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鈴鹿市高齢者施策推進協議会開催のお知らせ 

 

 次のとおり開催しますので，お知らせします。 

なお，傍聴を希望される方は，担当課まで問い合わせ願います。 

 

１ 会議の名称   鈴鹿市高齢者施策推進協議会（鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会） 

２ 日    時  平成 29年 7月 18日 火曜日 13時 30分から 

３ 場    所  鈴鹿市役所別館第 3 2階北会議室 

４ 予定議題    会議の諸規定，日程及び協議検討事項について 

５ 公開・非公開  公開 

６ 傍聴者の定員  5人 

７ 傍聴の申込み方法 当日受付，先着順 

及び遵守事項   

８ 担当課     健康福祉部健康福祉政策課 電話 059-382-9012 

 

 

 

   議事録又は議事概要の作成について 

 

 議事録又は議事概要は，会議の名称，開催日時及び場所を記載し，議事の内容については，

発言内容が分かるようにしてください。 

 

【作成例】 

       第○回 鈴鹿市○○協議会議事録 

日時 平成○○年○○月○○日  

午後○○時～○○時まで 

場所 市役所庁舎 ○○○室 

○○ ・・・・・・・・・。 

×× ・・・・・・・・・。 

△△ ・・・・・・・・・。 

○○ ・・・・・・・・・。 

□□ ・・・・・・・・・。 

 ： 

 ： 

 

●記載様式の例示 

① 発言者名＋発言（逐語） 

② 発言者名＋発言（要旨） 

③ 発言者符号＋発言（要旨） 

④ 発言毎の要旨，等 
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鈴鹿市高齢者福祉計画の策定について 

 

１ 高齢者福祉計画 

高齢者福祉の目標及び方向性を明らかにし，それらの実現に向けた方策を定める計画

として，老人福祉法第 20条の 8に規定される。 

将来必要な高齢者福祉サービスの目標量を明らかにし，その提供体制を計画的に整備

することをその内容とし，策定が義務付けられているものである。 

２ 現行計画（鈴鹿市高齢者福祉計画） 

(1) 計画期間：3年間（平成 27年度から平成 29年度） 

(2) 上記の，内容に加えて，現行計画では，地域包括ケアシステム構築を推進するた

めの基本理念，施策の方向性と実施事業を記載している。 

(3)  鈴鹿亀山地区広域連合が策定する，介護保険法第 117 条に規定される「介護保

険事業計画」と一体のものとして作成されている。 

３ 次期鈴鹿市高齢者福祉計画の策定 

(1) 現行計画の終了年度（29年度）にあたり次期計画を策定。 

(2) 計画期間：3年間（平成 30年度から平成 32年度） 

(3) 策定スケジュール概要（会議等） 

時期 会議 内容 

７月７日 第１回検討委員会 アンケート調査・現計画の検証 

７月１８日 第１回策定委員会 

会議の運営に関する事項 

アンケート調査の結果報告 

現計画の状況報告 

８月下旬 第２回策定委員会 

体系の検討 

現計画の検証 

地域包括ケアシステム等新事業の検討 

９月中旬 第２回検討委員会 課題の整理と方向性 

１０月上旬 第３回策定委員会 課題の整理と方向性 

１１月上旬 第３回検討委員会 素案の検討 

１１月下旬 第４回策定委員会 計画素案の策定 

１２月中旬 第５回策定委員会 
計画素案の策定 

パブリックコメントの実施 

12月中旬 行政経営会議 計画素案の審議・決定 

12月中旬 
12月議会 

（全員協議会） 
市議会への報告・説明 

１月初旬～２月初旬 パブリックコメント  

２月中旬 第４回検討委員会 パブリックコメント対応・最終修正 

３月上旬 行政経営会議 最終案の審議・決定 

３月上旬 第６回策定委員会 計画の策定 
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(4) 策定スケジュール概要（事務局作業） 

時期 内容 

７月上旬 現状把握及び課題分析 

８月中旬 体系の検討 

９月上旬～１１月中旬 

基本目標検討 

包括ケア推進に向けた取組の検討 

事業の検討 

１２月上旬 素案作成 

２月下旬 最終案作成 

 

(5) 策定作業：平成 29年度（鈴鹿市高齢者施策推進協議会委員と公募委員からなる策

定委員会を設置） 

(6) 次期計画開始：平成 30年 4月 
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上旬
中旬
下旬
上旬
中旬 委員の公募
下旬 入札 （5/20広報すずか）
上旬 打合せ 締切：6/5
中旬 委員選出依頼 公募委員決定
下旬 打合せ
上旬
中旬
下旬 会議録の作成
上旬 打合せ 会議録の確認
中旬 ホームページ掲載
下旬
上旬 打合せ 会議録の作成
中旬 会議録の確認
下旬 ホームページ掲載
上旬
中旬 打合せ 会議録の作成
下旬 会議録の確認
上旬 ホームページ掲載
中旬 広報掲載依頼
下旬 （11/20頃） 会議録の作成
上旬 打合せ 会議録の確認
中旬 ホームページ掲載
下旬 会議録の作成
上旬 会議録の確認
中旬 ホームページ掲載
下旬
上旬 打合せ
中旬 対応案作成
下旬
上旬
中旬 会議録の作成・確認
下旬 ホームページ掲載

３月

１２月

１月
（1/5広報すずか）

２月

第６回策定委員会（3/上旬）
最終案まとめ

１１月

その他

４月

５月

会議録

６月

７月

８月

９月

１０月

第１回検討委員会(7/7）
会議について，策定スケジュー
ル，アンケート調査の結果報告

第２回検討委員会（9/中旬）
課題の整理と方向性の検討

計画素案，市長・副市長説明
行政経営会議
（計画素案の審議・承認）
１２月議会全員協議会説明
県との調整

現計画進捗状況等調査結果
の整理

5/2行政経営会議で計画策
定を承認

鈴鹿市高齢者福祉計画策定スケジュール(案）
コンサル 検討委員会 策定委員会 パブリックコメント

最終案，市長・副市長説明
行政経営会議
（最終案審議・承認）
県への報告

パブリックコメ
ント受付期間

第３回検討委員会（11/上旬）
素案検討

第４回検討委員会（2/中旬）
パブリックコメント対応，最終修正

第１回策定委員会(7/18)
会議について，策定スケジュー
ル，アンケート結果報告

第２回策定委員会（8/下旬）
体系の検討，現計画の検証

第３回策定委員会（9/下旬）
課題の整理と方向性

第４回策定委員会（11/下旬）
素案検討

第５回策定委員会（12/中旬）
素案検討
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