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第２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８月 22日（火）13：30～ 

                 場所：本館 12階 1201会議室 

 

出席委員：10名  

 貴島 日出見（会長），西城 英郎（副会長），長谷川 玲子，桶本 文広， 

市川 陽子，青島 秀和，笠井 方尋，岩崎 光春，玉田 香，出口 幸一 

 

欠席委員：１名 

 樋口 径子 

 

事務局：９名 

 近藤 昌洋（健康福祉部 部長），坂 良直（健康福祉政策課 課長）， 

谷本 吉隆（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（健康福祉政策課 地域包括ケア推進室）， 

佐藤 弘樹（長寿社会課 課長），市川 英二（長寿社会課 長寿社会Ｇ  

ＧＬ），伊藤 京子（鈴鹿市健康づくり課 課長），大川 祐希（株式会社名豊） 

 

１ 健康福祉部長あいさつ  

２ 議事 

（１）会議の公開について 

（２）今期鈴鹿市高齢者福祉計画の進捗状況と課題について 

（３）総人口，高齢者人口及び介護認定者の推移について 

（４）次期鈴鹿市高齢者福祉計画の体系骨子案について 

（５）その他 

 

【事務局（坂）】 

本日はご多忙のところ第２回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会にご出席を

いただきありがとうございます。 

私は本日の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で

す。よろしくお願いします。 

はじめに事項書１番，鈴鹿市健康福祉部長の近藤昌洋よりあいさつ申し上げ

ます。 
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【事務局（近藤）】 

鈴鹿市健康福祉部長の近藤でございます。平素は，鈴鹿市の高齢者施策に対

して御支援，御鞭撻をいただき，厚く御礼申し上げます。鈴鹿市高齢者福祉計

画策定委員会の開催に際して，一言あいさつ申し上げます。 

本計画と一体となって策定される「第７期介護保険事業計画」の基本方針に

おいて，国は自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進，

医療・介護の連携の推進等，地域共生社会の実現に向けた取組の推進等といっ

た，地域包括ケアシステムの構築をさらに推し進める内容を打ち出しており，

介護保険事業計画と一体となって策定される次期鈴鹿市高齢者福祉計画につ

いても,市民の皆様が住み慣れた地域で最後まで過ごしていただくための多様

な施策の展開について，さらに取組を充実させるよう，議論を進めていく必要

があります。 

今回の委員会では，今期鈴鹿市高齢者福祉計画進捗状況と課題として，高齢

者福祉計画の関係各課が計画を事業として実施する中で課題となっているこ

とを調査し，その結果をとりまとめた調査票をもとに，委員の皆様のそれぞれ

の立場で忌憚の無い御意見や御提案をいただければと考えています。 

また，次期計画の骨子等についても説明をさせていただく予定ですので，よ

ろしくお願いします。以上，簡単ではございますが，私からのあいさつとさせ

ていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局（坂）】 

 続いて，事務局より報告をさせていただきます。 

 

【事務局（谷本）】 

皆さん，こんにちは。健康福祉政策課，地域包括ケア推進室長の谷本です。

よろしくお願いします。 

はじめに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

めに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，御了承賜りますよう

お願いいたします。また，委員の皆様の発言の時に議事録作成の関係で発言の

冒頭にお名前を名乗っていただき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」第７条の規定により，本会

議は委員の 1/2以上の出席で成立することとなります。本日は委員 11名のう

ち 10 名の御出席を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，本日の資料の確認をさせていただきます。 
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（資料の確認） 

続きまして，事項書２番目，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項により，委員長が議長となるとなっております。ここか

らは貴島委員長に進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

【委員長（貴島）】 

 皆さん，こんにちは。今日もよろしくお願いします。 

先程のあいさつの中にもありましたが，今回の策定委員会の次期計画に反映

させる多様な意見をいただきたいということです。ぜひ多くの御意見をお願い

したいと思います。 

それではまず事項書（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（谷本）】 

（会議の公開について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

公開で構わないと思いますが，委員の皆様もよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

（傍聴人１名入室） 

 

【委員長（貴島）】 

 引き続き，会議の公開について，御説明をお願いします。 

 

【事務局】 

（会議の公開について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。議事の公開について，委員の皆様，よろしいでし

ょうか。 

続いて，事項書（２）今期鈴鹿市高齢者福祉計画の進捗状況と課題について

です。事務局より資料について，説明をお願いします。 

 



4 

 

【事務局（大川）】 

（前回の委員会で質問のあった，ひとり暮らしの方の集計及び地域活動につい

ての参加，その他意見の内容についての集計報告説明） 

 

【事務局（谷本）】 

（資料２について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

 ありがとうございました。それでは資料２の進捗状況についてですが，皆様

には読んできていただいたということを前提に，先程コンサルの方からも説明

がありましたが，追加の資料の説明も含めて，これについて，何か御質問や御

意見があれば，お願いします。 

 

