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鈴鹿市高齢者福祉計画検討委員会について 

                              

１ 鈴鹿市高齢者福祉計画検討委員会 

 鈴鹿市庁内委員会規則に位置づけられる庁内委員会として，「鈴鹿市高齢者福祉

計画検討委員会」を設置し，各課の計画及び事業の中で実施している，高齢者に関

する取り組みと鈴鹿市高齢者福祉計画との整合性を図る。 

 

２ 鈴鹿市高齢者福祉計画検討委員会構成課 

危機管理部 防災危機管理課 避難行動要支援者に関すること 

危機管理部 交通防犯課 防犯，交通安全に関すること 

政策経営部 総合政策課 総合計画との整合に関すること 

地域振興部 地域協働課 高齢者が暮らしやすい，地域づくりに関す

ること 

地域振興部 人権政策課 人権啓発活動に関すること 

文化スポーツ部 文化振興課 生涯学習に関すること 

文化スポーツ部 スポーツ課 高齢者スポーツに関すること 

環境部 環境政策課 生活環境に関すること 

環境部 廃棄物対策課 高齢者の廃棄物政策に関すること 

健康福祉部 健康福祉政策課 地域福祉・高齢者福祉等全般に関すること 

健康福祉部 保護課 生活困窮者自立支援に関すること 

健康福祉部 長寿社会課 高齢者施策に関すること 

健康福祉部 障がい福祉課 高齢者の障がい施策に関すること 

健康福祉部 健康づくり課 高齢者の健康づくりに関すること 

産業振興部 産業政策課 高齢者の就労に関すること 

産業振興部 農林水産課 高齢者の就農による介護予防に関すること 

土木部 道路保全課 道路のバリアフリーに関すること 

都市整備部 都市計画課 バリアフリーの都市政策及び，交通施策に

関すること 

都市整備部 住宅政策課 市営住宅，空き家対策に関すること 

教育委員会 教育指導課 福祉教育の推進に関すること 

消防本部 消防課 高齢者への救急医療活動に関すること 

計 21課   

事務局 健康福祉政策課  
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第１回鈴鹿市高齢者福祉計画検討委員会事項書 

 

                日時 平成 29 年 7 月 7 日（金）10：00～ 

                場所 本館 12 階 1201 会議室 

 

 

1. あいさつ  

 

 

 

2. 検討委員会自己紹介，事務局紹介 

 

   

 

3. 鈴鹿市高齢者福祉計画検討委員会について 

 

 

 

 

4. 鈴鹿市高齢者福祉計画策定について 

 

 

 

 

 

5. 計画策定スケジュールについて 

 

 

 

 

 

6. アンケート調査結果について 

 

   

 

 

 

7. その他 

 

 

 

 

次回ワーキング会議日程 平成 29 年 9 月中旬 
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構成区分 氏名

学識経験者 貴島
キジマ

　日出見
ヒ デ ミ

医療関係者 西城
サイジョウ

　英郎
ヒ デ オ

医療関係者 笠井
カ サ イ

　方
マサ

尋
ヒロ

保健福祉関係者 樋口
ヒ グ チ

　径
ミチ

子
コ

保健福祉関係者 岩崎　光春
イワサキ　ミツハル

保健福祉関係者 玉田
タマダ

　香
カオリ

保健福祉関係者 出口　幸一
デグチ コウイチ

保健福祉関係者 青島
アオシマ

　秀和
ヒデカズ

保健福祉関係者 市川
イチカワ

　陽子
ヨ ウ コ

市民公募 桶本
オケモト

　文広
フミヒロ

市民公募 長谷川
ハ セ ガ ワ

　玲子
レ イ コ

事務局 健康福祉政策課

鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会

鈴鹿亀山地区老人福祉施設協会

鈴鹿市老人クラブ連合会

鈴鹿亀山地区介護支援専門員協会

鈴鹿西部地域包括支援センター

鈴鹿市社会福祉協議会

鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会委員名簿（敬称略・順不同）

団体名

学校法人鈴鹿医療科学大学

鈴鹿市医師会

鈴鹿歯科医師会
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審議会等の会議の公開に関する指針 

 

１ 趣旨 

  この指針は，鈴鹿市情報公開条例（平成 13 年鈴鹿市条例第 29 号。以下｢条例｣という。）

第 37 条の規定に基づき，附属機関及びこれに類するもの（以下「審議会等」という。）

の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 対象とする会議 

  この指針の対象とする審議会等の会議は，地方自治法第 138 条の４第 3 項の規定に基

づき設置された附属機関及び附属機関以外の会議（鈴鹿市意見聴取等のための会議に関

する規程及び鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規程に規定する会議）

とする。 

 

