出てきて，それから１の「国の高齢者をめぐる現状と課題」や

「第７期介護保険事業計画の国の方針，制度改正」を重ね併せながら，高齢者福

祉計画を策定していく流れになると思います。全体的な流れについてはよろし

いでしょうか。 

今日予定されておりました事項については以上です。説明を受けるというこ

とが主体で議論にはなかなかいきませんでした。 

では，その他について，何かございますか。 

 

【事務局】 

（次回会議の日程の説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ほかにはございませんか。 

 

【委員（青島）】 

アンケート調査を基礎資料としながら計画を立てることになるのですが，郵送

して回収して，回収できなかったところについては何も問題がないというわけ

ではないと思います。高齢者になってくると，送られたものを返すということが
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できないことがあります。返せない人たち，返さない人たち，そちらに何かしら

課題が隠れていることがあると思います。私どもが関わるケースはほぼそうい

ったケースです。その辺をどうしていくのかはアンケートでは出ない部分なの

でその辺も含めて検討していただけたらと思います。 

 

【事務局】 

策定委員さんの中には，ケアマネジャーさんなどもいらっしゃいますので，

現場の声を反映していけるように，また御意見をいただきたいと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

少し時間を過ぎてしまいましたが，最後に副委員長からひと言お願いしま

す。 

 

【副委員長（西城）】 

次期の鈴鹿市高齢者福祉計画を策定する目的としては，健康寿命をいかに永ら

えるかということ，また要介護状態にならないためにどうするのか，そのための

高齢者福祉計画だと思っております。介護状態にならないためにはどうしたら

よいのか，また，認知症対策も当然必要です。鈴鹿市の元気な高齢者，あるいは

要介護状態でない高齢者に対して，鈴鹿市独自の地域包括ケアシステムをどの

ようにしてつくっていくのかということを計画の中に入れることになると思い

ます。そのために，平成２７年度から２９年度の福祉計画がうまく実施されたと

ころと，改善しなければいけないのではないかという問題点の抽出をいただき

たいと思います。それからアンケート調査がいかに福祉計画に反映してくるか，

特にこの資料１６の課題をどう改善していくか，この問題についていかに取り

組んでいくのかに尽きると思います。主に要介護にならないためには，やはり運

動機能，認知症のケアが大きなポイントになろうかと思います。認知症にならな

いために，あるいは認知症の早期発見・早期対応が次年度の重点課題だと認識し

ております。またじっくり読ませていただいて次回に備えたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。 

 以上，議事も終わりましたので，進行を事務局にお返ししたいと思います。 

【事務局】 

本日はお忙しい中，委員の皆様には，多数の御意見をいただきまして誠にあり

がとうございました。次期計画では，高齢者の生活全般にわたる課題を，地域の
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あらゆる資源を活用しながら向き合っていくことが今まで以上に求められてい

ると思っております。このことを認識して，より幅広く各方面の皆様方に御意見

等いただきながら計画を策定してまいりたいと考えておりますので，今後皆様

方には御協力，御理解をいただきますようお願いします。 

それでは，第１回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会を終了します。本日はど

うもありがとうございました。お疲れ様でした。 