【委員（岩崎）】 

先程御説明をいただいたところですが，このひとり暮らしの皆さん方は持ち

家なのか，あるいはアパートなのか，マンションなのか，そのような区分はあ

りましたか。 

 

【事務局（大川）】 

 あったと思います。 

 

【委員（岩崎）】 

私ども，民生児童委員や主任児童委員が活動している中で，アパートやマン

ションに住まわれている方は，外に出ていただくことが難しい部分があります

ので，そういった区分があったのかどうかをお尋ねしたかったです。なければ

構いません。 

 

【事務局（谷本）】 

 資料を確認して，会議中に分かれば回答させていただきます。 

 

【委員（岩崎）】 

それがどのようになっているのかがあることにより，力を注がないといけな

いとなるかと思いますので，よろしくお願いします。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。その関連ですが，先程の説明の中の問５，現在のお
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住まいにこれからも住み続けたいと思いますかという選択肢について，ここの

選択肢は持ち家かどうかでやはり影響が出るという選択肢だと思います。 

 この進捗状況は非常にページ数が多くて，課題も委員の立場でどのように答

えればよいのかという内容の点も多くあったと思います。 

どなたか，御質問等があれば，お願いします。 

 

【委員（長谷川）】 

３ページの地域包括支援センターの機能強化についての設問になります。随

分前から課題として，毎回挙げられているところですが，具体的になぜ強化な

のかというところで，どのように考えていく必要があるのでしょうか。例えば，

地域包括支援センター数がこれでよいのか，地域割りがこれでよいのか，それ

から人員がもっと必要になるのかについてです。鈴鹿の場合は，地域包括支援

センターを法人に委託している現状がありますが，行政機関との連携や強化が

どうなのかというところが必要になるのかというところで，どのように進めて

いくのがよいのか，担当課としては考えていけるのではないでしょうか。 

 

【事務局（前川）】 

第７期の介護保険事業計画を策定するにあたり，地域包括支援センターの機

能強化ということで，今までの担当区域の枠組からもう少し地域包括ケアの体

制を確立できる，体制を強化できるような担当分けも視野に入れながら考えて

います。さまざまな介護保険事業計画の策定委員からも意見をいただきなが

ら，今後，その点も考慮に入れて，策定作業を進めていきたいと考えています。

ただ，現段階の地域割りがベストというわけではなく，第７期を策定する際に

あわせて，そのあたりの区分けも検討していきたいと考えています。 

 

【委員（長谷川）】 

圏域の区分けは，入り組んだ地域がある等，問題点が多くあるため，これだ

け地域包括支援センターの役割がますます増えていく中で考えていかなけれ

ばいけないことは何かを整理していく必要があると思っています。 

 

【委員長（貴島）】 

 ありがとうございました。 

 

【事務局（前川）】 

アンケート結果でも，身近に相談できる窓口を増やしてほしいという結果も

出ています。そのようなアンケートに基づいて，考えていきたいと思っていま
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す。 

 

【委員（長谷川）】 

もう１つ，実績のところで窓口となるブランチを設置したとありますが，こ

れは具体的にどのようなものをどこの地域に設置したのでしょうか。 

 

【事務局（前川）】 

 鈴鹿西部包括支援センター，西部圏域の加佐登地区にブランチを１か所設置

させていただきました。平成 29年４月からオープンしています。 

 

【委員（長谷川）】 

ありがとうございました。 

 

【委員（市川）】 

私は，ブランチがある地域包括支援センターを受け持っています。現状とし

て，加佐登に１か所あり，人員は１名です。山間部の方は，平田にある鈴鹿西

部地域包括支援センターまで来るより，加佐登のスーパーへ買い物に来たつい

でにちょっと寄れるという利点があります。最近では，多くの地域の方に立ち

寄っていただけるようにはなってきました。ただ，急にふらっと立ち寄ってい

ただいた時に，１名体制のため，いないと困る時があります。実際に，高齢者

の方の困りごと相談の大半が，介護保険の相談にそのまま移っていきます。ブ

ランチは，総合相談という窓口機能しか持っていません。いざサービスを使お

うと思うと，西部地域包括支援センターの職員が，その方の家まで行かなけれ

ばいけないことが発生しています。迅速なサービスに繋がり，身近なところで

相談ができるようになったメリットはありますが，相談に来ていただいた方を

そのまますぐ契約まで持っていけない困ったところが出て来ている事実があ

ります。 

１名体制のため，せっかく来ていただいてもいなかったというクレームも結

構いただいています。そのあたりも課題かなと感じているところです。 

 

【委員長（貴島）】 

ブランチはできたが，もう少し連携の強化という意味では人員配置について

考えてほしいという声でした。あくまで地域包括支援センター，地域包括ケア

については資料１，２，３に関連してありますが他にいかがでしょうか。 
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【委員（岩崎）】 