３ 会議の公開の基準 

  審議会等の会議は，原則として公開する。 

ただし，次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは，この限りでな

い。 

(1) 条例第７条各号に定める非公開情報が含まれる事項について審議，審査，調査等を

行う会議を開催する場合 

(2) 会議を公開することにより，当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずる

と認められる場合 

 

４ 公開・非公開の決定 

(1)  審議会等は，３に定める公開の基準に基づき，当該審議会等の会議の一部又は 

全部の公開・非公開を決定する。  

(2) 審議会等は，会議を公開しないことを決定した場合には，その理由を明らかにしな

ければならない。  

 

５ 会議開催の事前公表 

  審議会等の会議を開催するに当たっては，広報誌，掲示板等の活用により，次の事項

を周知するとともに，当該会議の開催の１週間前までに，第１号様式を用いて総務課に

依頼し，本市ホームページに掲載するものとする。 

  ただし，会議を緊急に開催する必要が生じた場合は，この限りでない。 

(1) 会議の名称 

(2) 会議の開催日時 

(3) 会議の開催場所 
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(4) 予定議題 

(5) 公開・非公開（非公開のときはその理由） 

(6) 傍聴者の定員 

(7) 傍聴の申込み方法 

(8) 問い合わせ先 

 

６ 会議の公開方法 

(1) 審議会等の会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めること

により行う。 

(2) 審議会等を公開で行う会議においては，傍聴を認める定員をあらかじめ定め，会場 

に一定の傍聴席を設けるものとする。 

また，傍聴者に会議資料（条例第７条各号のいずれかに該当する非公開情報が記載 

されている部分を除く。）を配布するよう努めるものとする。 

(3) 審議会等の会長等は，会議を公正・円滑に運営するため，会場の秩序維持に努める 

ものとする。 

(4) 審議会等の会長等は，報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

 

７ 会議等の結果の公開 

(1) 審議会等は，開催した会議の議事録又は議事概要（以下「議事録等」という。）を速

やかに作成するものとする。 

(2) 審議会等は，議事録等に会議で配布した資料，委員名簿等を添え，第２号様式を用

いて総務課に依頼し，情報公開コーナーでの閲覧に供するとともに，本市ホームペー

ジに掲載するよう努めるものとする。 

 

８ その他 

  この指針に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

９ 附則 

  この指針は，平成 14 年６月１日から施行する。 

  附則 

  この指針は，平成 27 年 11 月 30 日から施行する。 

  附則 

  この指針は，平成 28 年４月１日から施行する。 
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鈴鹿市高齢者施策推進協議会傍聴要領 

 

１ 傍聴の手続 

  会議を傍聴しようとする者は，会議の開始 5 分前までに，受付で傍聴券の

交付を受け，係員の指示に従って，入室しなければなりません。 

２ 傍聴の定員 

 傍聴席は，一般席及び報道関係者席に分け，その席数は，それぞれ５席とし

ます。ただし，傍聴希望者が定員を超過した場合は，抽選により決定します。 

３ 傍聴席に入ることができない者 

 次に該当する者は，傍聴席に入ることができません。 

 (1) 銃器その他危険なものを所持している者 

 (2) 酒気を帯びていると認められる者 

 (3) 張り紙，ビラ，旗の類を所持している者 

 (4) 笛，ラッパ，太鼓その他楽器の類を所持している者 

 (5) 前各号に定めるもののほか，会議を妨害し，又は人に迷惑を及ぼすと認

められる者 

４ 傍聴者の守るべき事項 

 すべての傍聴人は，次の事項を十分理解した上で，傍聴しなければなりませ

ん。 

(1) 一切の発言はできません。 

 (2) 飲食又は喫煙はできません。 

 (3) 写真，ビデオ等の撮影又は録音はできません。ただし，特に議長の許可

を得た場合はこの限りではありません。 

 (4) 携帯電話，モバイル端末等の使用はできません。ただし，特に議長の許

可を得た場合はこの限りではありません。 

 (5) 前各号に定めるもののほか，すべての係員の指示に従うものとします。 

５ 傍聴者の退室 

傍聴者は，議長が会議の進行に支障があると判断した場合又は傍聴者がこの

要領に定める事項に従わない場合で，議長から退室の指示があったときは，直

ちに退室しなければなりません。 

６ その他 

 この要領に定めるもののほか，委員会の傍聴に関し必要な事項は，議長が委

員会に諮って定めるものとし，傍聴者はそれに従うものとします。 

  附 則 

この要領は，平成 29年 3月 17日から施行します。 
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