５ページに，民生委員についてさまざまに記載していただいています。民生

委員児童委員協議会では，市や社会福祉協議会と連携をしながら，取組をさせ

ていただいています。環境づくりということで御協力をいただき，活動しやす

い環境整備を進めさせていただいています。ここの一番下に書いてあります

が，幅広い世代の市民が関心を持てるような内容・周知方法を検討する必要が

あるとあります。ここの部分は，以前から私もお話させていただいていますけ

れども，分かりやすい福祉に関する広報活動も含まれているという理解でよろ

しいでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

その考え方が含まれています。 

 

【委員（岩崎）】 

ありがとうございます。 

 

【委員（青島）】 

すごく各課で課題がありますね。書いてある内容がストラクチャーとプロセ

スによっていますが，アウトカムの指標の設定を考えているのかという点につ

いてお聞きしたいです。 

アウトカム，何を使うかというようなこともありますが，ストラクチャーで

いくと，どの数が適切であるのかをどのように決めるのか，この会議の開催数

がこれで適切であるのか等，そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

アウトプットとは目標の数値ということでしょうか。 

 

【委員（青島）】 

 成果値です。 

 

【事務局（谷本）】 

成果値については数字で表せる部分と表せない部分も当然あるわけですが，

国から第７期介護保険事業計画について，そのあたりの評価として，目標やそ

れに対する評価の部分も打ち出されてきているところです。それに沿ったかた

ちで，この高齢者福祉計画についての目標設定と事業評価が必要になってくる

のではないかと考えています。ただその基本指針の中で，どのようなことを目



8 

 

標として数値化して，評価していくのかというところがまだ示されていませ

ん。そのあたりのことを精査して，計画の中に反映させていくような形にして

いきたいと思っています。 

 

【委員（青島）】 

 先程のアウトカムとストラクチャー数について，地域包括ケアが大部分かも

しれませんが，例えば在宅医療支援診療所数や地域包括支援センター数，居宅

介護支援事業所数，民生委員数等，どのあたりが適正であるというようなもの

はどのように考えていくのでしょうか。特別養護老人ホームの数，サ高住の数

等，そのような話になると思いますが，それはいくつあればよいのかというこ

とは，当然民間企業が入ってくる部分，出ていく部分があると思いますがどう

でしょうか。 

 

【事務局（佐藤）】 

施設整備の関係になると，これはまだ今，実際に適正な数字とは何かという

ものはなかなか挙がってこないと思います。施設があれば適性かというと，そ

うでもないところがあります。今まで私どもしかデータを使わないということ

で，サ高住あたりの調査をかけたりしますが，やはり現状の中で入居率 100％

には全く届いていないところがあります。 

それから，特別養護老人ホームについては，鈴鹿市で 700床の整備がされて

います。亀山市は 200床ありますので，広域で 900床となっています。地域密

着型は鈴鹿市で 29床，亀山市も 29床，広域で 58床です。それは本当にすで

に 100％満床かと言えば，まだ至っていないところがあります。 

要介護３以上が条件になったこともあるかもしれませんが，待機者数が大分減

ってきています。現状の数字を基にしながら，数字的に検討を加えていく必要

があると考えているところです。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。介護保険事業計画もあり，高齢者福祉計画もあり，

その上の上位計画もあります。先程お尋ねにもありましたが，どれが適正か，

適正な数値はどれかについて，高齢者福祉計画の策定委員会のところではすん

なりと答えが出ない点があるかと思います。そのあたりを含めつつ，この介護

保険事業計画とも調整しながら，先程事務局からもありましたように現状を見

ながら調整していくとういうようなことになるかと思います。 
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【委員（青島）】 

計画を見ていると，社会参加の部分と支援を受ける部分というものがありま

す。計画自体は高齢者のくくりで行っていますが，一般的に社会参加と言えば，

後期高齢者ではなくて，前期高齢者の話だと思いますので，何かそのあたりを

明確に分けてもよい気がしました。 

 

【事務局（谷本）】 

今の指摘については，また今後検討させていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

【委員長（貴島）】 

今の部分の話になるかどうかは分かりませんが，後期高齢者の人数が今後増

えてきます。2018年くらいからは 75歳以上の人口と 65から 74歳までの人口

が逆転してくる傾向が出ています。 

今日，いただいている資料５を見てみました。資料の表になります。人口と

地域包括別の人口が平成 27年，28年，29年と書かれています。そこの 65か

ら 74 歳までの人と 75 歳以上の人を見てみると，例えば鈴鹿西部では平成 29

年度は 883 人の差があります。75 歳以上が 5,363 人，65 から 74 歳までの人

は 6,246人です。この差が 883人です。その前の年はどれくらいあったかと言

えば，1,222人，更にその前の年は 1,232人です。この差がどんどん縮まって

きています。ですから，１年か２年すれば，逆転していくと思います。 

同じように北部も中部も西部も，65 から 74 歳までの人口と 75 歳以上の人

口と比較すると，差がどんどん縮まってきています。今回は平成 32 年度まで

の計画です。平成 32年度以降の計画については先程指摘があったように，75

歳以上の後期高齢者の方達への対応と前期高齢者の方達への対応はある意味，

もう少し明確な差が出て，差を付けていかなければいけないのかなと感じた次

第です。 

他には何かいかがでしょうか。 

 

【委員（市川）】 

高齢者の社会参加について，例えば体が弱られる時は介護保険や医療保険が

使われます。お元気になっていただき，ある程度，元気になった段階でできれ

ば御卒業をしていただき，再びお元気に地域参加をしてほしいということが介

護保険のこれからの趣旨だと思います。65 歳以上のお元気になった高齢者を

次はどこへお誘いすればよいのか，受け皿をつくっていかなければいけないと

考えています。鈴鹿市にあるのが，社会福祉協議会がされている９ページにあ
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るふれあいいきいきサロンというものと，18 ページくらいにある，一次予防

教室，毎週・毎月介護予防教室というものが，お元気になられた方の行き先に

なるのではないかと，包括として今のところは考えています。御自分で一般就

労や農作業をしていらっしゃる方もいます。この２つに行っていない方は何も

全くしていないというわけではないと思います。 

この資料では，年間何回来ましたということで参加者延べ人数が何人と書か

れています。実際に鈴鹿市内で配られている資料を見ていると，地域にバラつ

きがあります。市街地の方は行ける場所が複数ありますが，市街地を離れてし

まうとたくさん十数か所あっても実際に私達が行ける場所はないという声も

いただいています。 

鈴鹿市内でマップ化，どこに何があって，どの地域に何が足りないのかを調べ

ていただき，ないところを重点的に住民参加型の何か事業をつくっていく活動

を立ち上げていかなければいけないかなと思っているところです。そのあたり

についてはどのように考えているのかを教えていただければと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

資料の 12 ページに生活支援コーディネーターの配置と生活支援に関わる協

議体の設置という項目が実績としてあります。集いの場も含めて，どのような

活動を地域でされているのかという地域資源と言われているものについて，こ

の４月に鈴鹿市社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを１名置いて調

査を始めているところです。実際に地域によって通う場にばらつきの有無があ

ります。それをどのように埋めていくのかも，この生活支援コーディネーター

を中心にサービスの提供体制の構築を進めているところです。 

鈴鹿市社会福祉協議会でされているふれあいいきいきサロンについても，10

月から新たに介護保険の地域支援事業の中で行うようなかたちで事業を位置

付けています。それも含めて，生活支援コーディネーターと協力しながら進め

ていくことを次の計画にもしっかりとうたっていきたいと考えています。 

 

【委員長（貴島）】 

生活支援コーディネーターがどのような内容を行うのかが見えない部分が

あります。65歳以上から 70歳前半の方で結構元気な方も多いです。そのよう

な方達の力を，例えばちょっとした困り事，家の電球が切れた，台風で屋根の

瓦が１，２枚ずれてきた等，そのようなことをひとり暮らしの高齢者に対して

上手にコーディネートしていただけるようなことがあれば，ひとり暮らしの地

域での暮らしに非常に安心感が出てくるのではないかと思います。もし生活支

援コーディネーターの業務内容として，そのように見えていることがあれば，
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教えていただきたいと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

小さな単位で言えば，今，委員長が言われていたような高齢者の方で介護保

険を使うまででもないが，ちょっとだけ生活する上で困っていることがある時

に，多くの支援サービスや大きなところで言えば，鈴鹿市全体の生活支援のサ

ービスを提供していく団体や事業所がいくつかあります。そちらの事業所に集

まっていただき，どのようなサービスが提供されているのかを整理しながら，

それを利用者へどのように繋げていくのかという体制をまずは大きなところ

でつくっていくことです。 

また，先程委員長が言われたように，細かい部分については地域の中のサロ

ン活動で集まってきている方達の中からボランティア，地域の困っている方を

助けていく機運，モチベーションを上げながら，ボランティア活動へ繋げてい

くようなことを，生活支援コーディネーターの仕事として育てていくというよ

うに考えています。 

 

【委員長（貴島）】 

第１層の生活支援コーディネーターが団体との連携を図る，第２層ではコー

ディネーターは地区の中のサロン等を基盤にしながら，もう少し個別な支援に

ついてコーディネートしていくという意味でしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

第２層については平成 30 年度に各日常生活圏域を担当するコーディネータ

ーを１名ずつ配置していく予定です。それからまた推進を図っていきたいと思

っています。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 

【委員（青島）】 

これも社会参加のところで担当課が見えませんが，農林水産課の就農，これ

は端的におそらく前期の方というところで，先程ボランティアの話が出まし

た。わりとそのくらいの年齢の方は一般的に働いている人がいます。他方， 14

人シルバー会員が増加傾向です。トレンドとしては，65 歳を過ぎても働きた

いというところでこのような話が出てくるのかなというところだと思います。

ここは高齢者福祉計画の話がどうかは分かりませんが，一般の企業でも働きた
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い方や人手不足解消のためにあると思います。モスジーバーでしたでしょう

か。そのような話があってというところでそのあたりのマッチングについては

どこが行っているのでしょうか。ハローワークでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

 就業の話でしょうか。 

 

【委員（青島）】 

 就業も含めた社会参加です。65歳以降の生活スタイルの話だと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

どこがと１つでは言えない部分があります。今の体制の中では，就業では産

業政策課になります。地域の中の社会参加となると地域協働課，その中のボラ

ンティアや健康福祉の関係になると健康福祉政策課，そのような分け方しか今

はできません。総合的にどこがとは言えない状況です。 

 

【委員（青島）】 

ある種，これで見ていくとペイドワーカーなのか，ボランティアなのか，そ

の人達がどちらに行くかによって，わりと動く感じなんだろうという感じで

す。ボランティアはボランティアと言っていてもそれこそ積極的な人もそうで

ない人もいるのですが，訴求するものがあるのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

高齢者福祉計画で考えているものとしては，やはり地域のサロンも社会参

加，生活支援の部分のボランティアであるとか，民生委員として地域の福祉の

ために力を注いでいただく等，そのような部分のことで考えていく必要がある

のかなと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

 総合事業というのを考えた時に，60 歳で定年になり，都会から戻ってくる

方もいらっしゃると思います。そういうＵターンの方々がこちらに戻ってくる

かどうか，65 歳になられて，年齢からすると高齢者福祉計画の対象になりま

す。ご自分自身がまだ体も動けるということだと，高齢者福祉計画に載ってい

るようなところにはなかなかアプローチされてきません。そのようなまだまだ

働けるような人達をどこか繋ぎ止める場，その働きと出かけられるような場，

そのような場で総合事業の担い手になっていただかなければ，なかなかスムー
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ズにはいかないような感じがします。たまにはゴルフをしたり，そういう余力

のあるような人達，地域を 30，40 年，留守にしていて，定年になったので戻

って来て，地域に恩返しをしたいというような気持ちを持っている人をいかに

繋ぎ止めるかということです。そのような企画があってもよいのではないかと

思います。 

 

【委員（青島）】 

これは農林水産課はやりたいのでしょうか。やっていくのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

これから検討していくという部分です。 

 

【委員（青島）】 

実際，市内に実例があるというわけではないのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

鈴鹿市内ではまだありません。 

香芝市が，結構取り組んでいる実例があります。ただいろいろと調べていく

と，難しい面もあるようです。都市で働いていた人が，農業に就労自体なかな

か難しい規制もありますので，その部分では理想と現実は少し違うことがある

と聞いています。 

 

【委員長（貴島）】 

 趣味農園のようなものはありますか。 

 

【事務局（谷本）】 

 趣味農園はあります。 

 

【委員長（貴島）】 

 24 ページあたりにも出てきています。後見活動の部分で市民後見人が何か

所か出てきていました。先程にも関連しますが，活動ができる高齢者の方，そ

のような方々をこのような場所に，このようなことを活用して，地域を担う人

材になっていただく，そのようなことも今後は必要ではないかと思います。そ

のような取組は，どこか今進んでいるのでしょうか。 
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【事務局（佐藤）】 

 市の立場という部分では，できていないところが現状です。私どもが関わら

せていただくことは，市長申立てによる後見等をさせていただき，行っていく

ところになります。市長申立てによる後見になる方ではそもそも周りに誰もい

ない方，それから家族関係が壊れてしまっている方が大体前提になっていま

す。どうしても専門家に流れてしまうことが現状ではあります。家庭裁判所自

体は，そのあたりについて危機感を持っています。 

各市の担当者を集めたような会議も，年に１，２回は必ず開かれるようなか

たちになっています。その中の話では，市民後見を進めるための施策をという

ことも聞いております。 

実際，市長申立てによる後見とは別になってきますが，今，成年後見センタ

ーみらいというものが社会福祉協議会にあります。 

 

【事務局（谷本）】 

みらいは，補助金で運営しています。確かそちらの業務の中で，市民後見を

育成することもメニューの中には入っています。そちらにお願いをしている，

頼り切っているところが現状です。 

 

【委員長（貴島）】 

 ほかにご意見ありますか。 

 

【委員（桶本）】 

アンケートで，参加したくない方の割合が高くなっているのですが，参加し

たくない理由として，体が動かない，高齢のため，とそれぞれ理由があります。

予防教室でスクエアステップの教室を開かせていただいています。状況を見さ

せていただくと，参加されるような方は非常にお元気な方ばかりです。従来ど

おりデイサービスを利用していて，足取りが悪い方は参加したくないというこ

とで，まさにアンケートのとおりです。ここにさまざまな施策がございますけ

ども，このあたりはお元気な方，身体的に問題がない方ばかりの施策なのだと

思います。運動したくない，参加したくない人が，この方達がどのように関わ

ってくるのか，現状はこの枠組を当てはめても，なかなか体が動かない，他の

人に迷惑をかけるから等，そのような理由をお持ちの方はなかなか参加をして

いただけないと思います。その方達は一般的に要支援や要介護でデイサービス

や通所リハビリに通っている方が多いと想定しているのですが，一般的にデイ

サービスというと運動器機能向上加算とか，機能訓練等，なかなか適切なもの

が提供されていません。利用している人は緩やかに機能低下している人がほと



15 

 

んどだと思います。 

その方達のために，例えば介護の枠組を超えた，健康増進施設があります。

そのようなことも考えていかなければ，やりたくない，参加したくない方達を

救うことができないのでないかと思います。健康増進施設というのは，健康保

険を使い，運動を提供するもので，健康運動指導士が１名いて，三重県では少

ないですが，一般的に大手のスポーツジムが参入しています。それは先生から

運動が必要だと診断を受けると，処方箋を持って，医療保険を使って運動がで

きます。正直な話，デイサービスで行われているような訓練ではなく，プロの

指導が受けられます。高齢者で歩けなくなったような人は，運動だけというの

ではだめで，栄養と運動，歩けなくなってきた方のＢＭＩは皆さん低いです。

栄養が不足しています。それは吸収の問題であったり摂取量の問題であったり

もします。今の議題ではないのかも知れませんが，今後，運動と影響というと

ころで参加したくない人をいかに拾い上げていくか，重要だと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

 ありがとうございました。少し健康づくりの視点も従来の考え方からもう少

し，商業ベース的な，そのようなところの幅を持たせた方がよいのではないか

という御意見だったと思います。 

他にはありませんか。 

 

【委員（青島）】 

健康づくりの介護予防の充実のところに，スポーツ課のシティマラソンが入

っています。これは年齢別の増減のようなものをモニターしているのでしょう

か。 

 

【事務局（谷本）】 

モニターはしていないと思います。 

 

【委員（青島）】 

シティマラソンの駐車場のことがのっていますが，もっと大きな介護予防の

課題はないのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

今，スポーツ課が行っている高齢者も含んだスポーツの事業について，書い

てあることになります。直接的に高齢者スポーツ振興に当てはまらない部分も

あると思いますので，いつもこのようなことを課題として行っているというこ
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とです。 

ただ年齢別の増減等，そこまでは分析していないと思います。分析も含めて，

検討委員会の中で検討させていただきます。 

 

【委員（青島）】 

生活支援のところにも関わりますが，ゴミ捨ての話があります。29ページ，

廃棄物対策課と書かれています。高齢者増加による在宅医療拡大に伴い家庭か

らの医療系ごみが増えているという話ですが，現状はそうなのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

増える懸念があるということです。 

 

【委員（青島）】 

今はどのようになっているのでしょうか。家から出していないのではありま

せんか。業者の持ち帰りでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

 持ち帰りです。今後，増える可能性がありますということで課題として挙げ

ています。 

 

【委員（青島）】 

出し方のルールは決まっていますよね。 

 

【副委員長（西城）】 

医療系のゴミは在宅医療で訪問診療をして，例えばそこで注射をした場合，

全て医療機関が回収します。この文言は不適切です。 

 

【委員（青島）】 

 家庭からは出ないんですよね。 

 

【副委員長（西城）】 

 在宅医療の医療ごみは家庭からは出ません。「家庭からの」という文言は削

除していただきます。※資料２ Ｐ29削除済み 

 

【委員長（貴島）】 

 後は，２ページと 35 ページの課題の両方とも，地域包括支援センターのこ
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となのかなと思いますが，非常に多問題を抱えているケースが多く，連携を取

ることが難しいですとあり，35 ページには解決に至らないケースも出てきて

いるため連携を求められるとなっています。課題として，ここに出されている

だけでは不安を感じてしまうところがあります。ここの課題に対して，このよ

うに対応したいというようなものがないと，こちらに丸投げになってしまうよ

うになりませんか。 

 

【事務局（市川）】 

これは絶対的なものがないということです。当然，警察等も含めて，さまざ

まな連携策を取らせていただいている中で，拡大をしていかなければいけない

部分で課題として書かせていただきました。もう少し具体的な広い表記に今後

は改めるようにしていきたいと思います。 

 

【委員（玉田）】 

認知症の方がこれからますます増える中，28 ページで都市計画課の課題に

自動車の交通事故とかがあります。結局，バス等の公共機関がなくなってきて，

反対に高齢者の方の足がなくなります。足がなくなる中にもう１つ，認知症や

免許証返納が出てきた場合，前も佐藤委員にお答えいただいきましたが，500

メートルでしたでしょうか。その範囲で網を張って，何らかの交通機関をとお

っしゃっていました。現状，山本町くらいの椿の方に行くと，そちらの方達が

おっしゃるには足を取られたら何もできないようになっている話もいただい

ています。それをもし，認知症のことで課ごとの連携はもちろん取っていただ

いているのでしょうか。例えば，長寿社会課と都市計画課等，何々課が認知症

に対して，全てのことにある程度，このような課題があるというかたちで話を

する機会を設けていただいているのでしょうか。 

 

【事務局（佐藤）】 

実際に庁内で各担当がありますが，認知症や免許証返納の問題から話が広が

っていったものがあります。都市計画課と交通防犯課，長寿社会課，障がい福

祉課で，実際にアイデアを出し合いながら，話し合っているところではありま

す。具体策として何が出てくるのか，なかなか難しいのですが，今年度から都

市計画部に交通施策の担当業務が移りました。そこも含めて，今後，どのよう

なかたちで施策を行っていくのか，話し合っていくことになってきます。認知

症のことを伝えられるのは私どもしかいないと思っています。そのあたりはし

っかりと取り組んでいきたいと思います。 
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【委員長（貴島）】 

交通弱者や買い物難民，そのような１つの解決策になるのかどうかは分かり

ませんが，介護保険のデイサービス等に来られる時に利用者の方がトラックや

車で来られて，帰られる際にそこで買い物ができるようなことをされていると

ころもあります。 

免許証を返納された方には何か，お礼状や感謝状，そのようなものは何かあ

るのでしょうか。何も出ないのでしょうか。 

 

【事務局（佐藤）】 

免許証返納の方には，安全運転をしていたという証明書を出すかたちになっ

ています。ただ道路交通法の今の改正の中で，免許証の交付申請はどんどん続

けていて，最終的にドクターの判断をいただき，認知症かどうかが判断されま

す。最後に認知症と判断されると免許取り消しとなり，交付されません。取り

消しになる直前に自主返納すれば，それは証明書がでるかなというところで

す。それから今，三重交通ではそれを見せれば，バス代を半額にする施策を行

っていただいています。調べると，県内各自治体がさまざまなことを始めてい

ます。そのあたりが，予算の面等で今後どのように推移していくのかを中心に

考えていきたいと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

先程，三重交通がバス代を半額にした施策があるということですが，それは

浸透していないのでしょうか。 

 

【事務局】 

一応，大きく新聞等に出たりはしていました。この春から始まりましたので，

その前後で出ています。県の広報等でも出ています。確か，Ｃバスは同様の対

応になっていないと思いますので，そのあたりの考え方を，もっと整理する必

要があるかと思います。 

 

【委員（玉田）】 

鈴鹿市として，補助等はしないのでしょうか。 

 

【事務局】 

それも含めての勉強や検討等，さまざまなことを考えていかなければいけな

いという意識付けは庁内にはありますが，できるということは，すぐにはなか

なかと思います。 
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【委員長（貴島）】 

随分いろいろなことが出されました。時間のこともありますので，事項書

（２）については以上にしたいと思います。改めて，ありがとうございました。 

 

【委員長（貴島）】 

それでは事項書（３）の総人口，高齢者人口及び介護認定者の推移について，

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

（３）に入る前に，冒頭ありました，ひとり暮らしの方が住まわれている住

宅の状況について，説明をさせていただきます。 

 

【事務局（大川）】 

（ひとり暮らしの方の住居状況について説明） 

（資料５について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。何か御質問や御意見はありませんか。 

それでは事項書（４）に移ります。次期鈴鹿市高齢者福祉計画の体系骨子案

について，事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局（大川）】 

（資料３について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。今，骨子案が示されました。 

何か御意見があれば，お願いします。 

 

【委員（岩崎）】 

⑤課題のところの中に，「高齢者のニーズと支援者側をつなぐ仕組みづくり

が必要」とあります。このような形のものは，具体的に一番右のところの⑦施

策の方向性のどこに繋がっていくのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

⑦の部分について，目標Ⅱ 生活支援・介護予防の推進の２番目の項目， 介
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護予防・生活支援サービスの推進が，該当する項目になっています。 

 

【委員（岩崎）】 

ここに繋がってくるわけですね。なぜ私が介入するかと言えば，要するに受

け手と担い手の皆さん方は何ができるのか，何ができないのか，何をしていた

だけるのか，何をしていただけないのかが出て来ると思います。そこらの分析

や整理をしながら行っていかなければいけないような気もします。整理されて

いかなければ，私達民生委員でもやれることとやれないこと，やっていけない

こと等，さまざまなことがあり，難しいところがあります。そのような点では，

ここの進め方は非常に重要なことだと思います。そのような視点で理解したい

と思いますので，よろしくお願いします。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 

【委員（長谷川）】 

②国の動向のⅠ 地域包括ケアシステムの深化・推進の２番のところ，医療・

介護の連携等の推進①として，新たな介護施設の創設があります。これは何か

具体的なものとして示されているものがあるのでしょうか。 

 

【事務局（大川）】 

第１回の会議の際に，具体的な資料で説明をさせていただきました。今回は

資料がないので申し訳ありません。介護医療院という療養型の医療の施設がで

きます。名前を鞍替えするという風に言われています。 

 

【委員（長谷川）】 

具体的には，どのような人達を対象にした施設でしょうか。 

 

【副委員長（西城）】 

現時点，医療療養型施設，それから介護療養病棟があります。今回の介護療

養病棟は，平成 30 年３月末で一応終わりますが，６年間の延長が決まってい

ます。このような施設の名称を変えるだけですが，医療を重視した療養型と普

通とを分けます。 

 

【委員長（貴島）】 

⑦施策の方向性の充実について，地域包括支援センターの機能強化に，括弧
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書きでこれを評価しますと書かれています。また，個別ケア会議の促進等が書

かれています。資料２の 53 ページのところに地域ケア会議の開催が挙がって

きています。このあたりをクリアすべく，より具体性のあるものをぜひ作り込

んでほしいと思います。 

あとは認知症ケアのところの５番目，介護者への支援，このあたりが新しく

出ているところです。これらのものを新しく盛り込んでいければと思います。 

他には何かありませんか。 

 

【委員（長谷川）】 

⑦施策の方向性の生活支援・介護予防の推進，ここは非常に重要な部分だと

思います。なかなか介護予防という言葉自体がしっくりくるのかどうかという

ところで，第１回の時に西城副委員長から話があったと思います。健康寿命の

延伸，健康寿命の視点から介護予防へ繋がるよう，上手に書き込むことができ

ないのかなと思います。 

 

【委員（伊藤）】 

健康寿命の延伸について，総合計画の中でも若干ポイントが下がりました。

どこに原因があるのか，今，調査と検証をしているところです。65 歳から 69

歳の女性のところで下がっています。骨筋肉系に何かあるのではないかという

ところを検証して，そのようなところへの事業強化をしていきたいと思ってい

ます。 

 

【委員長（貴島）】 

他には何かありますか。 

今回，骨子案ということで，前回の計画と項目立てについては同じものを使

っています。この地域包括ケアの体制の確立は，括弧で書かれているところが

書き込まれていくというところです。 

同じように生活支援についても，括弧で書かれた部分が前回の計画よりは明

確になってきています。 

Ⅲ認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実で，一番違うことは介

護者への支援が加わったことです。あとは，前回とあまり違いが出ないのかも

しれません。 

第７次計画が 2025 年までを見越した最初の３年間と考えれば，全体として

は今回の第７次，平成 27 年度から 29 年度までをベースにしながら，2025 年

までを見据えて，もう少し突っ込んだ計画になるだろうと思っています。 

今日いろいろと，評価の部分で意見を出していただきました。これらを踏ま
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えて，次の第８次計画の中に多少なりとも，反映されていくと思っています。 

この骨子案について，御了解をいただけますでしょうか。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。それでは一応，この骨子案について了解していた

だいたということで，次に移りたいと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

次のその他で何かあれば，お願いします。 

 

【委員（出口）】 

鈴鹿市の老人会の現状を言いますと，140クラブの 11,659名，鈴鹿市の 65

歳以上の方は 48,000人いて，高齢者の４人に１人が入っています。この 10年

間を調べたところ， 約 170から 30クラブ，5,500人の会員が減っています。

一番心配をしているのは，老人会が解散した地域である 30の地域でそのよう

な活動をしていないことになります。今，老人会がだんだんと減ってきていま

す。このような活動を活発に行っていくためには，やはり老人会の会員を増や

していただけますように，皆さん御協力をお願いしたいと思います。地域の老

人会がなくなっていくということは，地域の高齢者の活動ができない，社会的

ないろいろな活動ができない，それが一番心配です。老人会に入っていただけ

れば，大体の内容ある活動は行っていくことができます。老人会の宣伝をする

のは悪いですが，機会があれば老人会を勧めていただきますように，入ると元

気になりボケないですと，広めていただきますようにお願いします。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。貴重な御意見をありがとうございます。 

それぞれの案の中に，社会資源を活用した新体制等のところに理解が必要と

思いました。 

他にはどうですか。 

 

【事務局（谷本）】 

（連絡事項） 

次回第３回会議：10月４日（水）午後１時 00分～ 

鈴鹿市役所 12階 1201会議室 
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【委員長（貴島）】 

ありがとうございます。 

予定の時間をオーバーしてしまいました。 

それでは進行について，事務局にお返しします。 

 

【事務局（坂）】 

本日はお忙しい中，委員の皆様におかれましては，会議に御参加いただきま

して，ありがとうございます。 

今期計画の課題について，多くの御意見をいただき，誠にありがとうござい

ます。いただいた御意見を次期計画に反映していけるように，事務局としても

内容を検討して計画策定作業を進めて参りたいと考えていますので，引き続き

御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

それではこれを持ちまして，第２回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会を終了

とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 


